
 
タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

春の市外見学 本間　博昭

青年部会第１回研修会報告 吉田　　宏

昭和51年随感 板垣　武四

随筆　ベルリンの一日 木村　弘文

吉田氏の思い出 斉藤　久名

菊地啓一君を偲ぶ 竹田　邦博

一寸一言　源氏の白旗を　

一寸一言　何をホザクか№2

建築家不信論 佐久　勝美

一寸一言　移動公害源？

一寸一言　青年部よ進め進め

随想　スケール 加藤　光夫

会費のゆくえ 黒澤　寿子

一寸一言　役員改選

建築士と弁護士 佐藤　源輔

民間発注工事をフェアーに 池田　晴耕

一寸一言　士会の急務

住宅の小屋裏結露 石川　松四郎

一寸一言　もっとスマートに

沖縄たべある記 小川　高人

おきなわを訪ねて 栄　　米冶

若き日の故栄先生 馬場　　智

事務局だより

網走大会に参加して 吉田　　宏

欧州のニュータウン造り 伊賀　秀次

私と健康 堂垣内尚弘

時計台 北瀬　敏夫

札幌ターミナルビルの建設についての寸文 滝山健次郎

みちのくに思う 本間　博昭

一寸一言　あんた　これ、　どう思う

へら鮒釣と建築 つり狂会員

一寸一言　勲章

ずばり放言　若者よノボセルな　老人よツケアガルな

真駒内緑町団地建設の背景と条件その１ 後藤　永一

今こそ切磋、琢磨して建築士の輪を

夏の終わりに思うこと 小清水利行

一寸一言　理屈

男の井戸端会議 鈴木　　賢

一寸一言　ゴマスリ

インテリアデコレーター 志賀八重子

一寸一言　ある建築家の家

煙、その不可解なもの 池本　　透

一寸一言　「老人部会」を結成しよう

親孝行の進め 本間　大三

建設業界の汚職 Ｓ・Ｔ生

一寸一言　法律用語　民主主義とエゴ

ある日ふと・・・ 佐久　勝美

各支部の青年部会の活動 松井　司郎

士会シンボルマーク決定

古希に思う 安達　　清

事務局だより

支部だより「街」
1976年 - 1993年

1976年　№1 ( 4月)

1976年　№2 ( 9月)



タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

全国大会に参加して 黒澤　寿子

子供と広場 板垣　武四

秋季見学会に参加して 大川　　忠

道立美術館設計監理雑記 田中　定信

青年委員会の来年に向けての抱負 青年委員会

予言者と建築士 若生幸一郎

えぞ小話

失われゆく職人技術 仲川　憲三

愛される建築物へ 稲垣　健二

当たり前のむずかしさ！！ 佐藤　政男

一寸一言

ロスで出会った、メキシコ人兄弟の結婚式 後藤　永一

札幌古地名考　魔の踏切の巻 札幌原人

士会札幌支部との事業提携について 浜野　謙吉

佐藤料理教室

確認申請から占う昭和５２年の景気 小川　高人

武道と私 高倉勤次郎

火葬場雑感 大川　　忠

我が輩は名刺である Ｍ・Ｉ

事務局だより

札幌支部リポート

ご挨拶 役員一同

本道出身者の心の贈り物 堂垣内尚弘

一寸一言　建築家と言われてない設計屋

新役員紹介

寒地住宅考 川治　正則

スイッチ・オン 三浦　康夫

お祭り三題 北村　和夫

建築設計事務所の問題点とその解決策 木戸　雅行

札幌古地名考　軍艦岬の巻 札幌原人

一寸一言

スリランカと昔の家 竹田　邦博

免許とはなんだ 只野由美子

酒の話 柿木　　裕

佐藤料理教室

妖怪譚 斉藤　久名

職住近接 加藤　光夫

隣地への落雪落氷 小坂　国男

北海道に初めてアパート(RC)造が建った時 金島　修志

事務局だより

1976年　№3 (12月)

1977年　№1 ( 4月)



タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

スライド勉強会 本間　博昭

基礎工法の変遷 小坂　国男

外壁の変遷 吉野　　栄

随想　元号について 関　　義生

一寸一言

行動する郷土愛を 板垣　武四

札幌古地名考　軽川の巻 札幌原人

宮城県沖地震の教訓 川治　正則

ビル工事の落穂拾い 滝山健次郎

家のオヤジ 山田　浩之

佐藤料理教室

明治は遠くなりにけり 北村　和夫

屋根をはがしたら雨が降る 一宮　忠雄

壁文字

事故のてんまつ 亀井勝次郎

最近のビルとクマネズミ 中鉢　武彦

思いがけず釣れた話 藤江　軍司

事務局長就任の挨拶 武田　興平

オガワ・クッキングスクール 小川　高人

事務局だより

秋季見学会に参加して 末武　達一

女性建築士座談会　有利な面・不利な面 北瀬　敏夫

連帯感に満ちた地域づくりをめざして 堂垣内尚弘

札幌古地名考　北茨城の巻 札幌原人

私のお父さん 渡部奈保子

佐藤料理教室

全道大会（函館、檜山）寸感 佐々木　孜

ポナペ島旅行記 佐藤　一夫

一寸一言　我利我利亡者

一寸一言　座り込みか寝たり込みか

みちのく便り 川村　昌三

湖畔でのキャンプ 本間　博昭

ゴルフ大会の雑考 竹田　邦博

保育所・幼稚園 志賀八重子

千枚漬 佐々木　孜

一寸一言　もの申す

事務局だより

1978　№3 (12月)

