
ホットラインNo.234 

◆ 研修委員会

平成 27 年度 専攻建築士 

新規登録及び更新申請について

受付期間:平成 28年 1月 4日(月)～2月 29日(月) 

申請条件:新規登録の方 CPD 単位 12単位以上 

登録更新の方 CPD 単位 60単位以上(過去 5年間） 

申請方法:日本建築士会連合会ホームページをご覧ください。 

申請手数料:17,280 円(新規) 

12,960 円(窓口での更新)9,720 円（WEBでの更新） 

平成 27 年度建築士免許交付式・講演会のご案内 

今年度は一級建築士､二級建築士免許証明書の伝達･交付式

を合同で次のとおり開催します。 

日時:平成 27年 2月 27日(土) 9:30～11:40(受付 9:00～)

会場:富山県民会館 3階 304 号室（富山市新総曲輪 4-18） 

内容:伝達・交付式 9:30～10:20 

講演会 10:30～11:40 

(講師 DOKO 一級建築士事務所 代表 道古麻紀子氏) 

テーマ:建築とわたし－会話から生まれる住まい－ 

建築 CPD:1 単位予定 

※12:30から県民会館8階レストランで青年委員会主催の新

建築士歓迎会(昼食及び意見交換会他)を予定しています。 

申込:今回、新たに一級・二級建築士になる方には、別途案内

を送付します。 

なお、講演会はどなたでも参加できます。(申込不要) 

問合先:富山県建築士会事務局（TEL:076-482-4446） 

◆ 事務局

中大規模木造建築物の設計者養成講習会 

｢JISA3301 木造校舎の構造設計標準｣の考え方に基づき流通

材とプレカットを活用して､意匠設計者でも比較的容易にか

つ経済的･合理的に低層系中大規模木造建築をつくる設計手

法を学ぶことを目的とした DVD による講習会です｡ 

日時:平成 28年 3月 8日(火) 13:30～17:00 

場所:サンシップとやま 701 号室 

受講料:テキスト込み  会員 2,000 円  会員外 3,000 円 

定員:50 名(先着順) 

※申込等詳細は同封のチラシをご確認ください。 

建築士定期講習のご案内 

今年度最後の講習会です。受講の必要な方は申込下さい。 

コード 開 催 日 会  場 定員 

3B-06 3 月 15 日(火) テクノホール 100名 

時間:9:20～17:30 

受講料:テキスト 2冊を含めて 12,960 円 

申込･問合先:富山県建築士会事務局(平日 9:00～17:00) 

TEL:076-482-4446  担当:佐藤

建築関係技術者のための「監理技術者講習」の 

ご案内について

(公社)日本建築士会連合会では、建築関係施工技術者に特

化したテキストで「監理技術者講習」を実施しています。 

本講習は、建築技術者だけでなく電気・給排水等設備技術

者の方にも役立つ実務的な内容のテキストとなっています。 

講習申し込み等詳細は、日本建築士会連合会ホームページ

又は富山県建築士会ホームページをご覧ください。 

開催日・開催場所

開 催 日 時間 会  場 定員 

2月 19日(金) 9:30 

～

17:30 

サンシップとやま 701 60 名 

3月 10日(木) サンシップとやま 601 60 名 

受講料:WEB 申込 9,500 円/人  郵送・窓口申込 10,000 円/人 

申込先:(公社)日本建築士会連合会 

問合先:(公社)日本建築士会連合会､(公社)富山県建築士会 

「建築職人アーカイブ」出版記念シンポジウム

開催のご案内 

富山県建築士会が平成 23年から取り組んできました建築職

人アーカイブの記録をまとめ､出版するにことになりました｡

これを記念してシンポジウムを開催します｡ 

日時:平成 28年 3月 16日(水)14:00～16:30 受付 13:30～ 

会場:富山県総合福祉会館福祉ホール(富山市安住町 5-21) 

パネラー・コーディネーター: 

近江 美郎 氏[(株)おおみ設計代表取締役] 

濱田 修氏 [(有)濱田修建築研究所代表取締役]  

