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講習会・講演会情報１

2— 講習会・講演会情報 —

お申込書の配布方法》
■１．(公財)建築技術教育普及センターのホームページよりダウンロードが可能です。

※平成26年度の申込書では受付ができません。必ず平成27年度の申込書をご使用ください。

■２．(一社)福岡県建築士事務所協会 窓口にて配布いたします。
尚、申込者が定員に達し次第、期間内であっても受付を終了いたします。ご了承ください。

建築士定期講習・管理建築士講習のご案内

一級・二級・木造建築士定期講習

詳細は当協会ホームページ「新着情報」をご覧ください

>>>> http://www.f-aa.jp/

受 付

会 場

●平成27年 8月 6日(木) 平成27年5月19日(火)～平成27年7月24日(金)
福岡建設会館7F 【定員200名】

※受付は (公社)福岡県建築士会 にて行います。

ホームページ：http://www.jaeic.or.jp/

管理建築士講習

●平成27年 7月 7日(火) 平成27年5月19日(火)～平成27年6月12日(金)

福岡建設会館702会議室 【定員28名】

※受付は (一社)福岡県建築士事務所協会 にて行います。

受 付

会 場

受 付

会 場

●平成27年 9月16日(水) 平成27年5月19日(火)～平成27年8月31日(月)

久留米ビジネスプラザ会議室Ｃ 【定員50名】

※受付は (一社)福岡県建築士事務所協会 にて行います。

●平成27年 9月 3日(木) 平成27年5月18日(月)～平成27年8月21日(金)

東福第２ビル5F会議室 【定員16名】

※受付は (公財）建築技術教育普及センター にて行います。

受 付

会 場臨時講習
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建築士事務所登録申請 書式の改訂
● 建築士事務所登録に関する書式が改訂されます。

【主な変更点】
・法人の場合、役員に関して生年月日・性別等の明記が必要となります。
・申請者の誓約書について建築士事務所に係る欠格要件及び取消事由に、登録申請者（法人である場合に
おける当該法人の役員を含む）が暴力団員等であることが追加され、登録申請時に添付する誓約書に登録
申請者が暴力団員等に該当しない旨の誓約が追加になります。

・他の書式についても様式番号の変更等が生じます。
・旧書式をご提出された場合、新書式を追加・差替えいただけなければ受付できない可能性がございます。

変更届提出の義務化
● これまで所属建築士に変更があった場合は変更届を提出していただいておりましたが、

法施行後は変更発生後３ヶ月以内に変更届の提出が義務付けられます。

新規・更新についての手数料改定
● 平成27年6月25日(木)以降に受付される新規・更新手続につき、建築士事務所登録手数料が改定されます。

※１ 申請受付日が平成27年6月25日以降となった場合は改定後の手数料額の納付が必要となります。

※２ 改定前の手数料額を平成27年6月24日以前に納付した場合でも、申請受付日が平成27年6月25日
以降となった方は、改定後の手数料との差額（2,000円）を追加で納付していただく必要があります。

区区区区 分分分分 改改改改 定定定定 前前前前 改改改改 定定定定 後後後後

一級建築士事務所一級建築士事務所一級建築士事務所一級建築士事務所 15,00015,00015,00015,000円円円円 17,00017,00017,00017,000円円円円

二級二級二級二級・・・・木造建築士事務所木造建築士事務所木造建築士事務所木造建築士事務所 10,00010,00010,00010,000円円円円 12,00012,00012,00012,000円円円円

「所属建築士の届出書」の提出について
● 平成26年法律第92号附則第３条の規定により平成２７年６月２５日時点で登録している全ての建築士事務所

は、同日から１年以内に建築士事務所に所属する建築士の届出書を提出する必要があります。
ただし、この間に登録更新・所属建築士変更・廃業の手続きをされる建築士事務所については不要です。

平成27年6月25日(木)受付 よりよりよりより適用適用適用適用されますされますされますされます。。。。書式等書式等書式等書式等のダウンロードのダウンロードのダウンロードのダウンロードはははは
後日後日後日後日開始予定開始予定開始予定開始予定ですですですです。。。。決定次第決定次第決定次第決定次第ホームページにてホームページにてホームページにてホームページにて告知告知告知告知させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。