1978　№2 ( 8月)



タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

昭和54年度支部総会開く

新旧役員あいさつ

建築士会札幌支部機構

北海道の花ハマナス 堂垣内尚弘

二期目をおえるに当たって 板垣　武四

建築との遭遇 荒井留美子

市外施設見学会並びに懇親会 佐久　勝美

佐藤料理教室

日本酒こぼれ話 酒仙同志

一寸一言　札幌弁の行方

うちのお父さん 小清水公美

ぼくの父 吉田　知明

札幌古地名考　岡橋の巻 札幌原人

住宅に入り込むネズミたち 中鉢　武彦

プレイボーイ 佐久　勝美

一寸一言　子供は歩け！！

思いがけず釣れた話その2 藤江　軍司

一枚のレコード① 鈴木　　賢

一寸一言　主客転倒

事務局だより

故栄米冶先生ご遺族より表彰基金贈呈さる

ナミダタケの被害調査記 川治　正則

十勝岳 北村　和夫

「器に魂を入れる」ということ 板垣　武四

仇名四方山話 線香生

ゴルフ大会に参加して 吉田　知也

夢のあと 佐藤　好一

一寸一言　暴走族

札幌古地名考 札幌原人

うちのお父さん 森若　路子

新聞を読んで 仲川　憲三

一寸一言　女性から聞いた話

佐藤料理教室

一寸一言　大正は遠くなりにけり

生活の反省　読書 石塚　正史

一枚のレコード② 鈴木　　賢

一寸一言　昔よさらば

一寸一言　還暦は満か、数え年か

思いつくままに 荒井留美子

壁文字

事務局だより

第7回全道大会に参加して 三浦　康夫

第22回全国大会に参加して 佐久　勝美

ALCの凍害

札幌古地名考　三十三ヶ所の巻 札幌原人

太極拳と私 佐藤　洋子

私のお父さん 佐々木香苗

私の健康法･趣味・特技 １０名

北国の環境シリーズ第４回講演会 本間　博昭

昭和54年度秋季見学会に参加して 馬場　　智

一枚のレコード③ 鈴木　　賢

一寸一言　「女」について

おちこぼれの句 新保千万樹

親睦釣大会に参加して 藤江　軍司

うまいものコーナー

一寸一言　「猛省」をうながす

壁文字

一寸一言　恐喝　しっかりしろ！　スナップ

事務局だより

1979　№1 ( 3月)

1979　№2 ( 8月)

1979　№3 (12月)



タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

昭和55年度支部総会

陶磁器質タイルの凍害 河野　　寛

第3回建築士会女性会員の座談会に出席して 荒井　留美子

ある男の青春 小川　高人

最近戴いた賞状 堂垣内尚弘

80年代に向けて 板垣　武四

札幌の風－仄聞 三浦　康夫

一寸一言　おばんです

料理教室

壁文字

昭和55年度見学会及び懇親会に参加して 宮本　澄子

提言　ソ連建築士と交流を計れ 佐藤　源輔

札幌古地名考　札幌飛行場の巻 札幌原人

随筆　死後に自分の作品に会える可能性 笠原　成雄

シドニーのオペラハウス 竹田　邦博

事務局だより

親睦ゴルフ大会に参加して 菅原喜一郎

ヒラタキクイムシ 川治　正則

第２３回建築士会全国大会の準備模様 真木　光哉

紅花 塚原　信子

家のおやじ 小川久美香

一寸一言　兵隊の位で言えば

俳句　木の実独楽（その１） 新保千万樹

札幌古地名考　斜通りの巻 札幌原人

ぶらり日曜散歩（北大第二農場） 中井　一民

林間学校に見た子供の教育 武部　　實

あれから３年 黒澤　寿子

一寸一言　近頃の若い者

料理教室

お知らせコーナー

私の道楽　へら竿考 大嶋　　彰

山の辺の道を行く 小川　高人

短歌　誤診 鈴木　　賢

ハングリーに生きる 西代　明子

俳句　木の実独楽（その２） 新保千万樹

ゴルフの魔力 松原　忠孝

壁文字

事務局だより

第23回建築士会全国大会 竹内　　淳

「ほしょうについて」 三浦　康夫

晩秋の山形を旅して 和歌山二郎

カメラ道楽 亀良　狂児

料理教室

わたしのおとうさん 芦田　　淳

札幌古地名考　大友掘の巻 札幌原人

時の流れ 新田　俊男

蝦夷小話親睦釣り大会に参加して 吉村　政幸

「いろは加留多」覚書 小川　高人

アイヌ語のすすめ

わたしの酒 塚原　信子

壁文字

一寸一言　建設公害

雑感 長尾　久美

事務局だより

1980年　№1 ( 4月)

