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会議のご報告

— 会議のご報告 —

１

平成28年2月10日(水)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7名参加

第12回 常任理事会議 記録

■ ①各支部からの平成２８・２９年度会長候補者推薦者について

■ ②平成２８・２９年度会長候補者選考委員会開催について

■ ③第４回福岡県建築士事務所政経研究会立上げ検討委員会開催報告

今後、年度内に代表者、会計責任者、会計責任者職務代行者を選定し、福岡県選挙管理委員会に政治団体
設立届の提出を行う予定である。また会費の納入方法については現在、会員の利便性に繋がる最適な方法を
関係機関に調査中である。

■ ④第４回組織再編検討委員会開催報告

県本部と福岡支部が統合された場合の福岡支部のあり方について明確にするよう組織図の見直しを現在検討中で
ある。なお、財政安定のために統合することは理解できるが、役員と会員の間で支部統合に関する認識の差があり、
もう少し時間をかけて検討していただい旨の意見が出された。

■ ⑤平成２８年度県本部事業計画、予算の作成について

■ ⑥平成２８年度県本部通常総会日程、会場等について

県本部通常総会を５月３１日に開催したい旨提案がなされ承認された。なお、福岡支部も同日、同会場で時間を
ずらし総会を開催し、懇親会を合同で開催する予定である。会場については、見積りと空き具合の資料をホテルから
取り寄せ決定する。なお各支部総会の日程は次の通りである。
北九州支部４月２２日（金）、筑豊支部４月２８日（木）、県南支部５月１３日（金）、大牟田支部５月１４日（土）

■ ⑦平成２８年建設事業関係功労者表彰候補者の推薦について

■ ⑧九州・沖縄設計三団体意見交換会準備会議開催について

３月２４日（木）に福岡建設会館において、九州・沖縄設計３団体意見交換会立上げに向けた準備会議を発起人で
ある福岡県、宮崎県、沖縄県の建築設計３団体で開催する旨説明がなされた。

■ ⑨法定講習（管理建築士講習、建築士定期講習）平成２８年度年間講習計画及び第１期会場確保について
（公財）建築技術教育普及センターからの申込者数予測及び今年度の受講者数等を考慮し、管理建築士講習を
７月と３月にそれぞれ定員２８名でＤＶＤにより福岡市で開催し、建築士定期講習を６月と１０月にそれぞれ定員２００
名で福岡市及び９月に定員５０名でＤＶＤにより久留米市で開催の実施計画を立てることが決定した。

■ ⑩平成２８年度法定講習（管理建築士講習、建築士定期講習）の実施協力に係る講師推薦依頼

■ ⑪会誌「日事連」単位会だよりへの寄稿について
■ ⑫平成２８年度福岡県内高等学校生並びに専門学校生による建築設計競技について

来年度より元（公財）日本建築家協会九州支部支部長の鮎川透氏に審査委員長として、①課題の作成②審査会
での審査委員長のお願い③優秀作品集への講評の作成④表彰式での講評を依頼する旨提案がなされ承認された。

■ ⑬平成２８年度日事連建築賞の実施について
■ ⑭女性部会「北九州 門司港レトロと関門の景観見学会」開催について
■ ⑮平成２７年度 公共建築設計懇談会参加者及び議題案の提出について

１. 協議事項

日 時

出席者

会 場
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■ ①設計業務委託等技術者単価の引き上げに関する要望書提出について

■ ②平成２７年度新入会員オリエンテーション参加者について

■ ③平成２７年度研修ツアー参加者について

■ ④福岡県建築審査会委員の推薦について

■ ⑤指定事務所登録機関関係報告

■ ⑥平成２７年度法定講習実施報告、実施計画について

■ ⑦平成２７年度第４回設計三団体意見交換会開催報告

■ ⑧平成２８年度福岡県建築製図技術認定試験について

■ ①平成２８年・２９年度日事連会長候補者の２次推薦について

■ ②基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン（案）に関するパブリックコメント等の開始について