【お問合わせ】 ■福岡県建築登録センター （(一社)福岡県建築士事務所協会） TEL：092-473-7683

※※※※運用等運用等運用等運用等につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては変変変変わるわるわるわる場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。最新情報最新情報最新情報最新情報をごをごをごをご確認確認確認確認くださいくださいくださいください。。。。

改正建築士法についてのお知らせ２

3— 改正建築士法についてのお知らせ —
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平成27年度 通常総会開催のご報告

— 平成27年度通常総会のご報告 —

３

■ １．開会のことば
岩本茂美副会長が平成２７年度通常総会の開会を宣言する。

■ ２．建築士事務所憲章唱和
藤本孝行副会長に引き続き、出席者全員で建築士事務所憲章の唱和がなされた。

■ ３．物故者追悼
司会者、早田倫明常任理事がこの一年間に亡くなられた会員を報告し、冥福を祈って
黙祷を捧げた。会員は次の方である。

㈱前田構造計画 会務代表者 前田 新一 氏 （北九州支部）
㈱曽根設計事務所 会務代表者 曽根 安彦 氏 （筑豊支部）
東建工業㈱ 会務代表者 古賀 重年 氏 （県南支部）

■ ４．会長あいさつ
井上精二会長より会長あいさつがなされた。

■ ５．表彰者紹介
司会者、早田倫明常任理事がこの一年間の協会関係の表彰者紹介を行い、その栄誉
を称えた。会員の表彰者は、次の方である。

平成２６年秋の褒章受章者
●今村一級建築士事務所 会務代表者 今村日出男 氏（県南支部）当協会推薦
●㈱黒木工務店 会務代表者 黒木 篤 氏 （福岡支部）建設業協会推薦

平成２６年建設事業関係功労者等国土交通大臣表彰受賞者
●㈱トーケン設計 会務代表者 藤本 孝行 氏（北九州支部）当協会推薦

日事連年次功労者表彰受賞者
● ㈱志賀設計 会務代表者 八島 英孝 氏（福岡支部）日事連推薦
● ㈱広田工務店 会務代表者 廣田 栄作 氏（福岡支部）当協会推薦

平成２６年度日事連建築賞小規模建築部門奨励賞受賞者
● ㈱日建設計（福岡支部）

■ ６．議長及び副議長の選任
議 長 永野 和則（筑豊支部）
副議長 青山 謙二（福岡支部）

■ ７．議事録署名人の選任
浜田 哲夫（筑豊支部）
桜庭 公生（県南支部）

県 本 部 通 常 総 会

開催日時

開催場所

出 席 者

出席役員等

平成２７年５月２５日（月）１６時００分～１７時１５分
のがみプレジデントホテル４階 万葉の間(飯塚市新立岩１２-３７)

正会員総数 476事務所

出席正会員数 45名

書面表決賛成者 185名
委任状提出正会員数 79名
計 309名

代表理事（会長） ………井上 精二
副 会 長 ………………岩本 茂美、藤本 孝行、今村日出男、佐々木辰美、高巣 光男
常任理事 ………………西 洋一、田中 浩、早田 倫明、金子 幸生
理 事 ………………江下 素彦、二田 司、原 英基、林 カヅ子、山田 秀明、

古野 章、野本 和範、高崎 徳彦、中野 寛
監 事 ………………荒木 良三



5— 平成27年度通常総会のご報告 —

■ ８．議 事
（審議事項）

第１号議案 平成２６年度会務・事業報告
第２号議案 平成２６年度収支決算報告・監査報告

第１号議案及び第２号議案について、議場に拍手による採決を諮ったところ
全会一致で可決承認され、本日の平成２７年度通常総会審議事項の全てが
終了し、議事のすべての終了を宣言した。