1980年　№2 ( 8月)

1980年　№3 (12月)



タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

支部総会開催

新旧役員のご挨拶

時事寸評 川上金之助

見学懇親会に参加して 中川　雅晴

ローマ法王ヨハネ・パウロ二世謁見記 若生幸一郎

札幌駅周辺地区整備構想 市村　一志

ヨーロッパかけ足紀行から 北村　和夫

女性建築士新年会について 須藤志津子

一寸一言　再び冬季の除雪と駐車違反に思う

高齢化・高学歴社会と建築士 柴田　　実

料理教室

短歌　ふるさとを一人訪れし日 鈴木　　賢

札幌古地名考　げんちゃんスロープの巻 札幌原人

山の辺の道を行く 小川　高人

雪三題 尾崎　英一

家づくりの損害防止法の一つ 清水　君照

事務局だより

親睦ゴルフ大会に参加して 池　　広敏

畜産と建築 科野　正一

温度について 長尾　久美

個性を考える 須藤　力弘

山の辺の道を行く 小川　高人

ココリーチェ 加藤　光夫

私のお父さん 中村　文子

雑感 佐々木　孜

一寸一言　馬鹿

札幌古地名考　大門通の巻 札幌原人

料理教室

一寸一言　ないないづくし

遠雷 新保千万樹

教養コーナー

男の「ユカちゃん」ヤーイ 柿木　　裕

うちの父 清水　麻琴

一寸一言　100人に聞きました

何と幸運な・・・（私と息子と飛行機と） 鈴木　　賢

一寸一言　歩行者にひとこと

事務局だより

道士会第8回全道大会（旭川大会）に出席して 池田　晴耕

56年度秋季見学会 板谷　　薫

釣り大会繁昌記 佐藤　一夫

地球を襲う“異常気象”と建築 笠原　成雄

山の辺の道を行く 小川　高人

今は、まだ「半役くん」 荒井　留美子

俳句エチュード１０句１２月８日 佐藤　好一

講演会「北国の環境シリーズⅣ」に臨んで 佐藤　洋子

やさしいおとうさん 木ぐれけいすけ

自宅造りと地域の接点を求めて 木榑　　冏

そは、夏の夢なりしか 宮部　光幸

札幌古地名考　十二軒の巻 札幌原人

消えゆく北海道方言 一級禿頭士

料理教室

事務局だより

1981年　№1 ( 4月)

1981年　№2 ( 8月)

1981年　№3 (12月)



タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

昭和57年度支部総会報告

創立30周年記念札幌支部春季見学会及び懇親会 鈴木　　賢

アマゾンの奥地　トメアスーを訪ねて 堂垣内尚弘

“国際井戸端会議”を終えて 板垣　武四

住宅建設を巡る諸問題 佐藤　隆次

ぼくのお父さん 家守　志伸

ぼくのお父さん 家守　実伸

災害と生命工学（バイオ・テクノロジー） 熊谷　英二

札幌古地名考　八垂別の巻 札幌原人

気魂 新保千万樹

談合を規制する法律上の根拠 仲川　憲三

料理教室

山の辺の道を行く 小川　高人

SASって一体何？ 佐藤　市郎

事務局だより

支部創立30周年記念ボウリング大会 北瀬　敏雄

札幌彫刻美術館のことなど・・・ 原子　　修

「京王プラザホテル札幌」のあれこれ 若生　幸一郎

私の現場女房体験記 照井美智子

一寸一言　人間の定義

新しい街づくり制度「地区計画」について 側見　春夫

言葉のデザイン（又は、言葉のあそび） 佐藤　好一

札幌支部親睦ゴルフ大会 瀬戸賢太郎

私のお父さん 野川　朋子

もう一人の私 宮本　尚彦

現場屋の野球談義 三寺　章夫

一寸一言　秋田県の交通標語

へら、やり、にっこ 杉山　成充

山の辺の道を行く 小川　高人

ある名物教授の思い出　囲碁必勝法探知機の話 原　　　滋

札幌古地名考　アンパン道路の巻 札幌原人

料理教室

“もやし”をみなおす 菜　　園子

木村弘文さんを偲んで 小川　高人

事務局だより

創立30周年記念全国大会に参加して 宮本　澄子

一寸一言　雑感　誤字

第9回全道大会（苫小牧大会）研究集会に出席して 吉田　　宏

無落雪建築特許問題始末記 一宮　忠雄

札幌支部船釣大会 市村　一志

札幌古地名考　大学の川の巻 札幌原人

戦時下の土建業界始末記 増田　鍬平

秋季見学会 仲川　憲三

石狩支部見学懇親会に招かれて 馬場　　智

わたしのお父さん 加藤　直子

ぼくのお父さん 本間　啓修

正しい日本酒の選び方 小川　高人

山の辺の道を行く 小川　高人

料理教室

事務局だより

1982年　№3 (12月)

