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平成26年度
日事連九州・沖縄ブロック協議会第２回会長会議報告

— 平成26年度 日事連九州・沖縄ブロック協議会第２回会長会議報告 —

１

日 時

会 場

出 席 者

平成27年2月17日（火）午後2時～5時

福岡建設会館 8階会議室

佐賀会1名,長崎会2名,熊本会2名,大分会2名,宮崎会1名、鹿児島会1名,沖縄会1名、福岡会4名

九州九州九州九州・・・・沖縄各県沖縄各県沖縄各県沖縄各県のののの建築士事務所協会会長建築士事務所協会会長建築士事務所協会会長建築士事務所協会会長がががが集集集集まりまりまりまり、、、、幹事会幹事会幹事会幹事会のののの福岡会福岡会福岡会福岡会のののの井上会長井上会長井上会長井上会長がががが議長議長議長議長となりとなりとなりとなり、、、、日事連活動報告及日事連活動報告及日事連活動報告及日事連活動報告及びびびび九州九州九州九州・・・・
沖縄沖縄沖縄沖縄ブロックブロックブロックブロック協議会協議会協議会協議会のののの運営運営運営運営、、、、各会各会各会各会がががが抱抱抱抱えているえているえているえている問題問題問題問題、、、、課題等課題等課題等課題等、、、、各単位会各単位会各単位会各単位会からからからから提出提出提出提出されたされたされたされた以下以下以下以下14141414議題議題議題議題についてのについてのについてのについての協議協議協議協議、、、、意見意見意見意見
交換交換交換交換がががが活発活発活発活発にににに行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。
またまたまたまた会議終了後会議終了後会議終了後会議終了後にににに懇親会懇親会懇親会懇親会がががが開催開催開催開催されされされされ次期総会開催県次期総会開催県次期総会開催県次期総会開催県のののの大分会大分会大分会大分会のののの中野会長中野会長中野会長中野会長のののの万歳三唱万歳三唱万歳三唱万歳三唱によりによりによりにより盛会盛会盛会盛会にににに終了終了終了終了いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。

■ １．九州・沖縄ブロック協議会会長挨拶（井上 精二 福岡会長）

■ ２．日事連活動状況報告（日事連副会長 井上 精二 福岡会会長）

■ ３．日本建築防災協会主催の耐震診断講習会の開催について………………【福岡会】

■ ４．日事連役員（常置委員会）会議報告について……………………………【佐賀会】

総務・財務委員会……………………………………………………………【佐賀会】

●日事連総務・財務委員会検討課題全国大会のあり方について

教育・情報委員会……………………………………………………………【長崎会】

業務・技術委員会…………………………………………………【大分会・福岡会】

広報・渉外委員会……………………………………………………………【宮崎会】

指導運営委員会……………………………………………………【沖縄会・熊本会】

■ ５．協会の経営について…………………………………………………………【佐賀会】

協会の経営と収益事業の取り組みについて………………………………【長崎会】

■ ６．空き家対策事業に対する取り組みについて………………………………【熊本会】

■ ７．複数受注制限制度の導入状況について……………………………………【熊本会】

■ ８．平成２５年度決算における会費収入の割合について……………………【大分会】

■ ９．6月施行される改正建築士法・改正建築基準法に伴う

講習会等の開催について……………………………………………………【宮崎会】

■ 10. 市町村が実施するプロポーザルについて………………………………【鹿児島会】

■ 11. 県内市町村等への要望運動について……………………………………【鹿児島会】

■ 12. 入会キャンペーン事業について……………………………………………【沖縄会】

■ 13. 九州・沖縄ブロック協議会協議集

「我らが課題」の冊子作成について……………………………………… 【沖縄会】

■ 14. 建築士事務所登録手数料改定に関する要望について……………………【福岡会】
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常任理事会のご報告

— 常任理事会のご報告 —

２

■ ①平成２７年度通常総会日程、会場等について

筑豊支部担当により開催される平成２７年度通常総会の概要が下記のとおり説明され承認された。
担当：筑豊支部
日時：平成27年5月25日（月） ・通常総会 16：00～17：30 ・懇親会 18：00～19：30
場所：のがみプレジデントホテル（飯塚市新立岩12-37 TEL0948-22-3840）