■ ③平成２７年度九州・沖縄ブロック協議会第２回会長会議議事録について

■ ④平成２７年度九州・沖縄ブロック協議会事務局会議の協議事項等について

２. 報告事項

県本部関係報告

日事連及び日事連九州・沖縄ブロック協議会関係報告
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新入会員オリエンテーション開催報告

— 会議のご報告 —

２

●１．日 時 ：平成2８年２月１９日（金）午後４時～5時

●２．会 場 ：福岡建設会館3階 ３０４会議室

●３．参加者 ：■新入会員
西村建築設計 会務代表者 西村 正親 氏（福岡支部）
日本建設㈱福岡支店 会務代表者 野下 建 氏（福岡支部）

■三 役
井上会長、岩本副会長、今村副会長、西常任理事
会員委員会 中野委員長、野本副委員長、林副委員長、布施野委員

● ４．概 要 ：平成27年度に入会された2事務所の会務代表者と会長、副会長、常任理事、
会員委員会委員を交えての新入会員オリエンテーションが開催されました。
始めに井上会長より入会の御礼がなされ、続いて自己紹介が行われ、新入
会員の方からは、多くの建築士事務所との横の繋がりを広げていきたい。
法改正等の情報をタイムリーに入手したい。技術の研鑽に繋げていきたい
等の入会の動機等が述べられました。
オリエンテーション終了後、後今村副会長、西常任理事より、今後、協会
活動に積極的に参加いただくために協会活動及び協会サービスの紹介がなさ
れ、新入会員の方は熱心に耳を傾けられ、協会への理解を深めていただき
充実した会となりました。その後、場所を移して懇親会を実施し、酒を酌み
交わしざっくばらんな話で大いに盛り上がりました。新入会員の方の今後の
ご活躍を期待しています。
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北九州支部からのお知らせ

1月定例幹事会議事録

平成28年2月9日（火）16時～18時 西部ガスショウルーム会議室

林、高崎、望月、久松、小野、山口、川野、久保、佐々木、佐竹、金子、鷺池、久我、藤本

日 時 場 所

参 加 者

1月8日開催の北九州建築6団体賀詞交歓会が当番の幹事
事務所協会のもと大過なく、また盛況のうちに終えたことに対
して幹事の皆様にねぎらいのあいさつをされました。

１１１１.... H28H28H28H28年度支部組織年度支部組織年度支部組織年度支部組織についてについてについてについて
・林支部長勇退の後を受け継ぎ、久松体制に速やかに移行

する旨意見交換がなされた。
２２２２.... H28H28H28H28年度支部事業計画年度支部事業計画年度支部事業計画年度支部事業計画についてについてについてについて
・久松次年度支部長のもと速やかに行う旨意見交換がなされた。
（県本部との絡みのある予算、事業報告、事業計画を2月末
めどに行うこと。）

３３３３.... H28H28H28H28年度事業予算年度事業予算年度事業予算年度事業予算についてについてについてについて
・事業計画に合わせた予算案を3月の幹事会までに提出
すること。

４４４４.... 総会総会総会総会までのスケジュールについてまでのスケジュールについてまでのスケジュールについてまでのスケジュールについて
・総会日時は4月22日とし、役員改選期である。
監査は4月5日（火）16時よりトーケン設計で開催する。
予算次第は昨年と同様とする。式場、懇親会は総務委員会が担当。

５５５５.... 県本部県本部県本部県本部、、、、組織再編等組織再編等組織再編等組織再編等についてについてについてについて
・北九州支部としての意見を担当委員に伝えておく必要がある旨の意見交換がなされた。
６６６６....そのそのそのその他他他他
・県本部の事業で女性部会が北九州・下関にて2月13日開催される。

支部長支部長支部長支部長あいさつあいさつあいさつあいさつ

議議議議 事事事事

懇親会も盛り上がりました。

TOTOショールームにて
未来型のエコ車を見学。

誕生日を迎える方をお祝いしました。

《日時》2月13日(土) 10:00～16:30

「北九州「北九州「北九州「北九州 門司港レトロと関門の景観」門司港レトロと関門の景観」門司港レトロと関門の景観」門司港レトロと関門の景観」
をテーマに建物見学会を開催しましたをテーマに建物見学会を開催しましたをテーマに建物見学会を開催しましたをテーマに建物見学会を開催しました。。。。