1982年　№1 ( 4月)

1982年　№2 ( 9月)



タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

昭和58年度支部総会開催

新旧役員ご挨拶

札幌支部委員会機構

戦時下の土建業界始末記その 2 増田　鍬平

私の提言

私の履歴書 魚住　麗子

57年度一泊見学会

護身用の拳銃「モーゼル」は故障していた 中井　一民

あの店・この店

私のお父さん 佐藤　千夏

魚の名 天野　和夫

怒り・笑い ８名

札幌古地名考　新川の巻 札幌原人

二階にWCの必要な夢 竹田　邦博

事務局だより

アンケート結果の報告 青年委員会

各委員長のご意見

母 佐藤　好一

ゴルフ　気づかなかった掌中の優勝 笠原　成雄

うちのお父さん 長瀬　廣保

建築施工管理技術検定について 山﨑初三郎

戦時下の土建業界始末記その 3 増田　鍬平

北海道青年建築士協会（一級会）三つの提案 佐藤　範行

札幌古地名考　鯨の森の巻 札幌原人

座談会　魅力ある建築士会をいかにして作るか

札幌支部海釣大会 山家　理七

事務局だより

第26回全国大会（富山大会）に参加して 馬場　　智

第10回全道大会（空知大会）に参加して 三上亨二郎

四十五歳選択定年制 柿木　　裕

とりもとったり二十八 T・O

TQC旋風 かじ・きよたけ

「国勢調査」アラ捜し 早坂　　基

戦時下の土建業界始末記その４　グライダー格納庫新築の巻増田　鍬平

ほんもののまち小樽 佐藤　一夫

初冬の明け方の夢　地下出版 佐藤　好一

一寸一言　近頃わかる話。わからぬ話。

私の闘病日記 ３名

札幌古地名考　さむらい部落の巻 札幌原人

ぼくのお父さん 後藤　大史

ぼくのお父さん 森尾　　聡

料理教室

事務局だより

1983　№1 ( 5月)

1983年　№2 ( 9月)

1983年　№3 (12月)



タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

昭和59年度支部総会開催

女性建築士座談会　多いに語る

一寸一言　ボケとウヌボレ

春季一泊見学会 大友　正孝

紙稿・初期札幌市街の街路と街画 遠藤　明久

建築士法及び建築基準法の改正について 山田　光信

ご存知ですか　船づり専科、磯づり専科

見学旅行雑感 山家　理七

わたしのおとうさん 塚原　ゆか

戦時下の土建業界始末記その5　「北学寮」新築の巻 増田　鍬平

札幌古地名考　温泉山の巻 札幌原人

就任、退任のあいさつ

増田鍬平さんを偲ぶ 小川　高人

事務局だより

ボウリング大会で優勝して 細川　正一

外断熱のことあれこれ 山崎　克彦

一寸一言　そこがわからぬ

親睦ゴルフ大会 松原　忠孝

親睦ゴルフ大会に参加した所感 後藤　政春

“無念”ボーズ釣り大会記 高井　幸一

私のお父さん 斉藤奈緒美

解説「建築士」と「建築施工管理技師」について 小川　高人

女性建築士と青年委員会の交流会 長尾　久美

裏参道 三浦　康夫

建築指導センター繁昌記 末武　達一

戦時下の土建業界始末記その７　食糧増産の巻 増田　鍬平

札幌古地名考　なまこ山の巻 札幌原人

札幌の田舎者 川上金之助

小樽の縄のれん 佐藤　一夫

あの店・この店

地区計画による建築物等の規制・誘導について

事務局だより

全国大会に参加して 長瀬　幸男

全国研究集会に参加して 高野　寿世

第11回全道大会に出席して 清水　君照

お知らせ　一級建築施工管理技師実地試験について

これでいいのか AB生

さらば「焼酎甲類」 酒呑童子

戦時下の土建業界始末記その８
　“グランド”太陽小樽支店大改築の巻

増田　鍬平

火の用心 札幌市消防局

住宅相談屋２０年 末武　達一

琉球便り「沖縄の住まい」競技設計考 瀬戸波清純

ぼくのお父さん 竹内　　宏

平気で言われている「英語のあやまち」 熊谷　英二

あの店・この店

札幌古地名考　円山村界の巻 札幌原人

私の提案

見学会の一日 大友　正孝

事務局だより

1984年　№1 ( 4月)

1984年　№2 ( 8月)

1984年　№3 (12月)



タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

昭和60年度総会を了えて 三浦　康夫

新旧役員の挨拶

一寸一言　木造建築士

札幌支部委員会機構

春の見学会に参加して 池田　晴耕

「うた」について（断片） 佐藤　好一

「保証」① 仲川　憲三

ぼくのお父さん 福島　　亮

戦時下の土建業界始末記その9　「丸新旅館」増改築の巻 増田　鍬平

女性建築士座談会に出席して 横田　信子

ぼくのお父さん 大内　雄介

ニセコのタケノコと沼めぐり 湯浅　　晋

紀州便り　和歌山県建築士会あれこれ 尾上　　収

酒蔵を訪ねて　道産酒を飲もう 三浦　康夫

あの店・この店

札幌古地名考　紅葉山の巻 札幌原人

事務局だより

建築現場見学会に参加して 河村利枝子

女性建築士と青年委員会の交歓会が開催される！ 持田　容子

私のお父さん 木村　佳織

選考経過についてー第２回札幌市都市景観賞 北本　好信

エッ・・・嘘！！ホント？（ボウリング大会優勝） 佐久　勝美

ぼくのお父さん 高橋　俊明

（財）建築技術教育普及センターのご案内 景山　　功

ゴルフ大会優勝の味 池田　晴耕

ザックリが消えた日 山崎　正弘

「保証」② 仲川　憲三

戦時下の土建業界始末記その10　「玉一旅館」新築の巻 増田　鍬平

支部の釣り大会に参加して 山田　光信

札幌の周辺自然歩道に熊が出る 湯浅　　晋

札幌古地名考　大根道路の巻 札幌原人

あの店・この店

紀州便り　和歌山発ローカル便０２号 榎木　　哲

就任、退任あいさつ

事務局だより

第２８回全国大会（びわ湖大会）に参加して 竹内　　淳

全国研究集会に参加して 笠原　成雄

第１２回全道大会に出席して 宇野　哲夫

アマゾンを越えて 後藤　永一

青年委員会だより 長尾　久美

秋季見学会だより 大友　正孝

吉田鉄郎・「心のふるさと」を訪ねて・ギャロップ紀行① 中井　一民

戦時下の土建業界始末記その11　「丸新旅館」増改築の巻 増田　鍬平

円山八十八ヶ所の巻「冬来たりなば春遠からじ」 湯浅　　晋

わがスペイン紀行 川村　昌三

消防VS寒建

札幌古地名考　逆さ川の巻 札幌原人

ぼくのお父さん 若松ちはる

ぼくのお父さん 安達　政史

事務局だより

1985年　№1 ( 4月)

1985年　№2 ( 8月)

1985年　№3 (12月)



タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

昭和61年度支部通常総会開催報告

春の見学に参加して

スキー・ツアー　フリースタイルで気楽に参加 牧内　成文

都市再開発のマスタープラン札幌都市再開発方針について 林田　　均

あれから九年 黒澤　寿子

女性建築士座談会 斉藤　悦子

吉田鉄郎・「心のふるさと」を訪ねて・ギャロップ紀行② 中井　一民
戦時下の土建業界始末記その12　「丸新旅館」増改築工事
の記録

増田　鍬平

市役所建築指導部より

まっぴらごめん

私のお母さん 持田　　玲

蕎麦とアイスクリーム

札幌古地名考　琴似街道の巻 札幌原人

大川　忠さんを偲んで 瀬戸賢太郎

塚原さんを偲んで 小川　高人

就任、退任あいさつ

事務局だより

ボウリング大会雑感 宮原　重穂

北を創る、北が創る「札幌芸術の森」 山屋　恵正

吉田鉄郎・「心のふるさと」を訪ねて・ギャロップ紀行③ 中井　一民

まっぴらごめん

神様がどうしても私を優勝させたかった！ 笠原　成雄

恒例釣魚大会不戦帰還之記 小川　高人

輝いていればいつの日か・・・躍動の泊原発建設現場を見学し前田　富子

黒岳から高根ヶ原へ 湯浅　　晋

札幌古地名考　オタネ浜の巻 札幌原人

思い出をたどって 川上金之助

ぼくのお母さん 斉藤　哲也

暖房設備に付属する天蓋及び排気ダクトの設置方法 札幌市消防局

一寸一言　食後の一服

青い目の土工・人夫が 早坂　　基

事務局だより

全国大会に参加して 山田　光信

全国研究集会に参加して 木村　　悟

全道大会（室蘭大会）に参加して 持田　容子

橋本先生を偲ぶ 廣田　基彦

うちのお父さん 松井　のぞみ

ぼくのお父さん 中村　恭揚

一寸一言　落葉つきあい

戦時下の土建業界始末記その13　引揚無縁者住宅建設工事増田　鍬平

酒と肝臓 佐藤　一夫

支部見学会に参加して 原　　　滋

豊平館の修復　講演と記録映画の上映 横田　信子

札幌古地名考　弾丸道路の巻 札幌原人

技術に関する講習と映画会 若生幸一郎

ケイコに一目逢いたい？ 湯浅　　晋

建築確認申請の手引きについて 河村　孝治

一寸一言　トラブル　類人猿

事務局だより

1986年　№3 (12月)