■ ②平成27年度予算及び事業計画会議日程及び参加予定者について

■ ③防火戸等緊急調査業務について

防火戸等緊急調査業務について、調査希望の1,797施設のうち現在まで1,706施設の調査が終了し、残りの未調査施設については、2月中に
調査を行うことが説明された。

■ ④日事連九州・沖縄ブロック協議会第2回会長会議について

■ ⑤日本建築防災協会主催の耐震診断講習会の開催について

鹿児島会から提案があった日本建築防災協会主催の耐震診断講習会の九州・沖縄地区での開催について、当協会会員へ行った開
催希望についてのアンケートの結果が説明された。協議の結果、九州・沖縄ブロックの各単位会や福岡県の関係団体（建築士会、
建築家協会、建築構造技術者協会）にも動員をお願いし、全構造開催できないかを建築防災協会に相談することとする。

■ ⑥建築設計三団体業務報酬基準に準拠した契約の締結の徹底に関する共同要望実施について

改正建築士法の施行にあたり業務報酬基準に準拠した契約の締結の徹底に関する要望を福岡県及び福岡県内の特定行政庁（北九
州市、福岡市、大牟田市、久留米市）宛に建築設計三団体で実施することとし、既に福岡市へは、2月3日に実施し、福岡県へは
2月23日に建築都市部長を訪問し、他の市については、当協会の各地区の担当副会長に関係団体と調整いただき実施することが
説明され、承認された。

■ ⑦平成27年度日事連建築賞の実施について

日事連より毎年実施している日事連建築賞の平成27年度の実施についての協力依頼がなされている旨説明がなされ、後日募集チ
ラシが届き次第、会員にメールで周知し、会員外にはホームページに公開するとともに建築設計関連団体に会員へのメールでの
周知のお願いをする。

■ ⑧法定講習（管理建築士講習、建築士定期講習）平成27年度年間講習計画及び第1期会場確保について

■ ⑨会誌「日事連」特集「我がまちの芝居小屋」への執筆依頼について

■ ⑩ホームページバナー広告掲載料、掲載期間変更の案内について

■ ⑪女性部会「久留米 城島酒蔵びらきと建物見学会」について

■ ⑫平成26年度新入会員オリエンテーションの実施について

■ ⑬住宅相談申込書のホームページ掲載について

■ ⑭会報、書籍、講習会受講申込書、各種文書の保存期間について

■ ⑮賛助会活動の充実についての検討について

■ ⑯退会届書式について

■ ⑰登録センター各種書式返送方法について

建築士事務所登録関係で申請者から提出があり返送する書類について、現在は宅急便による料金受取人払い（756円）としてい
るが、料金が安く、郵便ポストへの投函が可能であり、追跡が可能なレターパックをお客様が同封した場合は、返送を可能とし
てはどうかとの提案がなされ、協議の結果、サービス向上の一つとして来年度より実行することが承認された。

理事会構成者数及び出席者数

１. 協議事項

平成２７年２月１２日（木）１５：００～１７：００ 一般社団法人 福岡県建築士事務所協会 事務局

会長、副会長、常任理事、事務局6名参加

日時 会場



4— 常任理事会のご報告 —

２.報告事項

■ ①建築設計三団体意見交換会報告

(1)(1)(1)(1)建築設計三会顧問弁護士建築設計三会顧問弁護士建築設計三会顧問弁護士建築設計三会顧問弁護士のののの法律顧問契約法律顧問契約法律顧問契約法律顧問契約についてについてについてについて

1月28日（水)開催の建築設計等3団体意見交換会で、建築設計三会顧問弁護士の今後の法律顧問契約について協議され、顧問弁護士の
矢野間弁護士が宮崎へ登録替えに至ったたが、今後も三会の顧問弁護士として法律顧問契約を継続し、顧問料は三会同額で、
17,000円/月＋消費税とすることが決定した旨報告がなされた。