藤井 圭一氏[藤井工業(株)代表取締役社長]他に職人の方々 

内容:職人技術の行方についてのパネルディスカッション 

問合先:(公社)富山県建築士会事務局 

詳しくは来月封入のチラシ又は HPをごらん下さい｡ 

◆ 氷見支部 

「漁村関連施設見学会」開催のご案内

日時:平成 28年 2月 28日(日)15:00～17:00 

集合場所:ひみ漁業交流館前｢魚々座｣氷見市中央町 7-1

見学先:｢魚々座｣設計:手塚建築研究所 施工関係者参加予定 

｢灘浦地区漁村風景見学 阿尾の漁師番屋迎賓館等｣ 

｢濱元家｣(網元の家) 

建築 CPD:2 単位

定員:20 名程度(どなたでも参加できます｡)

参加費:会員 無料  会員外 500 円(但し下記見学料が必要｡) 

見学料:魚々座 氷見市民:無料(免許証等持参)､その他:300 円 

濱元家  誰でも 450 円 

その他:濱元家見学後「ラ・セリオール」にて懇親会を開催｡   

氷見支部会員:4,000 円､その他:5,000 円  

申込先･申込期限:2 月 15日までﾒｰﾙ又はﾌｧｯｸｽで下記まで 

 (E-mail:asazi@cometweb.ne.jp  FAX:0766-72-4970) 

問合先:氷見支部 担当:関 一朗(TEL:0766-72-2871) 
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レポートネット 201602-1

見 行  ！聞  行  ！② 『【建築×環境】濱田修氏講演会』
女性委員会

11 月 23 日（月・祝）、女性委員会 企画事業  る
『濱田修氏 講演会 米田木材見学会』を射水市の米田木材
株式会社社屋で開催いたしました。こちらの建物は 2014 年の
うるおい景観とやま賞で「緑の賞」を受賞され、地域の景観を牽
引していると高く評価されています。定員の 20 名を超えた多く
の方々にご参加いただきました。 
講演会挨拶では米田木材株式会社代表取締役米田秀樹
氏   設計依頼 経緯 共  被災  陸前高田 黒松を
活用されたエピソードなどを紹介いただきました。 

講演会では濱田氏より「建築と環境」をテーマにお話しいただ
きました。「環境に配慮した建築」とはよく聞きますが、具体的に
どう設計に反映させていくか難しいところです。米田木材株式会
社社屋 住宅街 位置 、その地域に即した自然なスカイライ
ン、ボリューム計画というハード面と、プライバシー配慮と地域交
流      面 明確 意識 設計 進         
見学会   、アフターカフェでは
建築と環境について濱田氏設計
の人気カフェ「uchikawa 六角堂
（射水市内川：2014 年 うるおい景観と

やま賞「風の賞」受賞）」のお話も併せ 
ていただきました。改装以前の写真では構造の脆弱さが一目瞭
然で、驚きの声があがりました。 
それぞれの建物のコンセプトを紹介していただき、建築主の強
い想いを形にする真摯 姿勢 刺激 受  講演    
建物を見学しながらの解説では濱田氏への質問が相次ぎま
した。参加者は改めてデザイン性の高さに感動し、細部まで配
慮された仕上げや構造に感心しきりです。またプライベートゾーン
 見学   頂 、素敵な空間に羨望のため息があふれました。

参加者のアンケートから  
○米田木材社長 東北  熱 想  感動     ○地域     感   発想    大切  感     
○建物 実物 見 前  設計段階        聞  理解 深     。 

参加人数
２８名

講演会 
濱田氏の穏やかでユーモアあふれるお話ぶりと
講演内容に、心が引き込まれました。

建物見学会 
設計者の解説付 見学 貴重 機会です。
質問が絶えません。

ｱﾌﾀｰﾄｰｸｶﾌｪ（ｷﾞｬﾗﾘｰにて） 
参加者からの感想に対し、濱田氏の「一日で
こんなに褒められるなんてない」に皆さま爆笑。

担当者の感想 
講演会 建物見学            進行      参加  皆       笑顔 なっていかれるのが印象的でした。会員
以外 方 参加 多       立場 方と同じ空間を共有でき、楽しく有意義な時間を過ごしました。 
次年度  企画          おります。皆さま是非今後の企画もお楽しみ下さい。 
                                                  ¦  女性委員会 高岡支部  ¦  吉野 由美  ¦
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