女性部会のご報告
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筑豊支部からのお知らせ

三役会・幹事会のご報告

三三三三 役役役役 会会会会 ・幹・幹・幹・幹 事事事事 会会会会 をををを 開開開開 催催催催 いいいい たたたた しししし まままま すすすす

■日 時 …… 平成28年3月 予定（日時については、決まっておりません）

■議 題 …… ・平成28年度通常総会（筑豊支部）について

・平成27年度 決算・平成28年度 予算について

今後の予定

■平成28年度通常総会（筑豊支部）の日程を平成28年4月下旬に予定しております。



7— 各支部よりお知らせ —

福岡支部からのお知らせ

福岡支部 三役会開催のご報告

下記のとおり、第７回三役会を開催いたしました。

■日 時……… 平成２８年２月２３日（火）１５：３０～

■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２７年度入退会の動き

３．各委員会活動について
●会員委員会

１月２２日 「新年の集い」開催報告について
３月２５日 観桜会について

４．平成２８年度福岡支部通常総会について
５．平成２８年度年間スケジュール（案）

観桜会のご案内

福岡支部福岡支部福岡支部福岡支部 毎年恒例の「観桜会」を、石蔵酒造毎年恒例の「観桜会」を、石蔵酒造毎年恒例の「観桜会」を、石蔵酒造毎年恒例の「観桜会」を、石蔵酒造 博多百年蔵において開催いたします。博多百年蔵において開催いたします。博多百年蔵において開催いたします。博多百年蔵において開催いたします。
皆様で花見酒をしばし堪能し、来年度に向けて一致団結を図りたいと思っております。皆様で花見酒をしばし堪能し、来年度に向けて一致団結を図りたいと思っております。皆様で花見酒をしばし堪能し、来年度に向けて一致団結を図りたいと思っております。皆様で花見酒をしばし堪能し、来年度に向けて一致団結を図りたいと思っております。
多数のご多数のご多数のご多数のご参加参加参加参加をお待ち申し上げております。をお待ち申し上げております。をお待ち申し上げております。をお待ち申し上げております。

日 時 平成２８年３月２５日（金） １８時３０分～

会 場 石蔵酒造 博多百年蔵（092-651-1990）

福岡市博多区堅粕1-30-1（地下鉄千代県庁口から徒歩10分）

会 費 ５千円／一人 （当日キャンセルにつきましては、キャンセル料が発生する場合がございます）

申 込 平成２８年３月１７日（木）

■お申し込み・問合せ：（一社）福岡県建築士事務所協会福岡支部事務局
TEL 092-473-5506 FAX 092-473-7676
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県南支部からのお知らせ

アスロック（押出成形セメント板）商品説明会を行いました

— 各支部よりお知らせ —

賛助会員の株式会社イスコさんの御協力で、株式会社

ノザワ九州支店 峰 淳二 次長をお招きしてアスロックアスロックアスロックアスロック

（（（（押出成形セメント板）押出成形セメント板）押出成形セメント板）押出成形セメント板）の商品説明会を行いました。

まず、アスロックの製造工程の説明にはじまり、使用

可能な建築物の高さ、最大の可能なサイズ・スパン説明

がありました。

次に、二次防水で水密性能最大3000Paを発揮する

「「「「ニューセフティ工法」ニューセフティ工法」ニューセフティ工法」ニューセフティ工法」、工場塗装で耐候性に優れた

「「「「カラーフロン」カラーフロン」カラーフロン」カラーフロン」、アングルを一本化とミゾ切加工を

工場でプレ加工し従来工法より30％省力化を実現した「ＬＳ（「ＬＳ（「ＬＳ（「ＬＳ（Labor SavingLabor SavingLabor SavingLabor Saving）工法」）工法」）工法」）工法」と

３つの工法の説明がありました。

最後に、それぞれのデザインパネルを壁面に採用した施工例の紹介がありました。

複数のデザインパネルをランダムに使用した例、アスロックの表面にタイル調柄を押し付け

外壁の打診検査を行う必要がない「グリッドデザインシリーズ」「グリッドデザインシリーズ」「グリッドデザインシリーズ」「グリッドデザインシリーズ」、特に引き付けられたのが、