(2)(2)(2)(2)福岡県弁護士会住宅紛争審査会福岡県弁護士会住宅紛争審査会福岡県弁護士会住宅紛争審査会福岡県弁護士会住宅紛争審査会のののの紛争処理委員推薦紛争処理委員推薦紛争処理委員推薦紛争処理委員推薦についてについてについてについて

1月28日（木)開催の建築設計等3団体意見交換会で、福岡県弁護士会住宅紛争処理委員推薦について協議され、各会4名ずつ委員を推
薦し、うち当協会とＪＩＡ九州支部からは北九州地区から委員を選出することが決定した旨報告がなされた。

(3)(3)(3)(3)協力設計事務所協力設計事務所協力設計事務所協力設計事務所にににに対対対対するするするする契約契約契約契約についてのワーキンググループについてのワーキンググループについてのワーキンググループについてのワーキンググループ発足発足発足発足についてについてについてについて

■ ②指定事務所登録機関関係報告

■ ③法定講習実施報告、実施計画について

現在までで管理建築士講習に72名、建築士定期講習に664名（士会開催分含む）受講されている旨報告がなされた。今後、管理建築士講
習は3月13日（金）に開催予定で現在20名の申込が、建築士定期講習は3月9日（月）に建築士会担当で118名、3月24日に当協会担当で
56名の受講申込がなされている旨報告がなされた。

■ ④福岡県知事指定講習「開設者・管理建築士等のための建築士事務所の管理研修会」開催報告

2月4日（水）に福岡建設会館701会議室で実施した「開設者・管理建築士等のための建築士事務所の管理研修会」の実施報告がなされた。
研修会には会員、後援17名、一般33名の合計50名が受講され、280,710円の収益があった旨説明がなされた。

■ ⑤日事連、九州・沖縄ブロック協議会関係

(1)(1)(1)(1)日事連日事連日事連日事連・・・・建築士事務所賠償責任保険加入促進建築士事務所賠償責任保険加入促進建築士事務所賠償責任保険加入促進建築士事務所賠償責任保険加入促進ダイレクトメールのダイレクトメールのダイレクトメールのダイレクトメールの送付送付送付送付についてについてについてについて
日事連サービスより、日事連・建築士事務所賠償責任保険未加入の会員建築士事務所宛に加入促進のダイレクトメールを1月28日に
送付している旨報告がなされた。

(2)(2)(2)(2)建築建築建築建築3333会会会会によるによるによるによる建築士建築士建築士建築士・・・・建築士事務所建築士事務所建築士事務所建築士事務所のためののためののためののための改正建築士法講習会改正建築士法講習会改正建築士法講習会改正建築士法講習会（（（（仮称仮称仮称仮称））））のののの実施実施実施実施にににについてついてついてついて
日事連より「建築3会による建築士・建築士事務所のための改正建築士法講習会」（仮称）の実施についての事前予告がなされている旨
報告がなされた。講習は、（一社）新・建築士制度普及協会による無料の講習会が終了した4月下旬～6月下旬に建築士事務所協会、
建築士会主管で建築家協会を含めた三団体共催により、実施することとし、後日詳細が決まり次第、建築設計三団体で協議のうえ実施
することとする。

(3)(3)(3)(3)自民党建築設計議員連盟総会自民党建築設計議員連盟総会自民党建築設計議員連盟総会自民党建築設計議員連盟総会にににについてついてついてついて
(4)(4)(4)(4)九州九州九州九州・・・・沖縄沖縄沖縄沖縄ブロックブロックブロックブロック協議会事務局会議開催報告協議会事務局会議開催報告協議会事務局会議開催報告協議会事務局会議開催報告

