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はじめに
今回の“建築まちなみ探訪”は、“こげん おもしろか 
福岡県”です。

1．大村美容ファッション専門学校（設計：高松伸）
「人々に一瞬にして
その存在を知らしめ、
一瞬にして人々を魅了
する」をコンセプトに、
クライアントの頭文
字「O」をモチーフと
して、ファサードのデ
ザインに使用していま
す。モチーフは湾曲さ
せることで立体感を持
たせ、ガラス窓の支持
部材に光を当てること
で、内部が発光してい
るように見えます。ル
ミエール（Lumiere＝
光）と名付けられ、学生にとって光り輝く道標となっ
ています。

2．スターバックス大宰府天満宮表参道店（設計：隈研吾）
大宰府天満宮の参道沿いに、「和」をテイストした
コーヒーショップがあります。「自然素材による伝統
と現代の融合」をコンセプトに、60角の杉材を約2,000
本使用し、木組みを筋交いに用いて上屋を支えています。
木組みをより硬いものにするため、ジョイントをダボ
で縫い、ダイアゴナルに織り上げています。木のぬく
もりとともに、光と風が流れてくるような空間が特徴
で、2012年にグッドデザイン賞を受賞されています。

マニー水守の見聞雑記－9 広島支部　水守　寛敏

3．旧福岡市動植物園正門
昭和8年に開園した福岡市動植物園は、約10年後に
閉園しました。正門は、跡地に建設された馬出小学校
の一角に保存されています。ドイツのハーゲンベック
動物園の正門を模したとされ、半円柱と角柱を併せ持
つ柱には幾何学模様が施され、さらに一対の像の頭が
塑像で装飾されています。平成24年には、福岡市登録
有形文化財に指定されました。

4．WeBase 博多『SHIP’S CAT』
コミュニティ型ホステル「WeBase 博多」は、ベッド
数164を有する九州最大のホステルです。ファサード
のデザイン『SHIP’S  CAT』は“港湾都市 博多”のシ
ンボルとして、世界中の旅人のホステルとして、「旅の
守り神」である猫をモチーフにデザイナーのヤノベケ
ンジ氏によって制作されました。2018年度に、福岡市
都市景観賞を受賞されています。

おわりに
今回は、思わず笑ってしまうものを中心に選びまし
た。われらの建築は、人類の幸福のため、最良の芸術
たるべしです。芸術は時代の流れとともに変化してい
くものですが、我々建築士も新しいものを取り入れな
がら変化していかなければと考えています。

大村美容ファッション専門学校

旧福岡市動植物園正門

WeBase 博多『SHIP’S  CAT』

スターバックス大宰府天満宮表参道店
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■ 指定確認検査機関 ■ 指定構造計算適合性判定機関 ■ 登録住宅性能評価機関

■ 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 ■ 適合証明業務（フラット３５） ■ 長期優良住宅認定審査業務

■ 住宅瑕疵担保責任保険業務 ■ 調査診断業務（遵法性調査等）

本社　〒730-0013　広島市中区八丁堀15-8-6F

TEL：082-836-3300　FAX：082-228-8201

支店：東京　　事務所：福岡

　e-mail：mail@jesupport.jpURL　https://www.jesupport.jp/

「より早く・より親切に・より分かり易く」をモットーに
より確かなサービスを提供します

　株式会社 ジェイ・イー・サポート

■ 建築物省エネルギー性能表示制度
 （BELS）評価業務

■ すまい給付金関連業務
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コロナ発生から早1年半、
本来であれば、年に一度の
定時総会に県内の会員が相
集い、意見を交わし、懇親の
場を共有することは、建築
士会活動の中でも、大変有
意義かつ、会員の皆様も楽
しみにしておられる行事で
ありましたが、本年も昨年
同様、委任状による、最小

人数による開催となり、来年こそは、平常通りの開催が
できますことを願っております。
令和2年度は会員の親睦事業は中止となりましたが、開

催実施が心配された、建築士の試験や各種定期講習、シン
ポジウム等も、一部の延期を除き、コロナ対策に万全を期
し、ほぼ年初の予定通り実施することができました。本年
度、広島県建築士会では、昨年に引き続き、三つの課題に
取り組んで参ります。一つは会の魅力を引き出す企画、二
つは会員数減少等の会の諸課題に対応する、三つは会と
しての地域貢献、社会的役割を果たす、この三点でありま
す。諸活動を通じて、より魅力ある広島県建築士会を目指
します。
又、本年11月には昨年より延期された建築士会全国大

会広島大会が開催されます。全国都道府県建築士会への
アンケート結果をもとにWEB参加を含めて2,800名の参
加を想定し、目下毎月の実行委員会により、準備を進めて
いるところです。7月中にワクチンの高齢者接種が完了目
標、続いて一般の方へのワクチン接種が予定されておりま
す。秋口には鎮静化に向かうことを祈るばかりです。無事
開催に向けて、広島県建築士会の会員の皆様の積極的ご参
加と、お手伝い可能な方はスタッフとしてのご協力をよ