環境負荷低減をコンセプトにした商品 表面に太陽光発電装置を付けた「ソーラーウォール」「ソーラーウォール」「ソーラーウォール」「ソーラーウォール」、

散水システムと壁面緑化をセットに「「「「グリーンウォールグリーンウォールグリーンウォールグリーンウォール」」」」の説明でした。

今後とも、商品説明会を通して技術の研鑚・

知識の向上に努める次第です。

その後、第７回役員会を開催し平成28度に

おける県南支部予算（案）、事業計画（案）、

平成28.29年度役員改選等の協議が行われ

今後のスケジュール調整を行いました。

アスロック（押出成形セメント板）商品アスロック（押出成形セメント板）商品アスロック（押出成形セメント板）商品アスロック（押出成形セメント板）商品説明会説明会説明会説明会

日時：平成28年2月12日（金）

場所：久留米市役所303会議室
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大牟田支部からのお知らせ

平成28年 2月22日(月) 18:30～ 事務局会議室にて

高巣、宗正、中野、永江、水町

日時・場所

出 席 者

次回幹事会：平成２８年３月２８日（月）１８：３０～ 事務局

● 第4回政経研究会立上げ検討委員会（北九州市）
● 第4回組織再編検討委員会（仝上）

● 開設者・管理建築士のための研修会（建設会館）

● 住宅専門家相談（天神弁護士センター）

● 自民党福岡県政経セミナー（ホテルニューオオタニ福岡）

● 第12回常任理事会

● 第3回会員委員会
● 新入会員オリエンテーション

● 2/12（金）クレーム対応スキルアップセミナー
● 2/13（土）女性部会北九州見学会
● 2/15（月）福岡事務所開設講演会
● 2/19（金）会員委員会
● 2/26（金）第5回教育・研修委員会
● 3/4～6（金～日）平成27年度研修ツアー

■ １. 報告事項

①1月26日(火)

②2月4日(木)

③2月5日(金)

④2月6日(土)

⑤2月10日(水)

⑥2月19日(金)

⑦その他

幹事会のご報告

■ 2. 協議事項

① 研修ツアー補助金について

② 平成28年度予算・事業計画について

③ 平成28年度総会について
北九州支部：4/22(金) 県南支部：5/13(金) 大牟田支部：5/14(土)
県本部・福岡支部：5/31(火) 筑豊支部：未定〔5月中〕

④ その他
・住宅キャンペーンについて：昨年は11月16日（月）開催

今年度は大牟田支部が担当
・キャンペーン会場について



10— 賛助会よりお知らせ —

賛助会よりお知らせ４

福岡支部賛助会会長 吉元和也

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

季節のお料理に舌鼓を打ちつつ、季節のお料理に舌鼓を打ちつつ、季節のお料理に舌鼓を打ちつつ、季節のお料理に舌鼓を打ちつつ、皆皆皆皆さま各テーさま各テーさま各テーさま各テー

ブルをまわってご歓談されていらっしゃいました。ブルをまわってご歓談されていらっしゃいました。ブルをまわってご歓談されていらっしゃいました。ブルをまわってご歓談されていらっしゃいました。

新入賛助会員のコーナーでは新しく加入新入賛助会員のコーナーでは新しく加入新入賛助会員のコーナーでは新しく加入新入賛助会員のコーナーでは新しく加入いいいいただただただただ

いたいたいたいた2222社社社社の担当者様から一言ずつ会社のご紹介の担当者様から一言ずつ会社のご紹介の担当者様から一言ずつ会社のご紹介の担当者様から一言ずつ会社のご紹介

を頂きましが、皆さま他業種へのご関心は並々を頂きましが、皆さま他業種へのご関心は並々を頂きましが、皆さま他業種へのご関心は並々を頂きましが、皆さま他業種へのご関心は並々

ならぬもの。熱心に説明を聞いていらっしゃる姿ならぬもの。熱心に説明を聞いていらっしゃる姿ならぬもの。熱心に説明を聞いていらっしゃる姿ならぬもの。熱心に説明を聞いていらっしゃる姿

