「表紙の人」は、学生たちと一緒に未利用公共施設の再生に取り組んでおられる三井田康記さんです。
作る人だけではなく、使う人も「心ワクワクする」ものをつくりたい。それで、みんなを笑顔にしたい。そ
んな思いは、建築やモノづくりに携わっている人には、誰しもあるだろう。ここに紹介する、畿央大学の学生
たちと行った、仮称「絵本のひろば」づくりはそんな思いから始まった。
このプロジェクトは、大和高田市の空き家を調査する過程で生まれた。大和高田市の多くの商店街は、かつ
てのにぎわいは見る影もなく、もはやシャッター通りとなっている。そこを通行する人は、駅へ通う通勤者や
通学者だけといっても過言ではない。そんな状況の中で、空き店舗を使って、人が集まる場をつくれないだろ
うか。何度でも訪れたくなる場はつくれないだろうか。商店街に足を向けることもない若い人も呼び込めるよ
うな場はつくれないだろうか。その一つの手法として、各家庭の本箱の片隅に捨てられずに残されている絵本
を集めて、子供たちに読み聞かせをする、
「絵本のひろば」をつくろうと計画した。
場所の候補として、吉田前市長から示されたのは「さざんかホール」入り口付近にある、誰も借り手がいな
いまま放置されていたレストランであった。
「この場を使って、まちににぎわいを取り戻す試みをしてほし
い」ということであった。
床から天井まで、壁面いっぱいの半円形のガラス窓、差し込む明るい陽射し。この場所の魅力を活かすため
には、絵本を入れる本箱を並べるとしても、せっかくのガラス窓をふさぐわけにはいかない。窓や壁から離し
て、本箱を並べると、まるで列車のようだ。そうだ、機関車の形の本箱をつくろう。子供たちが何度でも来
て、遊びたくなるような「おもちゃ箱」をつくろう。床の一部には杉板を貼って、小さな子供が「ごろん」と
転がれるようにしよう。デザインを決める判断基準は「心ワクワクする」ということ、さらには、自分たちの
手で作れるということになる。
こうして学生たちと議論し、デザインし、作り上げた。当初は、地域の人たちと一緒に、完成後の運営も話
し合いながら、つくることも考えていた。しかし、時間もゆとりもない中で、学生たちだけでつくることとな
ってしまった。それが心残りではある。
完成したのは 2020 年 3 月、コロナ感染の危険性が報道されだした頃である。したがって、お披露目もまだ
していない。もちろん、名前もまだない。
ともあれ、イメージした空間は作り上げることはできた。子供たちは、この場所を好きになってくれるだろ
うか。何度でも来て遊びたいと思ってくれるだろうか。ここから、どのような物語が生まれてくるだろうか。
近頃、世の中はコロナ感染に関するくらいニュースであふれている。しかし、建築には人を笑顔にする力、
心ワクワクさせる力があると私は信じている。
（記：三井田 康記［畿央大学健康科学部人間環境デザイン学科長 当会奈良支部所属］
）

行政庁で仕事をされている建築士からのメッセージ
[ここに入力]
公共建築物の木造化・木質化への取組み ～奈良建築士会との繋がりから始まった動き～
皆様、初めまして。この度、奈良県建築士会に新し
く入会いたしました、堀と申します。

