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す」というお言葉のとおり、新旧の材が組み合わされた木
組みから、建物が生き返ったように感じました。
また、東広島市にある「さざなみ幼稚園」の園舎修繕工
事に伴う仮設園舎「さざなみの森　仮りぐらしのロッジ」
では、アーチトラスを連続させた木組みを、テント用の
シートで覆い仮の園舎としたそうで、仮設とは思えないく
らい素敵な仕上がりになっていました。この建物は有志
の学生たちと共に組み上げたそうです。最初は慣れない
作業で戸惑いもあったそうですが、学生は覚えが早くどん
どん上達し、予定よりも早く組み上がったので、先生が木
組みについて青空講義をしたそうです。参加した学生た
ちにとっては貴重な体験になったことと思います。

福岡にある材木商の家「大川の家」では、倉庫に眠って
いた広葉樹の在庫を一本ずつ番号を振り、元の寸法のま
ま、無塗装でそれぞれデザインし、多様な木材の素材感と
大工の手仕事が魅力的な木の空間を作りだしています。
「時の経過、素の色合いをまとい、美しさを増すものをつ
くる」ことが大事だそうで、外壁が経年変化でグレーのグ
ラデーションになっていく様子を、風合いが増し、美しい
とおっしゃっていました。
今回は竹原先生の建築への情熱がとても伝わってきて、
この熱意と人柄に魅了された人たちとの協同で、これまで
多くの意欲的な作品が生み出されてきたことが感じとれ
る講演でした。参加されたみなさんにとっても参考にな
る言葉がたくさんあったのではと思います。この講演会
は全国で活躍されている建築家をお招きし、毎回好評のも
と開催してます。また次回もどうぞご期待ください。

2020年1月25日（土）、広島工業大学の広島校舎にて、
広島県建築士会主催の住宅講演会を、広島県木造住宅生
産体制強化推進協議会共催のもと、開催いたしました。
講師には、無有建築工房主宰の竹原義二氏をお招きし、
「素材・木をデザインする」－木の納まり－というテーマ
でお話をしていただきました。参加者は住宅設計、施工
の実務者から学生まで、100名を超える方々にご参加い
ただきました。
竹原先生は、1948年徳島県生まれ。建築家石井修氏に師
事した後、1978年に無有建築工房設立。日本建築学会賞教
育賞・日本建築学会賞著作賞・村野藤吾賞・都市住宅学
会業績賞・こども環境学会賞など多数受賞されています。

講演はアールブリュットの作品を展示する「はじまりの
美術館」についてからでした。アールブリュットとは伝統
や流行、教育などに左右されず自身の内側から湧きあがる
衝動のままに表現した芸術のことで、広島にも2012年に
オープンした竹原先生設計の「鞆の津ミュージアム」があ
ります。この「はじまりの美術館」は福島県猪苗代町にあ
り、もとは約130年前に建てられた十八間（約33m）の棟
木を持つ酒蔵だったそうです。リノベーションの計画が
進められていた2011年3月に東日本大震災を受け、取壊
しも検討されていましたが、さまざまな支援や助成を受け
て、再始動したそうです。
建物は痛みが激しく、木組もかなりぼろぼろの状態でし
たが、会津の大工職人たちの協力で、使える材を見極め、
丁寧に「継ぎ」「接ぎ」の技術で軸組に大手術を施されたそ
うです。「不揃いを許容し、不均質さの中に美しさを見出
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新規入会会員を対象とした建築見学を
開催します!!
2019年12月、広島県では一級建築士70名、二級建築士

114名、木造建築士1名の方が合格されました。建築士会
では、2019年・2020年度に入会された新会員を対象に、
建築見学会を開催します。みなさんの廻りにおられる方
にも是非PRをお願いいたします。

■建築技術者のための見学会
　－伝えたい　爆心地中島町の記憶
　　　　　             平和記念公園レストハウス－

レストハウスは、平和記念公園内の被爆建物で、今後の幅広い活用を
想定し、外観保存のための補修・耐震補強工事などを行っています。

■日　時：2020年4月25日（土）15時～
■対　象：2019年度・2020年度新規入会者
■スケジュール： 15：00～　見学会
 17：00～　意見交換会
■参加費：2,000円（意見交換会会費含む）
■問い合わせ先
  　  （公社）広島県建築士会 Tel 082－244－6830
 Fax 082－244－3840
                                 e-mail:info@k-hiroshima.or.jp
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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）