をあちらこちらでお見かけしました。をあちらこちらでお見かけしました。をあちらこちらでお見かけしました。をあちらこちらでお見かけしました。

毎年恒例の「毎年恒例の「毎年恒例の「毎年恒例の「立春の会」立春の会」立春の会」立春の会」をををを、、、、 ２月９日（火）２月９日（火）２月９日（火）２月９日（火）

まほろばのまほろばのまほろばのまほろばの里里里里 大蔵にて建築士会と合同大蔵にて建築士会と合同大蔵にて建築士会と合同大蔵にて建築士会と合同でででで開催開催開催開催

いたしました。折りしも寒波が襲来し小雪と寒風いたしました。折りしも寒波が襲来し小雪と寒風いたしました。折りしも寒波が襲来し小雪と寒風いたしました。折りしも寒波が襲来し小雪と寒風

の中ではございましたが、多くの皆様にご参加の中ではございましたが、多くの皆様にご参加の中ではございましたが、多くの皆様にご参加の中ではございましたが、多くの皆様にご参加

いただき、お部屋は満員御礼。にぎやかな会といただき、お部屋は満員御礼。にぎやかな会といただき、お部屋は満員御礼。にぎやかな会といただき、お部屋は満員御礼。にぎやかな会と

なりました。なりました。なりました。なりました。

賛助会の催しでは恒例となりましたクジ引き大会も賛助会の催しでは恒例となりましたクジ引き大会も賛助会の催しでは恒例となりましたクジ引き大会も賛助会の催しでは恒例となりましたクジ引き大会も

もちろん開催。今回もちろん開催。今回もちろん開催。今回もちろん開催。今回は大変多くは大変多くは大変多くは大変多くの皆様にご協力の皆様にご協力の皆様にご協力の皆様にご協力

いただいたおかげで豪華な景品が目白押し。いただいたおかげで豪華な景品が目白押し。いただいたおかげで豪華な景品が目白押し。いただいたおかげで豪華な景品が目白押し。

景品を二つ獲得された幸運な方もいらっしゃい景品を二つ獲得された幸運な方もいらっしゃい景品を二つ獲得された幸運な方もいらっしゃい景品を二つ獲得された幸運な方もいらっしゃい

ました。ました。ました。ました。

毎回の催しが盛況のうちに締めくくられるのも、毎回の催しが盛況のうちに締めくくられるのも、毎回の催しが盛況のうちに締めくくられるのも、毎回の催しが盛況のうちに締めくくられるのも、

ひとえに皆様のおかげです。来年も笑顔でご参加ひとえに皆様のおかげです。来年も笑顔でご参加ひとえに皆様のおかげです。来年も笑顔でご参加ひとえに皆様のおかげです。来年も笑顔でご参加

頂けるよう、幹事一同励んで参りますので、ご期待頂けるよう、幹事一同励んで参りますので、ご期待頂けるよう、幹事一同励んで参りますので、ご期待頂けるよう、幹事一同励んで参りますので、ご期待

の程よろしくお願い致します。の程よろしくお願い致します。の程よろしくお願い致します。の程よろしくお願い致します。

賛助会 立春の会のご報告
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役員さんの徒然雑記５

— 役員さんの徒然雑記 —

理事

中野中野中野中野 寛寛寛寛さん（ (資)中野商会）今月は 編です

皆様皆様皆様皆様こんにちは、県南支部の中野です。私のふるさとこんにちは、県南支部の中野です。私のふるさとこんにちは、県南支部の中野です。私のふるさとこんにちは、県南支部の中野です。私のふるさと「田主丸」「田主丸」「田主丸」「田主丸」“たぬしまる”を紹介“たぬしまる”を紹介“たぬしまる”を紹介“たぬしまる”を紹介したいしたいしたいしたい

と思いますと思いますと思いますと思います。名前のとおり、。名前のとおり、。名前のとおり、。名前のとおり、たたたたのしか町ですのしか町ですのしか町ですのしか町です。。。。