1986年　№1 ( 4月)

1986年　№2 ( 9月)



タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

昭和62年度支部通常総会開催報告

新旧役員あいさつ

札幌支部委員会機構

一泊見学旅行 仲川　憲三

スキー・ツアー万歳 池田　晴耕

がけ付近の建築に対する行政指導について 坂本　広昭

骨を砕く話 及川　藤男

メーソンリー建築と私 真木　光哉

戦時下の土建業界始末記その14
　札幌市工事下げ金に絡む某金融機関幹部の横領事件

増田　鍬平

札幌古地名考　琴似川の巻 小川　高人

青年委員、女性建築士、他支部との交歓会 山本　明恵

大雪山のご来迎と野天風呂 湯浅　　晋

事務局だより

ボウリング大会奮戦記 坂井　秀行

私とゴルフ 対馬　　陽

６２年度支部釣大会始末記 山家　理七

札幌市中高層建築物の建築に関する指導要綱の制定について

西独クァオルトを体験して 木槫　　冏

戦時下の土建業界始末記その14
　札幌市工事下げ金に絡む某金融機関幹部の横領事件

増田　鍬平

技術研修と映画の会 若生幸一郎

見学会に参加して
　～霧の街からエルムの街へ　熱い思いを込めて～

本間　明美

これでいいのか PART2

札幌古地名考　南斜面の巻 札幌原人

私のお父さん 小林　理恵

OH　MY　PAPA

事務局だより

第30回全国大会（岩手大会）に参加して 守屋　守人

第14回全道大会に参加して 牛田　健一

霧の街釧路にて　第１回女性建築士の集い 横田　信子

改正建築基準法の運用について 札幌市建築指導部

パリを駆けめぐって 木槫　　冏

ウグイス 湯浅　　晋

戦時下の土建業界始末記その14（最終回） 増田　鍬平

青年委員会講演会 女鹿　康洋

私の父 原　　幸江

一寸一言　アフリカの飢餓と援助　チョッチャン　世界の人口

札幌古地名考　屠殺場の巻 札幌原人

「建設業法」の一部改正について 小川　高人

技能検定あれこれ 仲川　憲三

事務局だより

1987年　№1 ( 4月)

1987年　№2 ( 9月)

1987年　№3 (12月)



タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

昭和63年度支部通常総会開催報告

春の見学会 仲川　憲三

スキーツアーに参加して 高橋　重雄

ぼくのお父さん おだ　ゆうすけ

最近の枠組壁工法（2×4から2×6、2×8工法へ） 林　　勝朗

三途川 佐藤　一夫

健康酒について　その１ 佐藤　好一

ガウディを訪ねて 木槫　　冏

土地の話 Y・M生

“活動してます”青年委員会女性部会 山本　明恵

スーパーCAD　V．8 山本　義博

私のお父さん 吉木　雅代

札幌古地名考　渡舟場の巻 札幌原人

事務局だより

幻の留萌大会 瀬尾　尚子

高松城の水攻め　幻の留萌全道大会報告 若生幸一郎

札幌高架一次開業　新しく生まれ変わった札幌駅 南條　道夫

北方型住宅に思う 上野　　栄

道立帯広美術館（仮称）構想設計競技の実施経過 北海道住宅都市部

眺め酒 佐藤　一夫

札幌古地名考　アカシヤ街道の巻 札幌原人

住宅設計にちなんで 高木　　進

憧れのウィーンを訪ねて 木槫　　冏

秋季見学会だより 宮本　澄子

うちのお父さん 山下　絵美

事務局だより

1988年　№1 (4月)

1988年　№3 (12月)



タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

平成元年支部通常総会開催報告

新旧役員挨拶

札幌支部委員会機構

女性部会 安達あけみ

見学旅行に参加して 仲川　憲三

スキー大会 竹内　　淳

古代ギリシャを訪ねて 木槫　　冏

バイキング 三浦　康夫

キャッチフレーズの彼方で 佐藤　好一

一寸一言　ミニカメラ

露天風呂は最高 湯浅　　晋

札幌古地名考　裏通りの巻 札幌原人

私のお父さん 後藤　祐介

私のお父さん 女鹿はるか

事務局だより

ボウリング大会に参加して 大山　純一

膜構造の北海道の適用研究と将来性 渡辺　一幸

建築士会札幌支部ゴルフコンペ優勝を顧みて 賀沢　　修

釣魚大会奮闘記 武田　　満

ああサンフランシスコからエドモントンへ 木槫　　冏

札幌市ワンルーム形式集合住宅に関する建築指導部要項の芦田　　淳

夏来る 佐藤　一夫

青年委員会主催の講演会 久島　正嗣

札幌古地名考　あまだれ小路の巻 札幌原人

私のお父さん 秋川　志乃

新聞川柳ウォッチング 加藤　光夫

ぼくのお父さん 山﨑　康司

事務局だより

嗚呼OBIHIROの夜は更けて 後藤　建男

全国大会（岐阜大会）に参加して 山本　明恵

青年委員会見学会と交歓会に参加して 町嶋　章一

ソフトのまちおこし　ゆうばり国際冒険・ファンタスティック映画津島　　慧

キノコはお好きですか？ 湯浅　　晋

小さな見栄、大きな見栄 柿木　　裕

“挫折”“希望”　叙情交響詩“北の彩” 鈴木　　賢

ああ！！ラスベガス 木槫　　冏

“ディパタウン”あれこれ 西代　明子

札幌古地名考　一中前の巻 札幌原人

ぼくのお父さん 中村　晃輔

事務局だより

1989年　№1 ( 4月)

1989年　№2 ( 9月)

1989年　№3 (12月)



タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

平成２年度支部通常総会開催報告

春季見学旅行会 山家　理七

スキーツアーに参加して 吉木　　隆

楽しかったスキーツアー 吉木　雅代

今年は閏年？ ナーンデカマン

ログハウスを造って見ませんか 福多　俊彦

西ドイツ演奏旅行始末記 池本　　透

山菜に舌なめずり 湯浅　　晋

憧れのパームスプリングスは 木槫　　冏

私のおとうさん 大石　えり子

今年の運勢について

札幌古地名考　鉄北の巻（一） 札幌原人

事務局だより

ボウリング大会に優勝して 坂井　秀行

ゴルフ大会に参加して 長谷部貴康

青年委員会見学会に参加して 笠井　道子

札幌市戦後１０年の建築活動 熊谷　英二

池田　恵さんを偲んで 小林信太郎

佐藤　一夫さんを悼む 広報委員会

車椅子利用者のための家づくり
　「スロープをつくらないことが基本です」

米木　英雄

おまつり大好き！！ 宮本　澄子

ゴキブリ亭主の料理メモ(1) すぐできる和風サラダ 杭　芯　　忘

怖わーい　Lｏｓ　Ａｎｇｅｉｅｓ 木槫　　冏

ぼくのお父さん 山﨑じろう

札幌古地名考　鉄北の巻（二） 札幌原人

平成２年度釣大会紀行 榎本　勝雄

事務局だより

火の国九州にて、情熱の女行状記 高峰　弘子

長寿社会と住まいの技術
　－第17回全道大会（石狩大会）の研究集会への提言－

松崎　健児

香港から中国へ 木槫　　冏

振り子小話 南出　孝一

ゴキブリ亭主の料理メモ(2)  凍れる夜はほかほかのボルシチ湯浅　　晋

俄か教師（１） 須藤　力弘

お祭り二題 池田　晴耕

青年委員の活動参加を 吉木　　隆

札幌古地名考　鉄北の巻（三） 札幌原人

ぼくのお父さん 山内　和成

事務局だより

1990年　№1 ( 4月)

1990年　№2 ( 8月)

1990年　№3 (12月)



タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

平成3年度支部通常総会開催報告

新旧役員挨拶

1991年「新建材発表会」を終えて 笠原　成雄

青年のページ 青年委員会

春の一泊旅行会 高橋　功治

私のおじいちゃん 安達　由佳

俄か教師（２）新学期に思う 須藤　力弘

山菜に舌なめずり（続） 湯浅　　晋

期待の台湾旅行 木槫　　冏

札幌古地名考　鉄北の巻（五） 札幌原人

事務局だより

ボウリング大会に参加して 木村　　比

つり大会 加賀谷　清

ゴルフ大会 香月　　優

札幌工業高校建築科　生徒との懇談を終えて 久保　福子

ソフトからの地域おこし　ゆうばり国際冒険・ファンタスティッ
ク映画祭 津島　　慧

韓国食べ歩き 木槫　　冏

シベリヤの沈まぬ夕日 湯浅　　晋

札幌文化財ツアーに参加して 大島　佳之

俄か教師（３） 須藤　力弘

札幌古地名考　東橋通りの巻 札幌原人

私のお父さん 佐々木佑加理

退任挨拶 芦田　　淳

事務局だより

東洋一の幕張メッセで全国研究集会開催 池田　浩司

建築士会全道大会に参加して 佐々木雄一

「アップルウーマンの会」結成に至るまで 片岡　京子

韓国研修記 駒木根洋一

スペイン旅学記②マドリードからマラガへ 湯浅　　晋

第1回道央サミットを終えて 佐々木正行

森からのメッセージ 横田　信子

五のつく建築 南出　孝一

俄か教師（４） 須藤　力弘

建築確認申請添付図書の簡素化について 下　　和夫

建築士実態調査（第二次調査）の実施について

ソ連極東地域の旅 市村　一志

札幌古地名考　小林峠の巻 札幌原人

私のお父さん 池田　浩美

事務局だより

1991年　№1 ( 4月)