品質が分からない、という意見が出され、建築関係者
に対しては、木造設計が出来る技術者がどこにいるの

私は、奈良県庁に勤めており、まちづくり推進局（現

か分からない、設計・積算方法でコストダウンが図れ

在の地域デザイン推進局）地域デザイン推進課、県有

るのではないか、といった意見が出されました。これ

施設営繕課を経て、現在、水循環・森林・景観環境部

まで、建築関係者、木材関係者、行政関係者の３者が

奈良の木ブランド課に所属しています。入庁した頃よ

同じ土俵で意見を交える機会は、あまり無かったと聞

り、奈良県建築士会の方々には大変お世話になってお

いています。木材関係者にとっては新鮮だったようで

ります。いつも有り難うございます。

す。セミナー・ワークショップの後にお聞きした意見

さて、現在、私が奈良の木ブランド課で取り組んで

で、印象的だったのは、
「毎日口にする“食”ですら県

いる課題の１つに、県産材を活用した公共建築物等の

内産で買わない。
“木”なら、なおさら。どうすれば「我

木造・木質化の推進が挙げられます。
（
「公共建築物等

が事」にできるのか」という言葉です。
「地域の材を地

における木材利用の促進に関する法律」における「公

域で使うこと」がどのような効果があるのか、関係者

共建築物」とは、国又は地方公共団体の整備する公共

で整理し、
分かりやすく説明できるようにしなければ、

の用に供する建築物だけでなく、それ以外が整備する

と考えています。

学校、社会福祉施設、運動施設等も含まれます。
）

現在、九州地方から海外への木材の輸出が新型コロ

奈良県は県土面積の約７７％が森林であり、約５

ナウィルスの影響で滞り、国内にそれらの木材が出回

９％が人工林です。近年、森林資源増加量（約７９万

ることで、奈良県産材の原木価格が下がっており、山

㎥／年）が、木材生産量（約１６万㎥）を大きく上回

（森林）への還元が難しい状況になってきています。

り、毎年約６０万㎥が蓄積されています。多くの森林

今後、さらに影響は大きくなるものと思われます。

が伐採期を迎えている一方、年々植林面積は減少して

奈良県内の木材産業は非常に複雑な流通構造によっ

おり、将来にわたる森林資源の持続的利用が懸念され

て成り立っています。
また、
同じ県内の山であっても、

る状態です。木を積極的に使うと同時に、伐った跡に

地域によって材の性質は違います。
それらを理解して、

植林し、森林資源構成の平準化が求められています。

木造公共建築物に活用していくことが求められていま

これまで、奈良県においては、
「公共建築物における

す。木材関係者と協力しあえる関係づくりを進めるこ

“奈良の木”利用推進方針」
（平成２４年）に基づき、

とで、木材利用し易い環境をつくり、まずは県内で、

県、市町村及び関係団体で組織する「奈良の木利用推

県産材の需要を増やしていきたいと考えています。

進協議会」を設置し、木造・木質化事例等の情報提供

また、本年４月より施行した「奈良県県産材の安定

等を実施してきました。しかしながら、奈良県内の低

供給及び利用の促進に関する条例」にて建築関係事業

層の公共建築物の木造率は２６．５％と、全国平均の

者の役割として、
「県産材に係る知識の習得、木造建築

３０．５％よりも低く、木材生産量の増加という目標

技術の継承及び向上、県産材の利用の促進を担う人材

に対して貢献できていない状況です。

の育成並びに県産材の積極的な利用に努めるものとす

そこで、昨年度、林野庁の支援事業である地域にお

る。
」と謳っています。奈良県内の建築士の皆様方に、

ける民間部門主導の木造公共建築物等整備推進事業に

ご協力をお願いしたいと思っていますし、私もその一

奈良の木利用推進協議会として応募し、一般社団法人

員として精進して参りたいと考えています。

木を活かす建築推進協議会の支援を受けて、３回にわ

最後になりますが、実は、昨年度林野庁の支援事業

たってセミナー・ワークショップを開催しました。奈

に応募することになったのは、私が以前から奈良県建

良県建築士会の方々のお力添えもあり、県内の建築関

築士会の方々にお世話になっていたご縁があり、県産

係者、木材関係者、行政関係者との交流の機会を設け

材を使用することへのご意見を頂戴したことがきっか

ると共に、奈良県産材を使用した木造公共建築物等の

けです。人の繋がりというものは、新しいことを始め

設計・施工についての考えや疑問を意見交換しました。

る良いエンジンになるな、
と感じています。
今後とも、

ワークショップの結果、分かったことは、互いの業

どうぞよろしくお願いします。

界のことを互いに知らない、ということです。木材関
係者に対しては県内の木材流通の実態や規模、規格、
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（記：奈良支部 堀 恵未香 －今年入会－ ）

行政庁で仕事をされていた建築士からのメッセージ
[ここに入力]