ろしくお願い申し上げます。また、本年度は通常事業とし
て、次の事業に取り組んで参ります。

1．省エネ住宅・建築物の整備に向けた体制整備事業
本年の省エネ講習は新型コロナウイルス感染拡大防

止対策を徹底し複数回の対面講習になる予定。
2．法定講習の実施
建築士定期講習を10月～ 3月まで6回、監理技術者講

習を7月～ 3月まで9回実施。
3．歴史的文化遺産の保存推進
広島県ヘリテージマネージャー養成講習会（第9期）

の実施。10日間の講習によりヘリテージマネージャー
として登録。

4．既存住宅インスペクション推進
既存住宅状況調査技術者講習は新規及び更新講習も

実施。新規講習と併せて7月～ 1月まで4回。また、空き
家活用推進チームへ会員を専門家として派遣。

5．建築行政（広島県）への協力
判定士として広島県の認定を受ける要件となる被災

建築物応急危険度判定士講習会の実施、行政と関係団体
が協力して活動するひろしま住まいづくり支援ネツト
ワークへの参画及び「たてものがたり」フェスタ実行委
員会への協力。

6．2021年建築士会全国大会広島大会への取組み
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から現地参加

とWEB参加の併用を予定。6月に参加申込の募集開始。

広島県建築士会の各事業につきましては、今後もホーム
ペーシや会報誌をご覧いただき是非活動にご参加ください。

ごあいさつ
（公社）広島県建築士会　会長

井本　健一
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表紙写真について
認知症高齢者グループホーム ここから

●設 計 監 理／設計監理：西村崇建築設計事務所

●施 工／共進産業㈱

●所 在 地／広島県府中市鵜飼町680番地1

●用 途／福祉施設（認知症高齢者グループホーム）

●構造・規模／木造1階建て

●延べ床面積／698.20㎡

●竣 工 日／2020年3月

自主性を促す新しい高齢者施設

管理が重要視される認知症高齢者グループホームだが、あえて個室

は雁行配置とし、たまりや死角を作った。また個室群ごとに大きくはね

出した屋根は高さを変え重ねる事で生まれる隙間から、光や風を取り

込み自然が感じられる。屋根の高さは徐々に変わり、外部の様に開放

的な空間から、徐々に落ち着いた安心感のある空間へとグラデーショ

ンの様に変化させた。意図的に変えたテクスチャーや点在する居場所

により、街並みの様に多様な空間としている。地域との接点も考慮し、

既存施設との間にランドスケープ化した遊歩道を設け、軒下空間や縁

側、ビオトープなど地域の子供たちの遊び場となり、地域の日常が垣間

見えるようにした。気分により選ぶことの出来る多様な空間構成は、入

居者の自主性を促す大きな要因となっている。

CONTENTS
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安全で安心な住まいづくりを
私たちがサポートします！
安全で安心な住まいづくりを
私たちがサポートします！

（公社）広島県建築士会と（一社）広島県建築士事務所協会会員をはじめ、
銀行、電力会社、弁護士、会計事務所など、

多くの方々のご賛同をいただき設立した会社です。

（公社）広島県建築士会と（一社）広島県建築士事務所協会会員をはじめ、
銀行、電力会社、弁護士、会計事務所など、

多くの方々のご賛同をいただき設立した会社です。

業務内容業務内容

株式会社 広島建築住宅センター

（株）広島建築住宅センター 福山営業所本社

●建築確認・検査
●低炭素建築物
●リフォーム評価ナビ

〒730-0013  広島市中区八丁堀15-10
TEL（082）228-2220  FAX（082）228-2231
E-mail  info@hkjc.co.jp

〒720-0034  福山市若松町8-22
TEL（084）928-3979  FAX（084）928-3974
E-mail  fukuyama@hkjc.co.jp

●住宅性能評価
●住宅かし担保責任保険
●地域型住宅グリーン化事業

●フラット35
●省エネ関連業務
●ベターリビングリフォーム審査業務

●長期優良住宅
●すまい給付金サポート

http://www.hkjc.co.jpホームページ
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CPD認定プログラム（7月～8月の広島県内実施分） 2021年6月4日現在
【現地講習】
日  時 プログラム名 単位 主　催 連絡先

7／15【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

7／16 コンクリート構造物の品質向上　高耐久化のための知識 6 インターウェーブ 099－812－0677

8／  3【第2回】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

8／  4【第2回】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

8／19 監理技術者講習 6 広島県建築士会 082－244－6830

8／26 既存住宅状況調査技術者講習(新規) 5 広島県建築士会 082－244－6830

8／27 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

8／27 「コンクリートの資源循環のその先に」「共同納入のための混用生コンに関する基礎研究」「新設コンクリート構造物の品質確保に向けた取組」 4 広島県東部生コンクリート協同組合 084－973－2155