■ ①次回日程について

(1)(1)(1)(1) 3333月常任月常任月常任月常任理事会理事会理事会理事会
平成27年3月11日（水）13：30～ 事務局

(2)(2)(2)(2) 3333月月月月理事会理事会理事会理事会
平成27年3月11日（水）15：30～ 福岡建設会館304会議室

３.その他



各支部よりお知らせ３

北九州支部からのお知らせ

２月 常任幹事会のご報告

日 時

場 所

出 席 者

平成27年2月9日（月）18時～20時

㈱トーケン設計事務局

林支部長、高崎、山口、吉永、久松、望月、藤本

● １．総会について

・開催日：4月24日（金）

場 所：小倉リーセントホテル

監査会を4月3日（金）16時より事務局にて行う。
監事の川原建築工房、古賀工務店に出席の確認を行う。

来賓の方の案内は例年通りとし、北九州市、北九州市住宅供給公社、北九州建築6団体代表、北九州土木事務所
とする。

● ２．協議事項

・県本部のバナー広告について、バナーをクリックして
賛助会のホームページにリンクするよう要望あり。

・次回幹事会は4月14日とする。

・３月１０日開催の賛助会（信和鋼板株式会社）の工場見学会の
募集を行う。

・県本部より３会要望書平成２７年６月２５日に施行が予定されて
いる『改正建築士法の施行にあたり、業務報酬基準に準拠した
契約の締結の徹底に関する要望』を北九州市長にお願いする。

・北九州建築６団体の引き継ぎ会を当番幹事のJIA北福岡会と
行う。

・北九州市建築指導部より依頼のあった、平成２７年春の
『建築防災週間』のポスター掲示を事務局にする。

5— 各支部よりお知らせ —

議 事

支部長挨拶



6— 各支部よりお知らせ —

筑豊支部からのお知らせ

幹事会について

平成27年3月を予定日 時

● 議 題

平成27年度通常総会筑豊支部について

平成27年度通常総会（本部）について

その他

● 平成27年2月 幹事会を予定していましたが、行いませんでした。

第6回 幹事会について

福岡支部からのお知らせ

福岡支部 三役会・委員長会開催のご報告

下記のとおり、第８回三役会・委員長会を開催いたしました。

■日 時…………平成２７年２月１８日（水） １６：００～

■場 所…………建設会館5階 事務局会議室

■議 題………… １．入退会について
２．平成２６年度入退会の動き
３．各委員会活動について
●会員委員会
・3/27観桜会について
●研修委員会
・3/14見学会について

４．平成２６年度決算見込および平成２７年度予算（案）について
５．平成２７年度福岡支部通常総会について
６．平成２７年度年間スケジュール（案）



7— 各支部よりお知らせ・会員動静 —

県南支部からのお知らせ

女性部会「久留米・城島酒蔵びらきと建物見学会」のご報告

2222月月月月14141414日に女性部会の「久留米・城島酒蔵日に女性部会の「久留米・城島酒蔵日に女性部会の「久留米・城島酒蔵日に女性部会の「久留米・城島酒蔵びらきと建びらきと建びらきと建びらきと建物見学会物見学会物見学会物見学会』』』』が」開催されました。が」開催されました。が」開催されました。が」開催されました。

まずまずまずまずは、筑後市にある九州芸文館より見学、全国初の「公園の中の駅」にある芸術文化交流施設です。は、筑後市にある九州芸文館より見学、全国初の「公園の中の駅」にある芸術文化交流施設です。は、筑後市にある九州芸文館より見学、全国初の「公園の中の駅」にある芸術文化交流施設です。は、筑後市にある九州芸文館より見学、全国初の「公園の中の駅」にある芸術文化交流施設です。

次に大川市にある、次に大川市にある、次に大川市にある、次に大川市にある、300300300300年の歴史ある建物、高橋家を年の歴史ある建物、高橋家を年の歴史ある建物、高橋家を年の歴史ある建物、高橋家を見学し、昔ながら見学し、昔ながら見学し、昔ながら見学し、昔ながらの酢屋さんで美味しいランチの酢屋さんで美味しいランチの酢屋さんで美味しいランチの酢屋さんで美味しいランチ、、、、

心地よい心地よい心地よい心地よい時間を過ごさせて頂きました。時間を過ごさせて頂きました。時間を過ごさせて頂きました。時間を過ごさせて頂きました。

それそれそれそれから、大川の匠こと組子職人、木下建具さんをから、大川の匠こと組子職人、木下建具さんをから、大川の匠こと組子職人、木下建具さんをから、大川の匠こと組子職人、木下建具さんを見学。昨年見学。昨年見学。昨年見学。昨年10101010月にデビューした日本初の月にデビューした日本初の月にデビューした日本初の月にデビューした日本初のクルーズクルーズクルーズクルーズ