■ ９．協議事項
１ 今後の課題

■ 10．報告事項
１ 平成２７年度事業計画
２ 平成２７年度収支予算

■ 11．閉会のことば
高巣光男副会長が、以上をもって本日の平成２７年度通常総会のすべての行事が終了したことを宣言した。

懇 親 会

総会終了後、同会場にて34名のご来賓をお招きし、和やかな雰囲気の中で懇親会が開催されました。開会前に地元

鞍手竜徳高等学校和太鼓部による若さ溢れる力強い演奏を楽しみ懇親会はスタートいたしました。来賓の麻生太郎

副総理（秘書による代読）、松本國寛福岡県議会議員、松本悟福岡県建築都市部長、田中秀哲飯塚副市長に祝辞を

賜り、（公社）福岡県建築士会の石本会長の乾杯により、自由歓談に移りました。会の締めくくりに（公社）日本

建築家協会九州支部の角銅支部長による

威勢のいい万歳三唱により閉会いたし

ました。

今回は、初めての筑豊支部担当による

総会・懇親会となりました。準備、

当日の運営にご協力いただいた筑豊

支部会員の皆様、また遠方からご参加

いただいた会員の皆様、ありがとう

ございました。

１８時００分～２０時００分
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第３回 常任理事会のご報告

— 常任理事会のご報告 —

４

出席者

１. 協議事項

平成２７年５月１４日（木）１５：３０～１７：００ 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11名参加

日 時 会 場

第３回 常任理事会議 記録

■ ①日事連建築賞第一次審査

一般建築部門1点、小規模建築部門1点の合計2点の応募があり、提出作品が募集要項全てを満足している作品であるかを確認した
ところ小規模建築部門の竣工日が期間外であったため第1次審査作品から外した。
一般建築部門の作品について、建築作品応募申込書、建築作品説明書、パネルを確認のうえ参加者によるディスカッションにより
下記作品を第2次審査推薦作品として日事連に推薦することが決定した。なお会員数が500事務所を越えると各部門とも日事連への
第2次審査推薦作品が、１点ずつ増えるため今年度は会員増強にも力を入れ、推薦作品を増やすことを目標としていくことが確認
された。
・第2次審査推薦作品：一般建築部門 カルシア姪浜 ノヴェリア ㈱竹中工務店九州（福岡支部）

■ ②平成27年度通常総会懇親会について

■ ③ 「建築三会による建築士・建築士事務所のための改正建築士法講習会」開催について

当協会担当により県内で4回（福岡市2回、北九州市1回、久留米市1回）開催することとし、「建築士法の改正内容」の講師は
福岡県建築都市部担当官にお願いする。

■ ④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

九州・沖縄ブロック協議会からの要望で、当協会から（一財）日本建築防災協会に依頼した「国土交通大臣登録 耐震診断資格者
講習、耐震改修技術者講習会」について、下記の日程、会場で開催することが決定した旨報告がなされた。
・木 造：8月4日（火）、 5日（水） ・Ｓ 造：9月1日（火）、 2日（水）
・ＲＣ造：8月25日（火）、26日（水）

■ ⑤九州・沖縄ブロック協議会平成27年度通常総会・第１回協議会等の開催について

■ ⑥改正建築士法の周知用ポスターの配布等について

日事連より、国土交通省の編集協力のもと、建築三団体で作成した改正建築士法の周知用ポスターが届いている旨説明され、
全会員へ会誌「日事連」6月号に同封するとともに行政庁に掲示のお願いをすることが決定した。

■ ①指定事務所登録機関関係報告

■ ②法定講習実施報告、実施計画について

■ ③日事連報告

「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」改訂案（追補版）に関するパブリックコメントの募集のお知らせ
について

■ ①平成27年度福岡県産業教育振興会高等学校職業教育技術認定建築製図技術認定試験について

①今年度の建築製図技術認定試験が県内の建築科のある8校で6月20日（土）に実施される旨報告がなされた。例年どおり各学校
に協会会員が試験監督として立ち会う旨説明がなされた。

■ ②今後の課題について

■ ③今後の会議日程について

① 常任理事会：6月9日（火）13：30～事務局
② 理事会：6月9日（火）15：30～ 福岡建設会館304会議室

２. 報告事項

３. その他



各支部よりお知らせ５

北九州支部からのお知らせ

５月 定例幹事会のご報告

日 時

場 所

出 席 者

平成２７年５月１２日（火）16時～18時

西部ガス ひなた

林支部長、高崎、小野、山口、吉永、望月、久松、藤本

7— 各支部よりお知らせ —

議 事

● 支部長挨拶のあと、議事が進行された。

１． H27年事業計画について………総会で会員に報告した年間スケジュールに従って計画・運営をする。

・今年度は各委員会の開催を担当常任幹事が責任をもって必ず行い、委員会活動を活発に行うこと。
出席会員には交通費を支給する。懇親会を行った場合は内容により補助をする。