奈 良 建 築 士 会へ の 思 い

スーパーカーのタイム

要に思えます。

マシンで過去に戻る映画

これから３０年先の奈良県建築士会が、３０年前、

がありましたが、書くこ

現在より良い会となるよう活動に気を配って行ければ

とは３５～３７年前、映

と思っています。

画が造られた頃のお話で

（記：一般財団法人・なら建築住宅センター 髙安 秀和
－会員歴３７年－ ）

す。
令和２年３月末で３７
年勤めた奈良県を定年退
新規採用当時、建築課にて

職いたしました。昭和５
８年(1983)４月に奈良県入

庁。
県庁本庁舎４階にあった建築課に配属されました。
その頃の建築課内には、建築士会、建築士事務所協
会、防災協会の事務局が入っておりました。
（その後建
築士会等は、現観光駐車場付近の住宅課プレファブ庁
舎に移転し、さらに県庁外へと移転することになりま

近畿建築祭 1984 和歌山 ポルトヨーロッパ

す。
）
何も判らない新採職員の私は、士会事務局に「建築
職ですね、
建築士会に入ってくださいね。
」
と言われて、
建築士会(準)会員にされてしまったようです。自ら士
会に入る意志があって入ったのではないのですが、周
りの建築士をお持ちの職員の方々も建築士会会員が多
かったのと、建築士会会費が給料(薄給)から天引きさ
れていたので、士会会員であることの意識がないもの
の、士会会員であることに違和感はなかったです。

近畿建築祭 1986 奈良担当 吉野山

まだ奈良支部が出来ていない時でした。といって本
部委員会に所属するわけでなく、青年部活動もしてい
ませんでしたので、話題の建築物や特徴のある工法・
構造の建築物の見学会に誘われて見学して、他の会員
様達といろいろとお話をする機会があったことがその
頃入会を続けた理由ではないでしょうか。
今日の環境も、ウェッブでの情報交流やＶＲ・仮想
空間での建築物の見学なども増えてくるでしょうが、
現場で周囲の雰囲気を味わいながらの建築物見学や、
滋賀県 神慈秀明会 外観見学

ネット宴会でない、リアルな宴会・話し合いがまだ必

行政に勤められている建築士の皆さんへ
建築士会は、建築基準法の施行に呼応し昭和 26 年 11 月に奈良県土木部建築課内に事務所を設けられ、初代
会長の岡本正次郎氏から３代までは、奈良県土木部建築課長が務められました。県民が建築によせる信頼は、
行政はもちろん、私たち建築士会の会員にも寄せられています。建築士会には、設計、施工、建築製品、教師、
行政など多様な分野の建築士が参画し、同じ専門分野の仲間として日常的に意見交換や交流し研鑚することが
できます。行政庁で勤められている建築士の皆さんも是非建築士会に入会して活動され、有意義な時間をもっ
てください。
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（一社）奈良県建築士会 会長 米村博昭

暑中お見舞い申し上げます

[ここに入力]

