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■建築へ生かせるテキスタイル
植物染めは優しい色合いなので、植物染めのテキスタイ
ルをインテリアに使用すると、心が癒されます。染めて欲
しいものがあれば、受け付けてくださるそうですので、是
非ご依頼ください。
国産デニムのクッションは触り心地が抜群。展覧会
のみの販売ですが、サイズは300×200mm ～ 900×
1000mmで、素材・色のバリエーションもあります。絹糸
で作ったキラキラ蝶々もオススメです。

■今後の活動は？
「廣島諸商仕入買物案内記」－明治16年に描かれた広島
の商店街の銅版画を元にした藍染手ぬぐいを制作、武家
屋敷と電信柱、船など原爆で失われた広島にタイムスリッ
プできる展
示を準備中
との事。
片島さん
の活動はイ
ンスタグラ
ムで！ 

（広島支部　福馬晶子）
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広島支部女性部会では、1月
に『インテリアに使えるかもし
れないシリーズ』として「自分
デザインのコーヒー染めトー
トバッグを作ろう！」というイ
ベントを行いました。その際
に講師をお願いしたのが染色
アーティストの片島蘭さんで
す。今回は、片島蘭さんをご紹
介したいと思います。

■Redesign×Textile×Hiroshima
片島蘭さんの作品の方向性は、「Redesign×Textile×
Hiroshima」です。
「Hiroshima」広島－横川商店街をフィールドとしてテ
キスタイルを中心に作品やアートプロジェクトを行って
います。
次に、「Redesign」。福山市で作られるデニムの破棄され
る素材をクッションに展開したり、カフェで捨てられる抽
出豆でコーヒー染めを行うなど、再利用をテーマにデザイ
ンを行っています。

「Textile」としては、身近な素材、地域の色々な可能性
を研究してます。

建築とコラボするアーティスト ～第4回～ 染色家  片島  蘭さん

Redesign×Textile×Hiroshima

片島　蘭  プロフィール
• 2015年広島市立大学芸術学研究科造形芸術専攻博士前期課
程修了）

•横川でアトリエを構え制作とアートプロジェクト、商店街
の活動に取り組む

• 2017 年ゲンビ広島ブランド 2016 入選（広島現代美術館）
• 2018 年桃園地景藝術節「藝遊中壢上河圖」滞在制作、現地
小学生へ珈琲ワークショップ（台湾　桃園市）

• 2019年・2020年珈琲染めワークショップ（ホームラン食堂、
無印良品広島パルコ店、Patagonia広島店、広島建築士会など）
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CPD認定プログラム（6～7月の広島県内実施分） 2020年5月22日現在

日  時 プログラム名 単  位 主　催 連絡先

6／20 ～少人数の講習会～「建築数量積算の実務」講習会（広島会場）【仕上①】 6 日本建築積算協会 082－221－9759

6／21 ～少人数の講習会～「建築数量積算の実務」講習会（広島会場）【仕上②】 6 日本建築積算協会 082－221－9759

6／24 労働安全衛生特別教育（高圧・特別高圧電気）講習会（1日目） 6 日本電気協会  中国支部 082－243－4237

6／25 労働安全衛生特別教育（高圧・特別高圧電気）講習会（2日目） 6 日本電気協会  中国支部 082－243－4237

6／27 ～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 日本建築積算協会 082－221－9759

6／28 ～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 日本建築積算協会 082－221－9759

7／  9 電気設備保全担当者  基礎講習会（1日目） 5 日本電気協会  中国支部 082－243－4237

7／10 電気設備保全担当者  基礎講習会（2日目） 5 日本電気協会  中国支部 082－243－4237

7／16 監理技術者講習 6 広島県建築士会 082－244－6830

7／22 【第2回】労働安全衛生特別教育（低圧電気）講習会（広島会場） 8 日本電気協会  中国支部 082－243－4237

5月30日（土）広島県情報プラザ第1研修室において定
時総会が開催されました。例年ならばできるだけ多くの
会員様にご出席いただきたいところですが、今年度はコ
ロナウイルス禍の中、ウイルス感染拡大の防止と会員の
皆様の健康を第一と考え、できるだけ委任状の活用をお
願いするとともに顧問、来賓及び賛助会員の皆様にもご
出席をご遠慮いただくという異例の開催になってしまい
ました。
こうした状況ではありましたが、次の議案についてご

承認いただくことができました。

　　●議案第1号　令和元年度収支決算の件
　　●議案第2号　役員改選の件

特に今年度は2年に1度の役員改選の年にあたり、令和
2、3年度の役員として次の方々が選任されました。今後の
当士会の益々の発展のためご尽力をお願いいたします。
来年度の総会は人類がコロナウイルスを克服し、多く

の会員様にご出席いただくことができますよう祈念して
やみません。

〈理事〉
〇企画総務委員会推薦
　相原　直樹※ 生田　文雄※ 井手口　耕三
　井本　健一 上木　薫※ 浦山　豊隆
　加藤　史隆 神岡　千春 佐名田　敬荘
　長岡　みゆき※ 長島　周平※ 橋本　明美
　濱井　義樹 林　康文 増谷　昌則※

　宮地　正人
〇地域担当理事推薦
　広　島 河野　房子 舛盛　浩二
 松本　浩一 香川　寛治※

　呉地区 中野　敏己 篠部　裕
　東広島 光平　昌司 栁河　元木
　三　原 村上　浩一 今井　秀樹
　尾　道 半田　敦之※ 細谷　一彦
　福　山 荒川　泰生 甲田　善久
 河相　充宏※