トレイントレイントレイントレイン「ななつ星」の内装、建具を「ななつ星」の内装、建具を「ななつ星」の内装、建具を「ななつ星」の内装、建具を手掛けた職人さん手掛けた職人さん手掛けた職人さん手掛けた職人さんのののの組子組子組子組子の魅力にの魅力にの魅力にの魅力に引き込まれ、日本人引き込まれ、日本人引き込まれ、日本人引き込まれ、日本人の器用さの器用さの器用さの器用さ、、、、

繊細さ繊細さ繊細さ繊細さを感じました。を感じました。を感じました。を感じました。

最後最後最後最後にお待ちかね、九州最大の城島酒蔵にお待ちかね、九州最大の城島酒蔵にお待ちかね、九州最大の城島酒蔵にお待ちかね、九州最大の城島酒蔵びらきびらきびらきびらき会場へ会場へ会場へ会場へ到着。美味しい到着。美味しい到着。美味しい到着。美味しいお酒お酒お酒お酒でほろ酔いでほろ酔いでほろ酔いでほろ酔い気分、有意義気分、有意義気分、有意義気分、有意義なななな

時間時間時間時間を過ごすことができました。を過ごすことができました。を過ごすことができました。を過ごすことができました。

今後今後今後今後の女性部会が、発展して行きますようにご協力お願いしますの女性部会が、発展して行きますようにご協力お願いしますの女性部会が、発展して行きますようにご協力お願いしますの女性部会が、発展して行きますようにご協力お願いします。。。。

県南支部会員 株式会社 大藪組 大村 日南子



大牟田支部からのお知らせ
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大牟田支部からのお知らせ

平成27年 2月26日(木) 18:30～

高巣、宗正、中野（欠）、永江、水町

日時・場所

出 席 者

次回幹事会：平成２７年３月２４日（火） 18:00～監査、18:30～幹事会

●第12回常任理事会（内容については前ページ参照）

●女性部会「久留米・城島酒蔵開きと建物見学」
出席者：北九州4名、筑豊1名、福岡8名、県南8名、本部3名、他1名 計25名

●建築士定期講習会（建設会館） 参加者：200名
※ 次回は3/9(月) ・3/24(火) 〔受付終了〕、会場は共に建設会館

●大牟田建築士会講習会 於：えるる

● 1/28(水) 「日事連2月号」配布
（副市長、指導課、住宅課）

● 2/6(金) 大牟田市建築士会講習会の案内FAX（全員）

● 2/23(月)  大牟田市長宛要望書提出
（改正建築士法の施行にあたり業務報酬基準に準拠した
契約の締結の徹底に関する要望書）

■ １. 報告事項
①2月12日(木)

②2月14日(土)

③2月19日(木)

④3月4日(水)

⑤その他

幹事会のご報告

■ 2. 協議事項

● ①大牟田建築士会について
・支部の対応（共催の対応）

● ②年度末・平成27年度計画について
・会計監査
・総会の日時・場所等：5/15 18:00～幹事会、18:10総会、18:40懇親会

● ③平成27年度通常総会日程・会場について
・5/25(月) 於：のがみプレジデントホテル
・出席者の確認

● ④その他
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賛助会よりお知らせ４

賛助会 立春の会のご報告

賛助会立春賛助会立春賛助会立春賛助会立春のののの会会会会をををを開催開催開催開催しましたしましたしましたしました

福岡支部賛助会会長 吉元和也

今年今年今年今年は例年に比べ大変多くの方にお集まりいただき、は例年に比べ大変多くの方にお集まりいただき、は例年に比べ大変多くの方にお集まりいただき、は例年に比べ大変多くの方にお集まりいただき、

より一層の賑わいを感じることができました。より一層の賑わいを感じることができました。より一層の賑わいを感じることができました。より一層の賑わいを感じることができました。