（一社）奈良県建築士会参与会々員
株式会社

淺 沼 組

株式会社

奥 村 組

（奈良営業所）

（奈良支店）

奈良市三条本町4-32

奈良市高天町38-3

中室ビル

株式会社

尾 田 組

株式会社

鍜治田工務店

（奈良本社）
奈良市高畑町738-2

御所市150-3

近鉄高天ビル

☎0742-26-5225

☎0742-22-5001

☎0742-26-6011

☎0745-65-2131

東口 勝彦

芳村 昌秀

尾田 芳信

鍜治田 八彦

清水建設 株式会社

大日本土木 株式会社

（奈良営業所）

（奈良営業所）

奈良市大宮町7-1-33

奈良市高天町38-3

株式会社

崎 山 組

橿原市南八木町2-3-35

奈良センタービル

株式会社

中和コンストラクシ ョン

桜井市桜井281-7

近鉄高天ビル

☎0744-22-2353

☎0742-34-1510

☎0742-22-3071

☎0744-42-9313

嵜山 和之

正井 洋

藤垣 淳

大浦 晃平

株式会社

中 尾 組

中村建設 株式会社

株式会社

平成建設

松塚建設 株式会社

桜井市桜井553-1

奈良市三条大路1-1-48

橿原市曽我町352-4

宇陀市榛原福地610-1

☎0744-42-3567

☎0742-33-1001

☎0744-22-3800

☎0745-82-1371

中尾 隆成

中村 光良

吉崎 雅之

井上 清利

村本建設 株式会社

株式会社

森 下 組

株式会社

山 上 組

北葛城郡広陵町大字平尾11-1

吉野郡大淀町檜垣本1589

奈良市鳥見町1-1-3

☎0745-55-1151

☎0747-52-3535

☎0742-44-0063

髙田 幸伸

森下 秀城

山上 武宏
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暑中お見舞い申し上げます

[ここに入力]

役員・有志
泰プランニングオフィス

井上建築工房アルス

岡本設計

奈良市朱雀5-1-1-52-206

五條市本町1-7-30

090-4906-7567

大和郡山市北郡山町158-6
大和第3ビル204
0743-51-0286

稲 原 泰 裕

井 上 慶 治

岡 本 光 弘

大和ハウス工業株式会社

株式会社ワールド設計

株式会社崎山組

大阪市北区梅田3丁目3番5号

磯城郡田原本町三笠152-10

橿原市南八木町2-3-35

06-6131-8550

0744-33-1616

0744-22-2353

折 目 貴 司

阪 口 龍 平

嵜 山 雅 由

小林建築設計事務所

株式会社竹村建築設計事務所

天理市柳本町1519

奈良市三条桧町10-12-101

0743-66-2511

0742-30-3311

庄 田 尚 代

竹 村 繁 喜

株式会社中尾組

株式会社中和設計

株式会社福本設計

桜井市桜井553-1

橿原市今井町2-1-14

0744-42-3567

0744-25-5356

奈良市大宮町4-281-1
新大宮センタービルディング
0742-34-2800

中 尾 七 隆

中 谷 淳 一

西 峯 隆 司

エムタック

松塚建設株式会社

桜井市浅古903

宇陀市榛原610-1

0744-45-1097

0745-82-1371

0747-22-0282

奈良市大宮町7

立 辻 利 治

有限会社センザイ不動産
一級建築士事務所
天理市杉本町354-1
0743-63-7268

福 田 成 生

松 尾 憲 治

松 塚 幾 善

的場総合設計

株式会社山本工務店

公益社団法人 奈良まちづくりセンター

御所市栄町91-1

桜井市芝1362

奈良市中新屋町2-3

0745-63-2118

0744-42-5441

0742-26-3478

山 本 規 子

米 村 博 昭

的 場

清

（50音順）
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[ここに入力]

令和 2 年度 賛助会員の皆様のご紹介

会社名

住所

郵便番号

ＴＥＬ

業務内容

アイカ工業（株）

542-0081

大阪市中央区南船場1-13-27

06-6265-6823

(株)淺沼組 奈良営業所

630-8122

奈良市三条本町4番32号 中室ビル

0742-26-5225

建設業

(有)アユミ建工

530-0047

大阪市北区西天満3丁目4-28トータス西天満501

06-6311-3131

サイディング及びセメント中空版販売・施工

(株)インテコ

630-8122

奈良市三条本町1番86-4号

0742-30-5655

地質調査、土壌汚染調査 他

(株)上埜タイル

635-0071

大和高田市築山117-1

0745-22-2306

タイル・石・ブロック・レンガ・住設機器

(株)奥村組 奈良支店

630-8241

奈良市高天町38-3 近鉄高天ビル

0742-22-5001

総合建設業

(株)尾田組

630-8301

奈良市高畑町738-2

0742-26-6011

総合建設請負業

(株)鍜治田工務店

639-2216

御所市150-3

0745-65-2131

総合建設業

(株)カシワバラ・コーポレーション

530-0047

大阪市北区西天満5-14-10 梅田UNビル12F

06-6131-2331

建設業

(株)木村建設

632-0058

天理市成願寺町208-1

0743-67-1703

総合建設業

共同精版印刷(株)