【WEB講習】
日  時 プログラム名 単位 主　催 連絡先

2021年7月1日～7月31日迄 eラーニング「建築工事標準仕様書・同解説JASS10 プレキャスト鉄筋コンクリート工事」改定講習会７月分 3 日本建築学会 03－3456－2051

2021年7月1日～7月31日迄 eラーニング講習会「日本建築学会環境基準 建築物の振動に関する居住性能評価規準 （AIJES-V0001-2018）」７月分 3 日本建築学会 03－3456－2051

2021年7月1日～7月31日迄 eラーニング既刊本講習会「居住性能確保のための環境振動設計の手引き」７月分 3 日本建築学会 03－3456－2051

2021年7月1日～7月31日迄 eラーニング講習会「建築火災安全設計の考え方と基礎知識」７月分 4 日本建築学会 03－3456－2051

2021年7月1日～7月31日迄 eラーニング「マスコンクリートの温度ひび割れ制御設計・施工指針」改定講習会７月分 4 日本建築学会 03－3456－2051

2021年7月1日～7月31日迄 eラーニング講習会「木質構造部材・接合部の変形と破壊」７月分 4 日本建築学会 03－3456－2051

2021年7月1日～7月31日迄 eラーニング「天井等の非構造材の落下被害防止指針・同解説」講習会７月分 4 日本建築学会 03－3456－2051

2021年7月1日～7月31日迄 eラーニング既刊本講習会「建築工事標準仕様書　JASS12　屋根工事」 ７月分 4 日本建築学会 03－3456－2051

2021年7月1日～7月31日迄 eラーニング講習会「鋼構造制振設計指針」７月分 5 日本建築学会 03－3456－2051

2021年7月1日～7月31日迄 eラーニング講習会「鋼構造許容応力度設計規準」７月分 6 日本建築学会 03－3456－2051

令和3年度 中四国ブロック大会（山口）中止のお知らせ
青年委員長　長島  周平

6月12・13日に開催が予定されていた中四国ブロック
大会は、全面的に中止となりました。大会では各県の青
年委員長、女性委員長、また地域実践発表者、発表補助者
の4名に絞って現地参加し、他メンバーはWEBにて視聴
する形を計画していました。地域実践発表も投票者を各
県20名募ってWEB上で行うなど、コロナ対策も考えら
れていたのですが、5月の緊急事態宣言。山口県の実行委
員会さんも悔しい想いをされながらの苦渋の決断だった
と思います。
来年は高知県です。次こそは青年・女性の皆で楽しく
行けることを祈念したいです。

令和3年度　第30回全国女性建築士連絡協議会（福岡）開催案内
女性委員長　長岡みゆき

今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を考慮
して「1日開催」とし、オンラインでの参加も可能です。
●開  催  地：「アクロス福岡」福岡市中央区天神1-1-1
●開  催  日：9月25日（土）
●開催テーマ：『未来へつなぐ居住環境づくり』
　　           ～建築空間を支える木の文化　木挽棟梁のモノサシ～
●参加方法：オンライン参加・人数制限を伴う会場参加
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http://www.shikaku.co.jp