1991年　№2 ( 8月)

1991年　№3 (12月)



タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

平成４年度支部通常総会開催報告

スキーツアー雑感 高橋　重雄

一寸一言　古い街並みの保存

一泊旅行会 加藤　美浩

旅行会 宮本　光生

「まちづくり」としての生活工房サッポロファクトリー 小泉　忠行

青年のページ　青年委員会活動予定

　　　〃　　　　“新”女性建築士を囲んで 金子ヒロミ

「変わりゆく街並みサッポロ」の継続 山本　明恵

高齢化対応住宅の普及をめざして 野川　　豊

９２新建材発表会 笠原　成雄

ぼくのお父さん 吉岡　和哉

ユカちゃん、お先にご免 柿木　　裕

趣味 木槫　　冏

山菜に舌なめずり（３）花のきれいな山菜 湯浅　　晋

札幌古地名考　曙グランドの巻 札幌原人

事務局だより

ボウリング大会に参加して 坂井　恵子

ゴルフコンペでBクラス優勝と私のゴルフ 大澤　鉄男

石狩港釣紀行 I．K

青年のページ　青年委員会見学会に参加して 安達あけみ

　　　〃　　　　第２回道央サミットに参加して 佐々木雄一

北海道インテリアプランナー協会発足にさいして 木槫　　冏

一世紀の予言 池田　晴耕

都市景観を考えて見ませんか 鈴木　幸恵

スペイン旅学記③　マラガでの学生生活が始まった 湯浅　　晋

札幌古地名考　八十八ヶ所の巻 札幌原人

第2回海外研修旅行のご案内

ぼくのお父さん 尾田　幸隆

事務局だより

全国研究集会に参加して 河村　和義

第19回全道大会（函館・檜山大会）に参加して 久保　福子

俄か教師 (5)　拝啓、第三研究集会様 須藤　力弘

青年のページ　（連）青年委員会の歩み 高野　寿世

　　〃　　　　　　建築士のうた 加藤　美浩

北海道“謎”の建築遺跡 神　　秀隆

私の彼は建築士

老いるショックをやわらげる家や街づくりの視点 米木　英雄

スペイン旅学記④　グラナダのアルハンブラ宮殿へ 湯浅　　晋

わが家のかとうさん 加藤やす子

1993年新建材発表会の開催について 笠原　成雄

札幌古地名考　月寒（その１）陸軍歩兵第二十五連隊の巻 札幌原人

事務局だより

1992年　№1 ( 4月)

1992年　№2 ( 8月)

1992年　№3 (12月)



タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

板谷新支部長に聞く

支部長退任にあたって 池本　　透

札幌支部委員会機構

法改正に伴う札幌市の建築行政について 中野　　浩

指名設計競技（仮称）札幌市音楽専用ホールについて 森　富士雄

インタビュー
　宮部光幸さん“世界のミュージックセンターを”ゆめみて

アンケートのお願い

「札幌市都市景観賞」について 荒井留美子

青年のページ　建築士試験合格者を祝う会を終えて 佐々木正行

　　　〃　　　　　That’青年委員会

　　　〃　　　　　メンバー紹介

　　　〃　　　　　女性部会道央ブロック見学会に参加して 森田ゆう子

マーライオンとハリマオーの旅 若生幸一郎

札幌古地名考　覚書その１ 札幌原人

スペイン旅学記⑥　マラガのセマナ・サンタ 湯浅　　晋

新人会員紹介

事務局だより
特集
みんなで考えましょう魅力ある支部活動とは、活性化はどう
すればできるか

　〃　天下の暴論（これだけは云わせてもらう） 小川　高人

　〃　原点に戻る 若生幸一郎

　〃　青年のページ　青年委員会はどこへ行く！？ 長谷川敏文

　〃　　　　〃　　　　　建築士会の支部活動を考える-全国の
事例から- 加藤　美浩

　〃　　　　〃　　　　　発見と反省と自己啓発の日々 森田ゆう子

　〃　　　　〃　　　　　一会員としての支部活動への雑感 笠井　道子

　〃　　　　〃　　　　　私が今、感じていること 金子ヒロミ

　〃　　　　〃　　　　　建築士会と私 吉田　宏美

　〃　　　　〃　　　　　雑感 高野　寿世

　〃　女性建築士たちは今 西代　明子

　〃　座談会「札幌支部のあり方」

札幌古地名考　覚書その２ 札幌原人

スペイン旅学記⑦　パエリヤはいかがですか 湯浅　　晋

北海道“謎”の建築遺跡Ⅱ 神　　秀隆

今どきの家あれこれ 山本　明恵

インタビュー・伊藤さん、朝川さん　まちづくりを自らの手で

まちづくりと建築行政 中野　　浩

新人紹介

事務局だより

1993年　№2 (12月)

1993年　№1 ( 5月)
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