630-8013

奈良市三条大路2丁目2番6号

0742-33-1221

印刷業

(株)きんでん 奈良支店

630-8133

奈良市大安寺6-20-8

0742-62-8781

総合設備エンジニアリング

クマリフト(株)

550-0003

大阪市西区京町堀1丁目12番20号

06-6445-1011

エレベーター、ダムウェーター、階段昇降機

ケイミュー(株) 近畿営業開発室

540-6013

大阪市中央区城見1丁目2番27号 ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13階

06-6945-8126

屋根材・外壁材の製造・販売 他

(株)建築資料研究社 奈良支店

630-8114

奈良市芝辻町2-10-16 ことやビル２階

0742-34-8771

出版物販売、資格取得

小松ウオール工業(株) 奈良営業所

630-8115

奈良市大宮町7-1-33 奈良センタービル2階

0742-32-1311

鋼製計量建具、トイレブース 他

サイカン（株）

630-8115

奈良市大宮町5丁目4-1 スギタビル4F

0742-35-0323

CADソフト及びＯＡ機器の販売及びメンテ

（株）櫻井

639-3114

吉野郡吉野町大字丹治15番地1

0746-32-0563

集成材、減圧乾燥ムク材製造

三和シヤッター工業(株) 奈良統括営業所

630-8452

奈良市北之庄西町2-9-10

0742-61-8575

各種シャッター・ドア・間仕切等

（株）シーピーユー

540-0012

大阪市中央区谷町1-7-4 MF天満橋ビル4FA号室

06-6946-5311

建築ＣＡＤ、その他建築関係ソフトウェア

(株)渋谷

633-0007

桜井市外山186-1

0744-43-1567

総合建設業、コンテナ・木材輸入販売

(株)城田設計

630-8003

奈良市佐紀町1番地

0742-33-5585

設計事務所

新世紀建工(株)

639-0231

香芝市下田西3-9-16

0745-77-4348

空調・衛生・浄化槽設備 他

新日本法規出版(株) 大阪支社

540-0037

大阪市中央区内平野町2-1-12

06-6947-0695

法律図書

(株)総合資格 奈良支店

631-0822

奈良市西大寺栄町3-27 泉谷ビル4階

0742-30-1511

各種国家資格受験講座の開催 他

(株)たかの建築事務所

637-0041

五條市本町1丁目7-11

0747-22-3232

一級建築士事務所及び補償コンサルタント業務

(株)田原建設

637-0071

五條市二見1丁目1番4号

0747-22-3591

総合建設業 新築、耐震診断 他

(株)中和コンストラクション

633-0091

桜井市桜井281-7

0744-42-9313

土木、建築工事の企画設計監理

(株)都市企画設計コンサルタント

634-0005

橿原市北八木町1丁目1番8号 橿原中央ビル 0744-23-7717

(株)中尾組

633-0091

桜井市桜井553-1

0744-42-3567

奈良県建築協同組合

634-0811

橿原市小綱町9-8

0744-22-5115

奈良不二サッシ(株)

630-8452

奈良市北之庄西町1-12-2

0742-62-4111

金属製建具販売施工

(株)伸構造事務所

639-0225

香芝市瓦口2166 フロンティアビル

0745-71-2200

構造設計

パナソニック(株) ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業部
営業本部 住宅市場開発部

540-6211

大阪市中央区城見2-1-61 OBPﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾀﾜｰ11階

06-6943-5591

住宅設備建材、木造建築物の構造部材

福井コンピュータアーキテクト(株)関西営業所

536-0022

大阪市城東区永田4-15-6 深江橋MHビル2階

0570-550-291

建築専用３次元ＣＡＤ開発、販売

(株)福本設計

630-8115

奈良市大宮町6-4-21

0742-34-2800

建築設計・監理

(株)フジテツ

630-8434

奈良市山町645

0742-61-2277

鉄骨工事業

不二熱学工業(株)