広島市中区中町7-35
和光中町ビル4F
☎ 082-542-3811

〒730-0037

学院長　岸　隆司

㈱総合資格学院
広島支店

http://www.taisei.co.jp

広島市中区小町2-37
☎ 082-242-5335

〒730-0041

執行役員支店長　吉野　雄一郎

大成建設㈱
中国支店

http://www.energia.co.jp

広島市中区小町4-33
☎ 082-544-2519

〒730-8701

部　長　阿比留　哲生

中国電力㈱
管財部門（建築）

http://www.ts-h.co.jp

広島市安佐南区長束
4-16-2
☎ 082-238-1511

〒731-0135

代表取締役　濱本　利寿

㈱ティーエス・ハマモト

http://www.toto.co.jp/

広島市南区宇品西4-1-36
☎ 0570-03-7771

〒734-0014

支社長　田中　徹

TOTO㈱
中国支社

https://www.nice.co.jp/

廿日市市宮内六本松917-
13-2F
☎ 0829-39-3333

〒738-0034

中国ブロック 広島営業所 所長　中嶋　憲一

ナイス㈱

http://www.nagasakitoso.co.jp

広島市西区観音新町1-7-24
☎ 082-233-5600

〒733-0036

代表取締役　長崎　邦彦

㈱長崎塗装店

http://www.naganuma.co.jp

広島市中区袋町6-14
☎ 082-248-2501

〒730-0036

代表取締役　長沼　毅

㈱長沼電業社

http://www.j-eri.co.jp

広島市中区八丁堀14-4-3F
☎ 082-211-5500

〒730-0013

支店長　新上　敏彦

日本ERI ㈱
広島支店

http://www.panekyo.or.jp

広島市西区井口明神
1-14-43
☎ 082-270-3700

〒733-0841

営業所長　桟敷　重和

日本住宅パネル工業㈿
西日本支所広島営業所

http://www.jutakuhosho.com

広島市中区国泰寺町1-3-32
☎ 082-545-5607

〒730-0042

代表取締役社長　竹原　和司

ハウスプラス中国住宅保証㈱

http://www.hiroshima-gas.co.jp

広島市南区皆実町2-7-1
☎ 082-252-3020

〒734-8555

家庭用エネルギー営業部長　柴萩　裕一

広島ガス㈱
家庭用エネルギー営業部

http://www.marudai.jp/corporate/

広島市西区南観音6-11-32
☎ 082-293-2111

〒733-0035

所　長　多田　隆史

丸大食品㈱
広島営業所

http://www.hkjc.co.jp

広島市中区八丁堀15-
10-3F
☎ 082-228-2220

〒730-0013

代表取締役社長　宮地　正人

㈱広島建築住宅センター

https://www.marimohouse.co.jp/

広島市西区庚午北2-16-4
☎ 082-500-8391

〒733-0821

代表取締役　向井　芳典

㈱マリモハウス

http://www.e-miyaji.com

尾道市東尾道9-10
☎ 0848-20-2111

〒722-0051

代表取締役社長　宮地　宏治

㈱ミヤジ

http://motohiro-arc.com

尾道市西御所町6-15
☎ 0848-23-5300

〒722-0037

代表取締役　元廣　匡伸

㈲元廣建築設計事務所
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賛助会員紹介

中国エリアをすっぽりカバーしています
広島本店：広島市中区国泰寺町 1-3-32 国泰寺ビル 1 階
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

賛助会員を紹介します

https://imoto-build.jp/

呉市山手1-1-33
☎ 0823-23-2506

〒737-0814

代表取締役　井本　健一

井本建設㈱

https://www.woodone.co.jp/

廿日市市木材港南1-1
☎ 050-9000-3330

〒738-8502

代表取締役社長　中本　祐昌

㈱ウッドワン

http://www.city.etajima.hiroshima.jp

江田島市大柿町大原505
☎ 0823-43-1647

〒737-2297

市　長　明岳　周作

江田島市都市整備課

http://www.onoki.co.jp

呉市中央3-12-4
☎ 0823-26-1523

〒737-8502

代表取締役社長　大之木　洋之介

大之木建設㈱

http://www.kishikogyo.co.jp

広島市南区東雲本町
2-15-7
☎ 082-282-1461

〒734-0023

代表取締役会長　岸　　昭文
代表取締役社長　岸　哲太郎

岸工業㈱

http://kiyouyama.jp

広島市西区中広町2-14-21
☎ 082-532-3067

〒733-0012

代表取締役　三田　敏則

㈲キヨウヤマ

https://www.kyoriz.co.jp

広島市中区大手町4-6-16
☎ 082-246-4151

〒730-0051

代表取締役　温井　賢治

㈱共立

https://www.kumalift.co.jp

大阪市西区京町堀1-12-20
☎ 06-6445-6700

〒550-0003

代表取締役　熊谷　知哉

クマリフト㈱

https://graphisoft.com/jp 

大阪市淀川区西中島7-5-25
新大阪ドイビル6F
☎ 06-6838-3080

〒532-0011

代表取締役副社長　トロム  ペーテル

グラフィソフトジャパン㈱

http://www.kmew.co.jp/

広島市中区中町7-1
☎ 082-245-0354

〒730-0037

所　長　辻本　恵一

ケイミュー㈱
広島営業所

http://www.kiworks.info

広島市西区己斐上2-69-16
☎ 082-881-1321

〒733-0815

代表取締役　井手口　耕三

㈱KI works

http://www.town.saka.lg.jp

安芸郡坂町平成ヶ浜1-1-1
☎ 082-820-1512

〒731-4393

町　長　吉田　隆行

坂町役場
建設部産業建設課

https://www.jesupport.jp

広島市中区八丁堀15-8-6F
☎ 082-836-3300

〒730-0013

代表取締役　佐東　政明

㈱ジェイ・イー・サポート

http://www.saburosugita.com/

広島市中区上八丁堀7-5
☎ 082-228-2345

〒730-0012

代表取締役　杉田　輝征

㈱杉田三郎建築設計事務所

http://www.ksknet.co.jp/

広島市中区幟町14-11
ウイング八丁堀ビル8F
☎ 082-223-2751

〒730-0016

代表取締役　仲西　毅

日建学院広島校
㈱セイブコーポレーション
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