・構造・設備委員会の研修会は、北九州構造設計技術者協会と共催で年3回開催する。

・夏、冬の例会は、総務委員会。研修旅行・勉強会は住宅・教育研修委員会が担当する。

２． 法令セミナーについて

・建築士法改正・建築基準法の改正について、事業委員会は行政機関に
講師を依頼して早急に講習会を開催する。

・民間審査機関であり賛助会員のERIの講習会には積極的に参加を呼び掛ける。

３． 研修会・見学会について

・5月29日（金）事業・特別事業合同委員会の開催。

・6月16日（火）賛助会員西部ガス主催のLNG基地見学会の積極的な

参加を呼び掛ける。

・賛助会案内 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ技研の最新杭工法の勉強会の案内をする。

北九州構造設計技術者協会と打ち合わせをすること。窓口 事務局が担当

４． 会員の入退会について

・4月30日 日野設計様 退会を承認する。

・4月30日 会員前田新一様 御逝去に伴う退会を承認する。

５． その他

・今年度賛助会会費は前年度と同額とする。

米国カリフォルニア州 チノで5月に行われた
航空ショーを見て来ました。日本に残る
ゼロ戦3機のうち1機が展示されていました。

北九州支部 藤本

5月25日(月)
のがみプレジデントホテルにて
本部総会が開催されました。
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筑豊支部からのお知らせ

筑豊支部 活動報告・予定

平成27年度筑豊支部通常総会および懇親会を開催いたしました。

■ 平成27年5月22日（金）

総会 16：30～ / 懇親会 18：00～

■ 直方いこいの村にて

今年度、筑豊支部担当にて本部通常総会・総会懇親会を

皆様のご協力により無事執り行うことができました。

ありがとうございました。

■ 平成27年5月25日（月） 16：00～

■ のがみプレジデントホテルにて

６月：外壁タイル白濁防止工法の研修会を開催します。

日程の決まり次第、会員の方々にご連絡致します。

平成27年度 筑豊支部通常総会・懇親会

研 修 会

平成27年度 本部通常総会・懇親会
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福岡支部からのお知らせ
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平成27年度通常総会のご報告

開催日時 平成２７年５月１８日（月） １６：３０～２０：００

開催場所 ハイアット・リージェンシー福岡

出 席 者 正会員総数 …………… ２５８事務所
出席正会員数 …………… ３１名
委任状提出正会員数 …… １４９名
計 １８０名

１１１１．．．．総総総総 会会会会 １６１６１６１６：：：：３０３０３０３０～～～～１７１７１７１７：：：：３０３０３０３０

（1） 開会の言葉 ………………………………… 【西 洋一 副支部長】
（2） 支部長挨拶 ………………………………… 【岩本 茂美 支部長】
（3） 表彰者紹介 ………………………………… 【黒木 篤 副支部長】
（4） 来賓紹介 ………………… 【井上精二 会長、高巣光男 副会長】
（5） 議長選出（議事録署名人選出） ………… 【得丸 会員、髙村 会員】
（6） 議 事

第1号議案 平成26年度 事業報告 【早田倫明 常任幹事】
第2号議案 平成26年度 収支決算報告（監査報告）

【有澤廣己 常任幹事、石川直登 常任幹事】
（7） 報告事項

報告事項1 平成27年度 事業計画 【岩本茂美 支部長、 早田倫明 常任幹事】
報告事項2 平成27年度 収支予算 【有澤廣己 常任幹事、石川直登 常任幹事】
その他

（8） 閉会の言葉 …………………………………… 【黒木 篤 副支部長】

２２２２．．．．懇懇懇懇 親親親親 会会会会 １８１８１８１８：：：：００００００００～～～～２０２０２０２０：：：：００００００００

正会員をはじめ賛助会員・ご来賓総勢１１１名の方にご参加いただき、盛会に終了することができました。
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県南支部からのお知らせ