　県　北 竹中　哲成※ 廣田　昌治※

〈監事〉
選挙管理委員会推薦
　山口　邦良※ 二井　義博

※ 新任

2020年度　異例の定時総会の報告です！

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
エフピコアリーナふくやま
●設 計／梓設計・今川建築設計設計共同体
●監 理／梓設計・今川建築設計設計共同体

／福山市建設局建築部営繕課
●施 工
建 築／清水建設・富士建設・松原組共同企業体
電 気 設 備／中電工・タツミ電工・プロテック共同企業体
給排水衛生／三晃空調・三幸社・馬場工業共同企業体
空 気 調 和／テクノ菱和・三幸社・葦陽設備工業共同企業体

●所 在 地／福山市千代田町一丁目1番2号
●用 途／観覧場
●構 造 規 模／鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨造（屋根：木・鉄骨造）2階建
●延 床 面 積／16,238.31㎡
●竣 工 日／令和元年12月26日

福山市総合体育館「エフピコアリーナふくやま」は、「すべてのひと
に開かれたスポーツによる交流とにぎわいの創造拠点」をコンセプト
に、老朽化した体育館と武道館を集約し福山市営競馬場跡地に整備
しました。
芦田川に向かってＶの字型にメインアリーナとサブアリーナ・武道
場（1階柔道場・2階剣道場）を配置し、中庭にリード・スピード・ボル
ダリング壁を設けたクライミング広場の構成としました。
メインアリーナは、バスケットボールコート3面、バドミントンコー
ト16面の広さを確保し、2階に固定席約2,100席、1階壁面へ収納
可能な可動席約900席の合計3,000席を整備し、移動席と合わせ
た最大収容人数は、5,000人です。
アリーナ屋根架構は、鋼材を広島県産杉集成材でサンドしたハイブ
リッド材による張弦梁構造を採用し、ダイナミックな空間を演出して
います。
2階屋外デッキと芦田川かわまち広場を連絡ブリッジで連結し、公
園・体育館・かわまち広場が一体となって開かれた地域コミュニティ
の核となる施設計画としています。



「自分デザインのコーヒー染めトートバッグを作ろう！」
広島支部女性部会では年に3回－定期的に『インテリアに使えるかもしれないシリーズ』
と題してワークショップを行います。
 広島支部女性部会

地域だより
広  島

1月19日（日）、第1回目のワークショップは、染色アー
ティストである片島蘭さんに講師になっていただき、綿
のトートバックをコーヒーで染めて世界に一つしかない
バックを創りました。参加者は会員6名の他、一般参加5
名とこども6名、総勢17名の賑やかな会となりました。
まず始めにコーヒー豆をていねいに挽き、全員分の

コーヒを用意。香ばしい香りに包まれコーヒーを飲みな
がら和やかな雰囲気で始まりました。

■豆乳にコーヒーの粉を混ぜ、綿の布に絵柄を直接描い
ていきます。緊張!!

■40℃の染液の中に静かに入れ、60℃の温度まで上げ
て、60分かけて染めていきます。

■30 ～ 40℃の媒染浴の中で20分泳がせて、水洗い。そ
れから、陰干しですですが、今日はアイロンで急速乾燥。

スタートしてから、
5時間余りのワーク
ショップととなりま
したが、あっというま
に時間が過ぎ、楽しい
体験となりました。
新型コロナ感染拡

大防止のため、第2回
ワークョップの日程
は未定です。決まり次
第、HPや会報誌マン
スリーでお知らせし
ます。沢山の参加をお
待ちしています。

■アイロンでしっかり定着させます。

自分の作品を持って記念撮影。左端が片島先生です。

5

講演会  「鞆城、神辺城そして福山城へつながる備後福山の歴史
                ～2022年  築城400年にむけて～」

主催：広島県建築士会福山支部　　共催：福山城築城400年記念事業実行委員会

 福山支部　社会活動委員会まちづくり担当　宮坂　政宏

地域だより
福  山

2020年2月23日、広島県立歴史博物館で備陽史探訪の
会の会長である田口義之氏をお迎えし、「鞆城、神辺城そ
して福山城へつながる備後福山の歴史～ 2022年　築城
400年にむけて～」と題して講演をして頂きました。
この講演会は、毎年講師を変えながら福山城を通して
郷土愛を醸成するため2015年度からスタートしたもの
で、今回で5回目を迎えます。
今年度は福山市の築城400年事業推進担当課が行って
いる市民企画事業に認定され、福山市との共催での開催
となり、建築士会員のみならず備陽史探訪の会の会員の
方や一般市民など106名の方にご参加頂きました。
講演の内容は、中世の備後地域の山城の歴史に始まり、
室町時代から江戸時代にかけての備後地域の支配者や陸
路、海上交通のルートの変遷を辿りながら鞆城、神辺城、
そして福山城が建設されていった歴史をとおし、現在の
福山市の始まりについて語って頂きました。
普段は気にすることが少ない部分ですが、建築に携
わっている者として、その地域の歴史や建築される意味

を理解し設計、施工を行っていくことは非常に重要なこ
とです。
2019年度は水野勝成公が入府して400年の節目の年で
す。この度の講演は、福山城を通して福山市域全体に目
を向けてもらう良い機会になったと思います。
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講師：田口義之 先生 謝辞：福山支部　三好副支部長

講演会の様子

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