田主丸は、植木とフルーツの町として全国的に有名ですが、もう一つ有名なものが田主丸は、植木とフルーツの町として全国的に有名ですが、もう一つ有名なものが田主丸は、植木とフルーツの町として全国的に有名ですが、もう一つ有名なものが田主丸は、植木とフルーツの町として全国的に有名ですが、もう一つ有名なものが“かっぱ”“かっぱ”“かっぱ”“かっぱ”

です。町中です。町中です。町中です。町中いたるところに河童いたるところに河童いたるところに河童いたるところに河童がががが鎮座鎮座鎮座鎮座してしてしてしていますいますいますいます。。。。

ＪＲＪＲＪＲＪＲ田主丸駅田主丸駅田主丸駅田主丸駅に着くとまず、に着くとまず、に着くとまず、に着くとまず、かっぱかっぱかっぱかっぱ駅駅駅駅がお出迎え！がお出迎え！がお出迎え！がお出迎え！

この駅舎は私この駅舎は私この駅舎は私この駅舎は私の母校であるの母校であるの母校であるの母校である浮羽工業高校浮羽工業高校浮羽工業高校浮羽工業高校の生徒の生徒の生徒の生徒達達達達のののの

デザインデザインデザインデザインによるによるによるによるものです。まず田主丸駅ものです。まず田主丸駅ものです。まず田主丸駅ものです。まず田主丸駅から西から西から西から西に向かに向かに向かに向か

ううううと、沿道にペンギンと、沿道にペンギンと、沿道にペンギンと、沿道にペンギンかかかかと間違うかのようと間違うかのようと間違うかのようと間違うかのようなななな多くの多くの多くの多くの

河童たちが歩いています河童たちが歩いています河童たちが歩いています河童たちが歩いています。。。。

途中途中途中途中、河童達が集う、河童達が集う、河童達が集う、河童達が集うそよかぜホールそよかぜホールそよかぜホールそよかぜホールがあり、があり、があり、があり、毎年毎年毎年毎年

11111111月開催されている月開催されている月開催されている月開催されている“耳納の市”“耳納の市”“耳納の市”“耳納の市”の会場の会場の会場の会場である緑化である緑化である緑化である緑化

センターセンターセンターセンター、緑の、緑の、緑の、緑の供給基地となっている供給基地となっている供給基地となっている供給基地となっている植木市場植木市場植木市場植木市場などなどなどなど

をををを河童達が案内して河童達が案内して河童達が案内して河童達が案内してくれる道がくれる道がくれる道がくれる道がカッパロードカッパロードカッパロードカッパロードですですですです。。。。
JR田主丸町のかっぱ駅舎。

初めてご覧になった方は驚くかもしれません。

河童ロードにはたくさんの
河童があるいています。

そよ風ホールの入口。 緑の供給基地、植木市場。
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河童とはその字の河童とはその字の河童とはその字の河童とはその字の通り、通り、通り、通り、“川の子供達”“川の子供達”“川の子供達”“川の子供達”の事だそうですの事だそうですの事だそうですの事だそうです。田主丸町。田主丸町。田主丸町。田主丸町のののの中心には川が流れて中心には川が流れて中心には川が流れて中心には川が流れて

おりますが、おりますが、おりますが、おりますが、巨巨巨巨瀬川（瀬川（瀬川（瀬川（こせがわ）・ひばりこせがわ）・ひばりこせがわ）・ひばりこせがわ）・ひばり川川川川 などの欄干には相撲をとっている河童やらなどの欄干には相撲をとっている河童やらなどの欄干には相撲をとっている河童やらなどの欄干には相撲をとっている河童やら、、、、

ななななまずの上に乗って灯火をまずの上に乗って灯火をまずの上に乗って灯火をまずの上に乗って灯火を持って未来持って未来持って未来持って未来を明るく照らすを明るく照らすを明るく照らすを明るく照らす河童が。他にも招き猫河童が。他にも招き猫河童が。他にも招き猫河童が。他にも招き猫ならぬ“招き河童ならぬ“招き河童ならぬ“招き河童ならぬ“招き河童””””