中国エリアをすっぽりカバーしています中国エリアをすっぽりカバーしています

ハウスプラス中国は

安全、安心をサポートします。
迅速、的確な審査で、皆様の建物の

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

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

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：084-973-9146http://www.jutakuhosho.com/

中国電力グループ

CPD認定プログラム（3～4月の広島県内実施分） 2020年2月12日現在

日  時 プログラム名 単  位 主　催 連絡先
3／12 監理技術者講習 6 広島県建築士会 082－244－6830
3／14 DIYリフォームアドバイザー資格認定講座 6 住環境教育協会 082－241－5707
3／14 2020年  あと施工アンカー施工士  更新講習A【広島】 5 日本建築あと施工アンカー協会 03－3851－6358
3／14 2020年  あと施工アンカー施工士  更新講習B【広島】 5 日本建築あと施工アンカー協会 03－3851－6358
3／17 地震被害事例から見る軽量土工法の活用～阪神淡路大震災から熊本地震～ 6 インターウェーブ 099－812－0677
3／25 一級／二級／木造建築士定期講習（6D－07） 6 広島県建築士会 082－244－6830
3／27 労働災害ゼロを目指す！ヒューマンエラー対策とリスクアセスメント 6 インターウェーブ 099－812－0677
4／  7 監理技術者講習 6 広島県建築士会 082－244－6830
4／15 優良工事表彰獲得のハードルと戦略～見える化を図る～ 6 インターウェーブ 099－812－0677
4／22 徹底解説！最新事例からみる評価点アップのポイント2020 6 インターウェーブ 099－812－0677
4／24 コンクリート施工におけるリスクマネジメント 6 インターウェーブ 099－812－0677

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

◆
◆
◆
◆
◆
◆

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

指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関

URL:http://www.hkjc.co.jp

本社

営業所

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

株式会社 広島建築住宅センター
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表紙写真について
口田の家

●設 計 監 理／有限会社アルキプラス建築事務所　髙志　俊明
●施　　 工／WOODAREAいしだ　　　　　　石田　頼行
●所 在 地／広島県広島市安佐北区口田
●用　　 途／木造2階建て
●敷 地 面 積／183.82㎡
●建 築 面 積／90.26㎡
●延 床 面 積／153.40㎡
●竣 工 日／2019年5月21日

少し古くなってきた団地の一角であるが、周辺には子供のいる

世帯も多く世代交代のうまくいっている街のなかで、ご主人の

育った住宅の建替計画。

南から北へ上る道路と東から西へ下る道路の交差点角地にあ

り、様々なレベルからの視線が行き交う敷地に明るく開放的で

ありながら周囲からの視線が気にならないような住宅が求めら

れた。また、南に下ったところにある公園の桜を楽しめたらいい

なぁとの思いで計画を進めた。

南東の角（交差点側）に三角の壁に囲まれたちょっとした庭を

設け、同時にその壁により周囲からの視線を遮り、壁の隙間か

らは公園の桜を眺めることができるような計画とした。

三角の壁が印象的な外観となり、夜にはエッジ部分の照明に

より交差点をやさしく照らし出す。

写真撮影：野村 和慎



　「全国女性建築士連絡協議会」参加者募集のお知らせ
女性会員の皆様へ ●●●●

令和2年度の全国女性建築士連絡協議会（全建女）が福岡で開催されます。
全国の元気な女性建築士の方々に会えるチャンスです！一緒に参加しませんか？
参加希望の方は下記にメールアドレスをご記入の上ご連絡ください。
4月中旬に詳細をご連絡します。

開催日時： 2020年7月18日（土）～ 19日（日）
開催場所： 福岡市東区松香台2－3－1　九州産業大学
問合・申込： 広島県建築士会事務局
 TEL：082－244－6830  　mail：info@k-hiroshima.or.jp
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1月26日（日）、女性会員の為の見学会が開催されまし
た。行先はウイリアム・メレル・ヴォーリズ氏が手掛けた
因島にあるペンション【白滝山荘】です。こちらは文化庁
登録有形文化財となっています。
デコポンの果樹