県南支部総会のご報告

５月１５日１５時から役員会、１６時からは総会、引続き

賛助会員の事業説明（ＲＣ造の曳家）、賛助会員さんを

含めた総勢６８名の懇親会が久留米市のブリジストンクラブ

で開催されました。

総会出席者は３７名、委任状２３名、計６０名で滞りなく

議事が進められ、２６年度の事業報告・決算報告は承認

され、２７年度事業計画・収支予算の報告がなされました。

懇親会には来賓として、建築住宅センター奥園正美

筑後事務所長、井上精二会長、西洋一常任理事、

三島庄一元会長をお迎えして、賛助会員２５名とともに

懇親を深めました。

来賓挨拶 建築住宅センター
奥園正美筑後事務所長



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 5月15日(金) 18:00～

高巣、宗正、中野、永江、水町

日時・場所

出 席 者

次回幹事会：平成２７年６月２２日（月）１８:３０～ 事務局

●第3回常任理事会

●福岡支部総会（ハイアットリージェンシー福岡）
出席者：高巣

●建築製図技術専門委員会（吉塚合庁）
出席者：高巣

●本部総会（のがみプレジデントホテル）
出席者：高巣

●工業組合福岡県鉄構工業会総会（ホテルセントラーザ博多）
出席者：高巣

■ １. 報告事項

①5月14日(木)

②5月18日(月)

③5月19日(火)

④5月25日(月)

⑤5月27日(水)

⑥その他

幹事会のご報告

■ 2. 協議事項

①支部総会・懇親会について
・確認

②その他



1212— 各支部よりお知らせ —

平成27年5月15日(金) 18:10～

「オームタガーデンホテル」

（大牟田市旭町３－３－３）

日 時

会 場

４年前（2011年）の本部総会会場だった同ホテル７階の宴会場で総会と懇親会が

開催されました。南北の窓からは市内が一望出来るこの宴会場は大牟田でも評判の

スポットです。総勢17名の参加者にはゆっくりと自己紹介や商品ＰＲが出来る

まとまった人数でした。

来賓の佐々木副会長・早田常任理事にも出席いただきました。この場を借りて御礼

申し上げます。

来たる本部総会・懇親会も又ここで開催したいものです。

（ホテルからＰＲ費用はいただいていません）

大牟田支部平成27年度(第54回)通常総会・懇親会

総会(議長：荒木相談役)

支部長挨拶 佐々木副会長挨拶 乾杯（早田常任理事）

懇親会風景 懇親会風景 万 歳 三 唱



13— 役員さんの徒然雑記 —

役員さんの徒然雑記６

理事

二田 司 さん （ ㈱隆設計事務所 ）今月は 編です

建築士事務所協会に入会して7年程になり、現在福岡支部、福岡県本部の事業委員長に携わっております。
支部では市役所の講師を招いての講習会や福岡市内一斉建築パトロール、県本部では管理建築士や建築士定期講習
会の運営及び監督員に携わっております。会員の方々にはご協力とご参加いただき有難うございました。紙面を
借りて御礼申し上げます。又、今後とも当協会の講習会の参加にご協力お願いいたします。

さて、私の事務所は建築構造設計が専門で仕事柄、建物のデザインとかかわることはあまり無いのですが、
今回徒然雑記の執筆ということで、ゼネコンの紹介で4年半程前からお付き合いしているデザイン設計事務所の
作品（許可は得ています）を構造設計者としての苦労を交えていくつか御紹介したいと思います。

大分県由布市湯布高原にある戸建て住宅です。
建物としてはRC造の平屋ですが、左右の勾配屋根が
中央で段違いで重なり合う形状をしています。構造的
に見ると中央部が部分的に2階建てとなっているため、
どのように1階建てにモデル化するのかとか、地盤が
傾斜しているため基礎工法の選定と支持地盤の決定に
苦労した案件です。

福岡県西区の団地内にある公民館です。建物としては
RC造の2階ですが、屋根面のレベルが3つ有り構造的
には柱の剛性の設定に苦労しました。又、二次部材が
多く主フレームの設計よりも二次部材の設計に時間を
費やした案件です。

