公益社団法人

地域だより
呉

平成 28 年度の「タマゴベンチ」に引き続き、第 2 弾
の「時計ベンチ」が完成し、4 月 20 日に納品式を行い
ました。場所は、前回設置した「タマゴベンチ」の向か
いの時計店様前です。
この「2 丁目商店街ベンチづくりプロジェクト」は、
平成 28 年度に林野庁補助事業の一環として、地域の
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ンスタ映えする」そうで、色々な方がベンチを尋ねて
来て下さっています。これからは、タマゴベンチ共々、
「時計ベンチ」が末永く街の風物として愛されるベン
チであり続ける事と思います。
呉地区支部では、地域との繋がりを大切に今後も活
動を続けていきたいと思います。

人の手によって制作されたベンチを地域の商店街に設
置していく事を目途として取り組みを始めました。
その後、補助事業は無くなりましたが、建築士会の
プロジェクトに賛同して頂き、有償でも構わない、ま
ちづくりに貢献したいとおっしゃっていただいた事か
ら、平成 29 年度事業として時計ベンチプロジェクト
がスタートしました。
ベンチのデザインは前回同様、呉工業高等専門学校建
築学科の先生方にお願いしました。
学校では、本プロジェクトのために、学年を縦割りに
して分けられたデザインチームが作られ、検討を重ねら
れた結果、とても素敵なデザインが生まれてきました。
街の中に自分が考えたベンチが存在する事が嬉しい
と言ってくれた学生さん、見るからに時計屋だよねと
出来上がりを喜んでくださった店主様。
お披露目の時、ご近所の方から自分のところにも欲
しいとお声掛けをいただいたり、あそこのお店の前が
良いよとご提案をいただいたり、タマゴベンチから始
まった動きが楽しい動きに変化しているようです。
その後、いかにも時計屋さんといったベンチが「イ
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表紙写真について

日 時

うたのはら整形外科クリニック
●設 計監 理／株式会社 KIworks
●施

工／株式会社 上垣組

●所 在 地／広島県東広島市西条町寺家
●用

途／整形外科

●構 造 規模／鉄骨造 2 階建て

プログラム名

単 位

4 月10 日現在

主

催

連絡先

６／ ９ 〜少人数の講習会〜「建築数量積算の実務」講習会（広島会場）
【躯体①】

6

公益社団法人 日本建築積算協会

082−221−9759

６／ 10 〜少人数の講習会〜「建築数量積算の実務」講習会（広島会場）
【躯体②】

6

公益社団法人 日本建築積算協会

082−221−9759

６／ 13 工事成績は計画書で決まる !!80 点越えの施工計画書とは

6

株式会社 インターウェーブ

03−3963−2011

６／ 28 徹底解説！最新事例からみる評価点アップのポイント

6

株式会社 インターウェーブ

03−3963−2011

７／ 12 監理技術者講習

6

広島県建築士会

082−244−6830

７／ 12 フレッシュコンクリート・構造体コンクリート 品質管理に関する基礎知識

6

株式会社 建材サービスセンター 03−3963−2011

●敷 地 面 積／946.53㎡

７／ 12 設備設計一級建築士定期講習（FA）

6

公益財団法人 建築技術教育普及センター

03−6261−3310

●建 築 面 積／359.45㎡

７／ 12 「平成 31 年度新営予算単価と設計料算定」説明会
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一般社団法人 公共建築協会

03−3523−0382

●延 床 面 積／675.80㎡

７／ 13 フレッシュコンクリート・構造体コンクリート 品質管理に関する基礎知識

6

株式会社 建材サービスセンター 03−3963−2011

●竣

７／ 20 建築従事者＆建築技術者のための「自分でもできるか？概算」講習会（広島会場）

4

公益社団法人 日本建築積算協会 082−221−9759

７／ 24 仮設安全監理者資格取得講習会

8

全国仮設安全事業協同組合

７／ 25 DIY リフォームアドバイザー資格認定講座

6

一般社団法人 住環境教育協会 082−241−5707

工／2018 年 4 月10 日

第 61回

東広島市西条町寺家地区再開発エリアにあ
るクリニック。勤務医から独立開業するにあ

建築士会全国大会
「さいたま大会」のご案内

今年の全国大会は 10 月 26 日（金）にさいたま市で開催

たって、広いリハビリスペースを確保すること、

されます。参加申し込みは、各所属地域の支部か、直接広

MRI、レントゲン、骨密度などの医療機器を置

島県建築士会事務局にお申込み下さい。
「建築士」5 月号 31

きたいとのことで計画を進めた。この敷地周

ページの大会参加申込書を、7 月 20 日（金）までにご提出

辺は車での移動が欠かせないとのことから広

ください。費用のお支払いは申し込み後にご連絡します。

い駐車場を完備したいとのことから敷地の形

03−3639−0641

ご家族やご友人等の同伴者も大歓迎ですが、大会登録料
は必要となります。
2020 年広島大会も目前に迫っております。ぜひ皆様の
ご参加をお待ちしております。
（士会会員には若干の費用補助があります。但し、
「大会式典」には
必ず参加して下さい。）

状を生かした配置としており、エントランス部
においては車寄せを完備しており、雨の日の通
院にも配慮している。
外部のデサインについては限りなくシンプル
に仕上げ、内部のデザインにはシンボルカラー
である黄緑系をポイント的に配置している。

安全で安心な住まいづくりをサポートします。
◆
◆
◆
◆
◆

建築確認・検査
住宅性能評価
フラット35適合証明
長期優良住宅技術審査
低炭素建築物技術審査

◆
◆
◆
◆
◆
◆

指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関

住宅かし担保責任保険
省エネ関連業務
すまい給付金サポート
リフォーム評価ナビ
地域型住宅グリーン化事業申請窓口
ベターリビングリフォーム審査業務

株式会社 広島建築住宅センター
URL:http://www.hkjc.co.jp
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本社

〒730-0013 広島市中区八丁堀15-10
TEL（082）228-2220 FAX（082）228-2231
営業所 〒720-0034 福山市若松町8-22
TEL（084）928-3979 FAX（084）928-3974

指定確認検査機関（中国地方整備局長指定第1号）登録住宅性能評価機関（中国地方整備局長登録第5号）登録省エネ判定機関（中国地方整備局長登録第3号）

BELS 低炭素建築物 長期優良住宅 建築確認 住宅瑕疵保険 フラット35適合証明 住宅性能評価 省エネ適判

ハウスプラス中国は
迅速、的確な審査で、皆様の建物の
安全、安心をサポートします。
中国エリアをすっぽりカバーしています
中国電力グループ

http://www.jutakuhosho.com/

広島本店：広島市中区国泰寺町1-3 -32 国泰寺ビル
TEL：082- 545 - 5607 FAX：082- 545 - 5608
広島北支店：広島市安佐南区西原6 - 9 - 40 -7 TEL：082- 832-3310 FAX：082- 875 - 4330
福山支店：福山市西深津町1-10 -1 TEL：084 -973 -9143 FAX：084 -973 -9146
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