園を両サイドに車
で上ると、素敵な
赤瓦の洋風建築が
パッと目につき出
迎えてくれました。
因島で活動する米
国人宣教師ファー
ナム氏の住宅でしたが、戦後他の人手に渡り、荒れていた
建物を現オーナーである矢田部様が購入、改修されペン
ションとして開業されています。
まずはお心のこもった美味しいランチをいただいた後、

ヴォーリズについ
て勉強会を行いそ
の後、矢田部様に
よる【白滝山荘】に
ついて講演会があ
りました。32年前
は今の様な尾道空
き家再生事業など
はもちろん無く修
繕については随分
ご苦労をなさった
そうです。当初の
窓では現消防法で
NGにより、止む
無く適合するサッ
シに変更されたこ

女性委員会　白滝山荘見学会の報告です●●●●●●●●●●●●●●●
 県北支部　倉田　まゆみ

とや、何カ所もの雨漏り、窓はそのままやっつけ仕事でペ
ンキがついたままとなり開閉困難になった等…　改修時
の施主、設計者、施工者の密な打ち合わせの重要さを改め
て感じさせられました。また、どんなにかこの建物を愛し
てらっしゃる様子がひしひしと伝わりました。よくぞこ
こまでまた改修し再現されたことに頭が下がります。
講演後は矢田部様案内のもと、建物見学となります。木

造一部鉄筋コンクリート造3階建てのハーフティンバー
形式です。当初から外部の木部の色等は赤色だったそう
です。内部は棚や家具が壁面に納まり一体化しています。
上げ下げ窓や、暖炉、引き戸の納まり、レトロな手洗い等
細部に渡り遊び心をとりいれた詳細に『かわいい!!』と思
わず声をあげながら質問攻めで隅々まで見学させていた
だきました。しつこいくらいに（笑）矢田部様より、「女性
建築士として男性とはまた一味違った細かい目線からの
心配りに期待します。」とのお言葉をいただきました。今
後の仕事に活かしたいと思います。
これからも大切にされ、皆さんの思い出となる建物であ

りつづけることでしょう。あたたかいご家族のおもてな
しと建物に大満足の
中、とても有意義な時
間を過ごさせていた
だきました。ヴォーリ
ズの建物探検続編を
希望したいくらいで
す。女性会員のみなさ
ま、今後も見学会等行
事にふるってご参加
ください。一緒に語り
合い、勉強していきま
せんか？　是非お待
ちしています。

白滝山荘　全景

勉強会の様子

ランチの様子

建研塾  ～市民と共に学ぶ研修会～

 東広島部　南波　篤志

地域だより
東広島

建研塾は、建築士会員が市民の皆さんと共に研修会や研究会を行い、地域社会に貢献する有益な提言とその実現に向
けて活動しています。今年度は、2回開催し，通算で15回を数える本支部恒例の活動となっています。

■令和元年度第1回
テ  ー  マ：「改正建築基準法（平成30年）の概要について」
日　　時：令和元年7月27日（土）　10：30 ～ 12：00
参  加  者：23名（内、一般参加者4名）
講　　師：東広島市建築指導課　佐古智之（本支部会員）
講習内容：
　建築基準法　法改正のポイント
　　1．建築物・市街地の安全性の確保
　　2．既存建築ストックの利活用を促進するために空き家の用途変更などの手続きを合理化
　　3．木造建築等にかかる制限の合理化
　等の三点であり、法改正の内容を正しく理解し運用していくことの重要性を再認識しました。

■令和元年度第2回
テ  ー  マ：「西条地区の町家と酒蔵の特徴」
日　　時：令和2年2月1日（土）　10：30 ～ 12：00
参  加  者：23名（内、一般参加者3名）
講　　師：広島大学大学院工学研究科　助教授　水田　丞
講習内容：
東広島市西条地区における伝統的建造物群の保存対策調査に伴って判明した西条の町家と酒蔵に関する特徴など
の説明。本支部でもこの保存対策調査に協力し、建物の実測や作図などの作業を行なってきました。この活動を
きっかけに伝統的建造物の価値を見出し、その重要性について考える機会となりました。
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