542-0081

大阪市中央区南船場2-1-1

06-6261-2436

空気調和設備、給排水衛生設備工事

報国エンジニアリング(株)

561-0827

豊中市大黒町3-5-26

06-6336-0228

地盤調査、地盤改良工事、沈下修正、土壌汚染

（株）豊明

636-0021

北葛城郡王寺町畠田8-1757-3

0745-32-7198

アルミ、スチール、ステンレス、サッシ 他

(株)桝谷設計

630-8042

奈良市西ノ京町101-1

0742-34-1461

設計事務所

松田電気工業(株)

635-0064

大和高田市栄町4-33

0745-52-1115

電気工事、管工事、電気通信工事等

松塚建設(株)

633-0204

宇陀市榛原福地610-1

0745-82-1371

総合建設業

村本建設(株)

635-0822

北葛城郡広陵町大字平尾11-1

0745-55-1151

総合建設業

(株)明新社

630-8141

奈良市南京終町3-464

0742-63-0661

印刷物全般、販売促進物、イベント企画・運営

建材メーカー（化粧材、カウンター）

建築設計・企画監理業
建設業

(株)山上組

631-0065

奈良市鳥見町1-1-3

0742-44-0063

総合建設業

ＹＫＫＡＰ(株) ビル関西支社 大阪支店 奈良営業部

540-8534

大阪市中央区谷町4-8-7

06-6944-8771

鋼製建具工事業

(株)ランド・エコ

639-1028

大和郡山市田中町818-4

0743-54-0418

地質調査、土壌汚染調査、測量

今年度もお力添え宜しくお願いします。
■SHIKAI NARA 2020．０７

連載 その４ ―奈良県景観デザイン賞 2018 受賞作品―
[ここに入力]

ランドスケープ賞／蛙股池の家
なりました。住宅の設計は、クライアントの一生をか
けてつくる大切なものです。僕にそのチャンスをくれ
た幼馴染のＴ君と庭のある一軒家を持ちたいと言って
くれた奥さん、宝物をくれた息子君に感謝したいと思
います。
■建築コンセプト：床のリズムがつくる多様な場