福岡県中央区の公園そばにある共同住宅です。建物と
してはＲＣ造5階ですが構造的には両方向ラーメン構造
で最上階がオーナー使用ということで、長スパンの梁
の上に丘立ち柱があり断面設計で苦労した案件です。

広島県尾道市にある歯科クリニックです。建物としては
RC造の2階建てですが、耐震壁が混在しフル偏心する
ような建物です。構造的には上部も苦労しましたが、
それ以上に苦労したのが杭の設計でした。敷地内の柱状
図の支持地盤が2mほど違っていたのです。わずか8m
しか離れていないのに不思議に思い現地の地盤調査に
問い合わせてみると、昔渓谷だったところに堆積した
地盤だということでした。杭は鋼管杭を採用し、設計
長+2.0mで施工し（高止まり上部カット）無事終了する
ことが出来た案件です。

以上4案件を紹介させていただきました。

これまで6案件構造設計に携わってきました。苦労
する案件が多かったですが、竣工した写真等を見せて
いただくと構造設計した苦労も忘れてしまいます。

1111 ２２２２
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事務局より

事務局よりお知らせ７

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）が発行されました。
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追加されました。

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

記事掲載等の問合わせについては(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

花の形を比べてみてください。
左：ハイドランジア 右：ガクジサイ
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千光寺ではあじさい祭の真っ最中です。

■筥崎宮 あじさい苑
平成27年6月1日 ～ 6月30日
TEL：092-641-7431
(福岡市東区筥崎1-22-1)

■千光寺あじさい祭り
平成27年6月6日 ～ 6月30日
TEL：0942-44-1434 
(久留米市山本町豊田2287)

今年も梅雨入りしました。この季節の花と言えば真っ先にあじさいですね。福岡であじさい

の名所といえば大牟田の定林寺、久留米の千光寺、それから北九州の高塔山公園が知られてい

ます。それから筥崎宮にも6月の間だけ開苑されるあじさい苑がありますね。

寺の境内に植えられているあじさいの風景をよく見ますが、「あじさい寺」と呼ばれる寺社

は実は全国に数多くあります。どうしてでしょう？梅雨の頃は気温の変化が激しいため、昔は

多くの病人や死者が出た時期であり、流行病があった地区などに多く植えられたのが由来である

ようです。しかし栽培が簡単であることから、日本全国の寺社で見られるようになりました。

あじさいと言われてすぐに想像されるのが、鞠のように

たっぷりと花をつけた姿。この品種は日本のものではなく

西洋あじさいのハイドランジアです。もともとあじさい自体

は日本が原産地でしたが、古来より見られたガクアジサイ

がヨーロッパで品種改良されて人気を博し、日本に逆輸入

された形です。ガクアジサイは花ぶりのおとなしい品種

ですが株全体のバランスが良く近年人気が高まってきました。

さて青、紫、ピンクなど様々な色が見られるあじさいですが、基本色は何色でしょうか？正解は「ピンク」。アント

シアンという色素とアルミニウムの割合によって、青くなったり赤くなったり変化します。アルミニウムが溶けやすい

酸性の土地では青色が、中性・アルカリ性では赤色が強く出ますが、主な要因は遺伝でもあるという説もありますし、

まだまだ謎の部分も多いのです。色が変わることから花言葉では「浮気」「移り気」などマイナスのイメージが。江戸

時代には青色のおかげで「ユウレイバナ」と呼ばれ、地方によっては「庭に植えると死者が出る」と不名誉な言い伝え

も。お見舞いや仏花にも好ましくないと言われますし、強い毒を持っているので食用や料理の飾りに使うのも厳禁です。

しかし毒を持つゆえに、魔よけとして重宝された一面もあり、あじさいの一房を軒下や玄関先に吊るしたり、お手洗いに

吊るすと婦人病も防いでくれるそうですよ。最近では母の日のプレゼントとしてもカーネーションに次ぐ人気があります。

冒頭でご紹介した千光寺では

開花に合わせてあじさい祭が開催

されますし、筥崎宮のあじさい苑は

6月30日まで開苑されています。

梅雨の晴れ間を狙って散策するも

よし。傘をさしながら雨の中の

あじさいを眺めるもよし。

雨の季節も楽しみ方色々ですね。

（事務局 上杉）

お寺とあじさいは
馴染みの風景。