有難い有難い有難い有難いことに、想像以上の方々にお集まりことに、想像以上の方々にお集まりことに、想像以上の方々にお集まりことに、想像以上の方々にお集まりいいいいただただただただ

いたいたいたいたために、当日は一部屋に座りきることができずために、当日は一部屋に座りきることができずために、当日は一部屋に座りきることができずために、当日は一部屋に座りきることができず、、、、

二二二二部屋に分かれての開催になりましたことは部屋に分かれての開催になりましたことは部屋に分かれての開催になりましたことは部屋に分かれての開催になりましたことは、、、、

主催者主催者主催者主催者として大変申し訳なく思っております。として大変申し訳なく思っております。として大変申し訳なく思っております。として大変申し訳なく思っております。

しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、これほどまでに、これほどまでに、これほどまでに、これほどまでに集まって集まって集まって集まって

いただけましたいただけましたいただけましたいただけましたのは、賛助会の活動にのは、賛助会の活動にのは、賛助会の活動にのは、賛助会の活動に興味興味興味興味

関心関心関心関心を持ってくださっている会員の方がを持ってくださっている会員の方がを持ってくださっている会員の方がを持ってくださっている会員の方が増え増え増え増え

たのたのたのたのだと、心より嬉しく思っております。だと、心より嬉しく思っております。だと、心より嬉しく思っております。だと、心より嬉しく思っております。

またまたまたまた、来年度に向けて今年度以上に会、来年度に向けて今年度以上に会、来年度に向けて今年度以上に会、来年度に向けて今年度以上に会がががが

盛り上がる盛り上がる盛り上がる盛り上がるよう幹事一同頑張りますのでよう幹事一同頑張りますのでよう幹事一同頑張りますのでよう幹事一同頑張りますので、、、、

皆皆皆皆さまご協力の程よろしくお願いいたします。さまご協力の程よろしくお願いいたします。さまご協力の程よろしくお願いいたします。さまご協力の程よろしくお願いいたします。

今年今年今年今年も早いものでも早いものでも早いものでも早いもので２月２月２月２月が過ぎ、暦の上ではすっかり春となりましたが過ぎ、暦の上ではすっかり春となりましたが過ぎ、暦の上ではすっかり春となりましたが過ぎ、暦の上ではすっかり春となりました。。。。

賛助会賛助会賛助会賛助会では恒例となりました「立春の会」を２月１９日（木）に梅のでは恒例となりました「立春の会」を２月１９日（木）に梅のでは恒例となりました「立春の会」を２月１９日（木）に梅のでは恒例となりました「立春の会」を２月１９日（木）に梅の花花花花

ににににおいて、建築士会と合同で開催いたしましたおいて、建築士会と合同で開催いたしましたおいて、建築士会と合同で開催いたしましたおいて、建築士会と合同で開催いたしました。。。。
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講習会開催のご報告

第１３回賛助会主催講習会開催のご報告

福岡福岡福岡福岡建設会館におきまして、第１３回賛助会主催講習会建設会館におきまして、第１３回賛助会主催講習会建設会館におきまして、第１３回賛助会主催講習会建設会館におきまして、第１３回賛助会主催講習会をををを

開催開催開催開催いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

今回は高齢化社会への対応という側面から「介助負担今回は高齢化社会への対応という側面から「介助負担今回は高齢化社会への対応という側面から「介助負担今回は高齢化社会への対応という側面から「介助負担軽減軽減軽減軽減

ののののための入浴設備について」、建物の長寿命化というための入浴設備について」、建物の長寿命化というための入浴設備について」、建物の長寿命化というための入浴設備について」、建物の長寿命化という側面側面側面側面

からからからから「窯業系外装材の組成、基材の長寿命化について」「窯業系外装材の組成、基材の長寿命化について」「窯業系外装材の組成、基材の長寿命化について」「窯業系外装材の組成、基材の長寿命化について」

二題の建築士の皆様にお役に立つ情報をお話いただきました。二題の建築士の皆様にお役に立つ情報をお話いただきました。二題の建築士の皆様にお役に立つ情報をお話いただきました。二題の建築士の皆様にお役に立つ情報をお話いただきました。