池のほとりに建つ住宅です。
敷地は、
北は池に面し、
■私とクライアントの物語

東は空き地を挟んで住宅地、西は前面道路を挟んで森
が広がっていました。敷地境界には 2 段擁壁(違法状

蛙股池の家のクライアントＴ君は、僕の幼稚園から

態)があったので、
上部のコンクリートブロックを撤去

の幼馴染です。地元で僕が建築の設計をしているのを

し、下部の既存擁壁を再利用しました。建物と既存擁

知っていてくれていたので、ある日、
「家を建てたいん

壁のあいだには法面をつくり、周囲の土手と連続した

やけど相談にのってほしい」と連絡をくれました。独

風景をつくっています。

立してからまだ経験の浅い僕に相談をしてくれた事が

内部は、6 枚の床を螺旋状に浮かべています。1 階で

すごく嬉しかったのを覚えています。それから、一緒

は、6 枚の床ごとに全て天井の高さが異なり、水廻り

にいろいろな土地を見たり、気になっているお店を見

→リビング→ダイニング→キッチンの順に天井が高く

に行って、ご飯を食べたりしながらイメージを共有し

なっています。リビングではくつろぐ、ダイニングで

ていきました。

は座る、キッチンでは立つという、姿勢の状態にたい

駅から徒歩圏で自然豊かな土地が希望という、難し

して心地よい天井高をつくりだしています。

いリクエストだったのですが、そんな理想的な土地を

水平連窓がぐるりとまわる 2 階では、6 枚の床ごと

見つけてきたのはＴ君でした。蛙股池の家は、土地に

に全て窓の高さが異なります。寝室→子供部屋→バル

身をゆだね、土地の魅力を引き出しながら、プランを

コニー→セカンドリビングの順にハイサイドライトか

うまく解く事でできあがった住宅です。この住宅を作

ら腰窓へと高さが変化します。寝室と子供室は東側住

る事が出来たのは、諦めずにこの土地探しを続けた T

宅地からの視線を遮るハイサイドライト、バルコニー

君の素晴らしい嗅覚によるところが大部分です。

では北側の池を望む事ができる手摺壁の高さ、セカン

工事も完了し、現場に誰も人がいなくなった時に自

ドリビングでは西側の森を間近に感じられる大きな腰

分だけがその空間の中に身をおき、もうすぐ自分の手

窓といったように、それぞれの部屋と外部の環境に見

から離れてしまうと思うといつも寂しくなります。ク

合った窓の高さをつくりだしています。この住宅では

ライアントに引き渡すその日、当時小学 1 年生だった

床の高さを変数としてあつかう事で、1 階と 2 階の間

息子君からお手紙をもらいました。家は私の手を離れ

取り、さらに外部環境との関係を同時に解こうと考え

てしまいましたが、そのかわりに新しい宝物が手元に

設計しました。

やってきてくれました。
最後にＴ君と僕は中学時代バスケ部で毎日練習し、
試合に勝って一緒に喜び、試合に負けて一緒に悔しが
った仲でした。大人になり僕がバスケを再開し、また
地元に住む事になったＴ君も一緒にバスケをするよう
になりました。一つ違うのは、息子君も加わり 3 人で
バスケをしている事です。
「家を建てたい」という一言
がなかったら、こうしてバスケをする事はなかっただ

所在地： 奈良市

ろうと思うと、ふと不思議な気持ちになる事がありま

作品名： 蛙股池の家

す。少し大げさですが、住宅を設計することはクライ

設計者： 小松建築設計事務所

アントの人生をつくることだと改めて実感することに

施工者： 株式会社じょぶ

■SHIKAI NARA 2020．０７

お知らせ

令和 5 年度

静岡県

開催予定

●令和 2 年度通常総会の日程

日
場
議

時：7 月 15 日（水）15：00～16：30
所：奈良県文化会館
事：令和元年度事業報告及び決算承認
令和 2 年度事業計画及び予算承認 他
●第 63 回建築士会全国大会の順延について
11 月 14 日（土）
・15 日（日）に開催を予定して
いました全国大会広島大会につきまして、新型
コロナウイルス感染拡大の防止対策に伴い、来年
秋に延期することになりましたので、お知らせ
いたします。
令和 3 年度 広島県、令和 4 年度 秋田県

編集後記
本来、２０２０年７月号の編集後記なら「東京
オリンピック楽しみですねえ」とか書いておけば
よかったのですが、残念ながら来年に延期になっ
てしまい書けません。それどころか、本当に来年
なら開催できるのかも怪しい状況が続いていま
す。コロナについて唯一の進展したのはマスクが
買えるようになった点ぐらいでしょうか。幸いな
ことに士會奈良は、コロナにも負けず、発刊を続
けています。ページ数が減ったのは、たまたま

７月

5 日（日）二級建築士試験（学科）
12 日（日）一級・木造建築士試験（学科）
15 日（水）令和 2 年度通常総会
16 日（木）監理技術者講習
23 日（木）
海の日
24 日（金）
スポーツの日

●福本良平 元会長 令和２年春の褒章を受章！
令和２年４月２９日（水）、当会元会長、福本
良平氏が多年にわたる建築設計監理業の業務奨
励により、令和２年春の褒章において黄綬褒章
を受章されました。
●入会
氏名
支部
岸田 克司
様
橿原支部
松田 輝明
様
高田支部
よろしくお願いいたします。
●訃報
佐古 誠
様
五條支部
ご冥福をお祈りいたします。
タイミングが一致しただけで、コロナとは何の関
係もありません。
それどころか、今年度からは委員会メンバーも
増え（正式には７月総会後になるので、右下の委
員会メンバー表にはまだ反映されていませんが、
すでに委員会には参加していただいています）、制
作体制はますます充実しています。来年の７月号
こそ、「東京オリンピック楽しみですねえ」という
編集後記を書きたいものです。
(記：大倉 克之)

８月

10 日（月）
山の日
13 日（木）事務局お盆休業日（13～14）
19 日（水）監理技術者講習
26 日（水）建築士定期講習
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