が郵便局前が郵便局前が郵便局前が郵便局前に居たり、シエーに居たり、シエーに居たり、シエーに居たり、シエーをををを

してしてしてしているいるいるいる河童も。河童も。河童も。河童も。あげくにあげくにあげくにあげくにはははは

““““屁の河童”など本当に屁の河童”など本当に屁の河童”など本当に屁の河童”など本当に紹介紹介紹介紹介

しきれないしきれないしきれないしきれない程の河童たちが程の河童たちが程の河童たちが程の河童たちが、、、、

皆さんを歓迎皆さんを歓迎皆さんを歓迎皆さんを歓迎しておりますしておりますしておりますしております。。。。

ぜひぜひぜひぜひ、たのしい町“田主丸、たのしい町“田主丸、たのしい町“田主丸、たのしい町“田主丸””””

までまでまでまでかっぱに会いかっぱに会いかっぱに会いかっぱに会いにいらっにいらっにいらっにいらっしししし

ゃってゃってゃってゃって下さい下さい下さい下さい。。。。

そしてそしてそしてそして、川沿いには城島と、川沿いには城島と、川沿いには城島と、川沿いには城島と同様に酒蔵同様に酒蔵同様に酒蔵同様に酒蔵ももももあり、是非あり、是非あり、是非あり、是非甘口のお酒を堪能して頂きたいと思います甘口のお酒を堪能して頂きたいと思います甘口のお酒を堪能して頂きたいと思います甘口のお酒を堪能して頂きたいと思います。。。。

甘党には、名物の河童まんじゅう。河童のへそ。などのお土産もいかがでしょうか甘党には、名物の河童まんじゅう。河童のへそ。などのお土産もいかがでしょうか甘党には、名物の河童まんじゅう。河童のへそ。などのお土産もいかがでしょうか甘党には、名物の河童まんじゅう。河童のへそ。などのお土産もいかがでしょうか。。。。

そうそうそうそうそうそうそうそう。。。。“鯉取りまあしゃん”“鯉取りまあしゃん”“鯉取りまあしゃん”“鯉取りまあしゃん”と呼ばれていた人をご存じでしょうか。その昔、真冬の時期と呼ばれていた人をご存じでしょうか。その昔、真冬の時期と呼ばれていた人をご存じでしょうか。その昔、真冬の時期と呼ばれていた人をご存じでしょうか。その昔、真冬の時期、、、、

筑後筑後筑後筑後川に素潜りで手で鯉を川に素潜りで手で鯉を川に素潜りで手で鯉を川に素潜りで手で鯉を捕まえて鯉捕まえて鯉捕まえて鯉捕まえて鯉を抱っこして上がってくる名人がを抱っこして上がってくる名人がを抱っこして上がってくる名人がを抱っこして上がってくる名人がおられて、その方の名前おられて、その方の名前おられて、その方の名前おられて、その方の名前

がががが「上村正雄」「上村正雄」「上村正雄」「上村正雄」さん。田主丸さん。田主丸さん。田主丸さん。田主丸の呼び方での呼び方での呼び方での呼び方で“上村“上村“上村“上村まあまあまあまあ

しゃんしゃんしゃんしゃん””””又の名を又の名を又の名を又の名を“鯉取りまあしゃん”“鯉取りまあしゃん”“鯉取りまあしゃん”“鯉取りまあしゃん”です。です。です。です。

現在現在現在現在、ご本人は亡くなられていますが、鯉やフナ、ご本人は亡くなられていますが、鯉やフナ、ご本人は亡くなられていますが、鯉やフナ、ご本人は亡くなられていますが、鯉やフナ、、、、

鮎鮎鮎鮎などの川魚料理のお店が、息子さんなどの川魚料理のお店が、息子さんなどの川魚料理のお店が、息子さんなどの川魚料理のお店が、息子さんたちに受けたちに受けたちに受けたちに受け

継がれ継がれ継がれ継がれ営業されています営業されています営業されています営業されています。。。。

観光案内になって観光案内になって観光案内になって観光案内になってしまいましたしまいましたしまいましたしまいました、自慢している、自慢している、自慢している、自慢している

わわわわけけけけじゃありませんけれど田主丸町、たのしい町じゃありませんけれど田主丸町、たのしい町じゃありませんけれど田主丸町、たのしい町じゃありませんけれど田主丸町、たのしい町