■開催日時：平成２７年２月２６日（木）１３：３０～１７：００

■参加人数：１６名

■講習内容：①「高齢者住宅・施設に於ける入浴介助負担軽減」

②「窯業系外装材押出製法の特長と基材の長寿命化」

■公演企業：積水ホームテクノ株式会社

西日本パネル工業有限会社
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役員さんの徒然雑記５

常任理事

早田 倫明 さん （ ㈱雅禧建築設計事務所 ）今月は 編です

皆様こんにちは、広報・渉外委員長を仰せつかっております早田と申します。このページは八島前会長が執筆されて

いた「会長の食べ歩き」のコーナーでした。1年前より井上会長をはじめ、理事の方々に持ち回りで執筆して頂いており

ます。理事の皆様におかれましては、ご多忙中にも関わらず多種多様な才能を発揮され、私も楽しみに拝読させて頂い

ていまして、素晴らしいコーナーに進化していると感じております。皆様にはこの場をお借りしまして厚く御礼を申し

上げるとともに、これからもこのコーナーを意義のあるものにしていくことにご協力の程よろしくお願いいたします。

さて、時の経つのは早いもので3月中旬になろうとしています。春は歓送迎会や

花見など何かと機会が増えて私のような酒のみには嬉しい季節なのです。三寒四温

とは言えまだまだ寒い日が続いていますが、もう其処かしこで春の訪れを感じてい

ます。先月実家ではチューリップの葉が随分成長していました。土筆やふきのとう

なども天ぷらでいただきました。季節のものをおつまみに一献。これ最高ですね。

ところで福岡支部では毎年3月末に観桜会を行うのですが、なんと我が家では既

に桜が咲いています。猫柳も共生しています。実に妙な光景なので写真を添付し

ます。桜は実家の近くで分けて頂いたもので大きな壺に活けて室内で育てています。

桜は灰汁が多く4～5日おきに水を替えなければなりません。2月初旬に活けた時にはまだ芽を出していませんでした

が、3週間程で開花しました。芽吹いた枝を活けたら数日で開花すると思いますので、早めの花を楽しむことも

できるかもしれません。桜さんが勘違いするのを眺めることもまた一興です。もうすぐ春ですねぇ、ちょっと気取って

みませんか♪

話は飛びます。先日、岩本支部長とお昼を食べたお店に飾ってあった古い写真をご紹介します。天神交差点から

明治通りの「福ビル」を右手に見ると、その先に西日本シティ銀行があります。その手前をジュンク堂の方に曲がると20

ｍ程で左側にリンガーハットがあり、右手の階段を登ると2階がカツ丼「友楽」です。昔は「友楽寿司」でした。寿司

屋なのに「カツとじ」が美味しくて、これをつまみによく飲んでいました。結果、とんかつが残った…という話はさて

置き。2階の店舗に入らずに先に進むと踊り場に写真が2枚飾ってあります。自動車の型から昭和30年代だと思われますが

当時の古き良き時代を垣間見ることが出来ます。この写真は、飾ってある写真を写したものです。カツ丼も美味しいので、

興味のある方は是非覗いてみてください。私はこの写真を見ていると、10数年前に西鉄のカレンダーになっていた写真

家の井上孝治さんの写真を思い出します。井上さん

の写真は風景と人物。この人物の表情がすごく良い。

「こどもたちがいた街」は涙が出るほど感動します。

ご覧になりたい方は本屋さんでお買い求めください。

とても素敵な写真集です。

徒然と書いてまいりましたが、このコーナーを役員

の皆さまの日常をちらりと覗くような、気軽な読み物

として楽しんで頂けたら幸いです。私の戯言を最後まで

ご一読いただきましてありがとうございました。感謝。
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事務局より

記事掲載等のお問い合わせについては(一社)福岡県建築士事務所協会 担当者までご連絡ください。

■ TEL:092-473-7673 / FAX：092-473-7278 ■ E-mail：info＠f-aa.jp
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事務局よりお知らせ６