ですよ。是非足ですよ。是非足ですよ。是非足ですよ。是非足を御運び頂ければと願ってを御運び頂ければと願ってを御運び頂ければと願ってを御運び頂ければと願っておりますおりますおりますおります。。。。

鯉とりまあしゃんのお店。

田主丸町 河童コレクションをご覧ください！
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書籍のご案内
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記事掲載等の問合わせは(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）

3月15日から九州国立博物館で「始皇帝と大兵馬俑」

展が開催されます。俑とは中国で死者とともに副葬され

た人形のこと。古代中国では死後の世界でも生活を送れ

るように、人馬や家屋、生活用具などをかたどった俑が

盛んに作られました。俑が広まった背景には主君が亡く

なった後を臣下が追う殉死の風習がありました。殉死

の弊害は大きく、主だった家臣が殉死することで代替

わりの度に国の中枢部が衰退し、秦の国力が一時低下

するほどでした。秦の穆公が死去した際には臣下177

名がともに殉死した、という記録もあります。紀元前

384年には殉死禁止令が発令されます。殉死の代わりに多用されたのが俑。

兵馬俑とは文字通り、兵士及び馬を模った俑のことですね。

兵馬俑の発見は比較的最近のこと。西安郊外の始皇帝陵から東に1.5km離れた

場所で1974年3月、地元の農民が井戸を掘ったところ2～3ｍの深さから陶器で

作られた人間大の人形が出土しました。発掘を進めると8000体もの兵馬俑が眠

っていることが分かったのです。この兵馬俑は将軍や歩兵、騎兵などで整然と隊

列が組まれ、ひとつの軍団を作っています。しかも全員が東を向いているとのこ

と。まさに死後の始皇帝を守るための地下軍団。 2000年もの間眠っていた20

世紀の考古学における最大の発見とも言われています。また兵俑は全てが違う顔

で、顔によって出身の民族が分かる程のリアリティに溢れ、秦が多数の民族で成

立する巨大な国家であったことが伺えます。ちなみに兵馬俑の前後でこのように

リアルな俑が作られた痕跡は見当たりません。一説にはギリシャやペルシャなど

の西方の彫像文化を取り入れたのではないか…という説も。シルクロード以前に

東西交流があったかもしれないと考えると、歴史的好奇心がかき立てられますね。

今回の展覧会では8000体…とはいきませんが、その中から選りすぐりの数体

の兵俑がお目見えします。秦が辺境の一国からどのように中国を統一し兵馬俑が

作られるまでに至ったのか。古代中国の浪漫をご堪能ください。

法改正に合わせて新しい書籍が発行されました。ぜひ業務にご活用ください。

平成27年6月25日の法改正に合わせ、既刊「改正建築士法による 重要事項説明のポイント」が
改訂され、「建築士法による 重要事項説明のポイント」として発行されました。契約に至る流れの
中で、重要事項説明(法第24条の７)、契約(法第22条の3の3)、書面の交付（法 第24 条の８）の
関係を法改正に基づき丁寧に解説しています。

建築士法による重要事項説明のポイント 建築士事務所協会会員 ⇒ 1,263円 一般 ⇒ 1,404円

書面による契約を行う場合に、書式や手順等、再委託をはじめとするさまざまな対象
業務を解説し、記載例や法定事項の記載などについてのQ＆Aを掲載しています。

改正建築士法による設計受託契約等のポイント 建築士事務所協会会員 ⇒ 1,458円 一般 ⇒ 1,620円

■ 2016201620162016年年年年3333月月月月15151515日日日日((((火火火火))))～～～～6666月月月月12121212日日日日((((日日日日))))

■会会会会 場場場場 九州国立博物館

■開館時間開館時間開館時間開館時間 午前9:30～午後5:00

（入館は閉館の30分前まで）

始皇帝と大兵馬俑典始皇帝と大兵馬俑典始皇帝と大兵馬俑典始皇帝と大兵馬俑典

詳細はＨＰをご覧ください
http://www.kyuhaku.jp/exhibition/

exhibition_s43.html