取り扱い書籍 改定および新規発行のお知らせ

建築士法の一部改正にともない、 「四会連合協定 建築設計･監理等業務委託契約書類」（改正版）が発行されます。
また戸建住宅等の小規模建築物向けの設計・監理契約書類につきましても使いやすい形式が新たに発行されます。

販販販販 売売売売 価価価価 格格格格 （税込）（税込）（税込）（税込） 一一一一 般般般般 価価価価 格格格格 会会会会 員員員員 価価価価 格格格格

改正版四会契約書類改正版四会契約書類改正版四会契約書類改正版四会契約書類 1,296円 972円

小規模向け四会契約書類小規模向け四会契約書類小規模向け四会契約書類小規模向け四会契約書類 1,080円 864円

３月に入りました。この季節に欠かせないのが桜の花。卒業・入学の思い出の風景とともに桜を
思い浮かべる方もいらっしゃるのではないでしょうか。百円玉の表面に刻まれたり、校章や警察官
の徽章に使われたり、日本人は本当に桜が大好きです。開花予測がニュースにまで取り上げられる
のは海外の方には不思議に思われるとか。お花見も他国から見るとかなり珍しい習慣のようですよ。

オオヤマザクラ(大山桜)

ソメイヨシノに比べて花

の色が濃く葉色も赤い。

川岸に並ぶ桜が見られるよう

になったのは江戸時代から。

今でこそ日本人には特別な桜の花ですが、奈良時代までは花といえば
梅でした。万葉集では圧倒的に梅を詠んだ句の方が多いのです。梅と桜が逆転するのは平安
時代から。遣唐使が廃止されて国風文化が育つにつれて、桜が日本人に根付きました。春の
訪れとともに満開になり数日で散ってしまう桜は「もののあはれ」の象徴です。西行法師が
詠んだ「願はくは花の下にて春死なんそのきさらぎの望月のころ」は最も知られた桜の句で
はないでしょうか。

しかしこの頃の桜は日本古来のヤマザクラが主でした。貴族たちの間では野生の桜を求
めて野山を巡る桜狩りがたしなまれました。現在のように公園や川辺に人工的に桜が植え
られたのは江戸時代から。しかし美観のためというよりも、桜を植えることで見物客を呼び
込み歩かせることによって地盤を踏み固めることが狙いだったといいますから、江戸幕府も
ちゃっかりしていますね。

明治初期には革命的な品種、ソメイヨシノ(染井吉野)が誕生します。今では桜と言えばソメ
イヨシノというほどに圧倒的ですが、実は日本全国のソメイヨシノは全てクローン植物。
大元をたどれば数本の原木に行きつくと言われています。同じDNAをもつために気温・天気
が整えば一度に開花し、開花予想の見当もつけやすいとか。私たちがお花見の予定を立てら
れるのもこの性質のおかげなんですね。

また散る時期もほぼ同じため、一斉に舞う花吹雪を楽しむことができます。江戸時代には
ソメイヨシノはまだ生まれていなかったため、花見といえばヤマザクラでした。散るタイミ
ングも皆少しずつ違ったためにお花見は今よりもずっと長い間行われたといいます。余談で
すが、桜吹雪といえば江戸町奉行 遠山左衛門尉景元こと遠山の金さんですが、ヤマザクラで
は桜吹雪は見られないためどうも脚色のようですね。

「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」とも言います（桜は枝を切るとそこから腐りやすくなる
ので切らないほうがよい。梅は枝を切らないとむだな枝がついてしまうので切ったほうが
よい）。桜は非常に繊細な樹木。枝を乱暴に触ったり傷つけたりしたら木自体が枯れて
しまうこともあります。枝だけではなく根っこも傷つきやすいので、お花見の際にはどうか
レジャーシートの下にも注意を払ってみてください。

今年の福岡の開花日は3月23日頃、満開日は4月1日頃だそうですよ。あっという間の
桜の季節。心置きなく楽しみましょう。 （事務局：上杉）

3333月月月月16161616日より日より日より日より
販売開始販売開始販売開始販売開始


