
ホットラインNo.241 

場所:小矢部市水落大谷公園(小矢部市水落 104) 

内容:ものづくり実践型建築技能者連携研修事業 

建築 CPD:午前の部:3単位・午後の部:3単位 

参加対象:どなたでも(年齢も資格の有無も問いません) 

参加費:無料 

駐車場:無料(会場の近くにあります)

申込先･申込期限:建築士会事務局に 9月 2日まで  

E-mail:info@toyama-kenchikushikai.or.jp 

FAX:076-482-4448 

問合先:青年委員会 担当:長島(TEL:090-2035-1822) 

◆ プロフェッション委員会 

｢宮大工技術講習会(応用編)｣開催のご案内 

日時:平成 28年 9月 17日(土)18:30～20:30 

会場:サンシップとやま(富山市安住町 5-21)703 号室 

講師:森 泰造 氏 (伝統意匠森工房 代表) 

内容:木造建築技術の進化と伝承 

日本の建築は､長い歴史が比類のない技術と建築美を育んだ

と思われます｡卓越した加工と架構の技術が伝承され進化し

現在に至っているのではないでしょうか｡ 

木造建築技術の今講座では､木造建築の歴史に加えて規矩術

の基本を視点を変えて教えて頂きます｡前回受講された方は

勿論､今回初めての方もこの機会に是非受講ください｡ 

建築 CPD:2 単位(CPD カードをお持ち下さい｡) 

定員:先着順 30名(どなたでも参加できます｡) 

参加費:会員 500 円     会員外 1,000 円(資料代を含む) 

申込先･申込期限:平成 28年 9月 10 日までメール又はファッ

クスで下記まで 

(E-mail:info@housegmen.com   FAX:0766-26-1919) 

問合先:建築士会プロフェッション委員会 

担当:中谷(TEL:090-7087-1082) 

◆ 高岡支部 女性委員会

インテリアデザインセミナー 開催のご案内 

日時:平成 28年 10 月 12 日(水)18:30～20:30(受付 18:15～) 

集会:COMMA,COFFEE STAND(コンマ コーヒースタンド) 

高岡市小馬出町 48 

※集合場所から現場見学の後､講演会場に移動します｡講演

会場に直接来られる場合は 19時までにお集まり下さい｡ 

会場:大菅商店 (高岡市大手町 12-4) 

講師:大菅 洋介 氏(スタジオオオスガ代表 住宅や店舗の設

計･施工･リノベーション)  

演題:つくらない｡を､つくること｡ 

内容:高岡を拠点に､東京､名古屋などで住宅や店舗の設計･施
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工･リノベーションを手がけ､古いものにも価値を見い出し､

できるだけ廃棄物を出さない設計を大切にしている｡改修･

リノベーションなどを通し､高岡のまちの再価値化やまちな

か活性化の活動について伺います｡講演会の前に､進行中の

現場見学を行います｡ 

建築 CPD:2 単位の申請予定(CPD カードをお持ち下さい｡) 

定員:先着順 30名(どなたでも参加できます｡) 

参加費:会員 無料     会員外 1,000 円    学生 無料  

駐車場:なし(近隣の有料駐車場をご利用下さい) 

申込先･申込期限:平成 28年 10 月 7日までメール又はファッ

クスで下記まで氏名､会員or一般or学生､所属(支部､勤務先､

学校名等)､連絡先をご連絡下さい｡ 

建築士会高岡支部事務局(モノ・スペース・デザイン内) 

TEL:0766-27-8787  FAX:0766-27-8788     

Email:takaoka-shibu@toyama-kenchikushikai.or.jp 

問合先:高岡支部女性委員会 宮西慶子 TEL:090-8268-7261 

◆ 新川支部 

｢くろべフェア 2016｣開催のご案内 

日時:平成 28年 9月 24日(土)10:00～17:00 

9 月 25日(日)10:00～16:00 

会場:黒部市総合体育センター  

内容:新川支部では､｢建築廃材でアクセサリー作り｣のテーマ

でブースを出展します｡建築時に残った廃材ベニヤを利用し

て､子供たちに､好みのキャラクターアクセサリーを作り建

築にふれあってもらう趣旨で行います｡毎年好評で､是非一

度､会場にお越しください｡ 

参加者:どなたでも参加できます｡ 

参加費:無料 

問合先:新川支部黒部地区事務局(TEL:0765-52-4510) 

◆ 富山支部 

｢輪島のまち建築見学会｣開催のご案内 

日時:平成 28年 11 月 12 日(土)8:30～18:30 

集合場所:JR 富山駅前(車で来られる方は最寄りの駐車場をご

利用下さい｡)  

見学場所:石川県輪島市周辺(日本三大朝市と呼ばれる｢輪島

朝市｣や､能登半島の祭り文化を体感できる｢輪島キリコ会

館｣､輪島塗と塗師文化を感じることができる｢輪島屋塗仁 

塗師の家｣｢輪島塗会館｣など､NHK連続テレビ小説｢まれ｣の舞

台でもあった輪島市を巡ります｡) 

建築 CPD:3 単位の申請予定(CPD カードをお持ち下さい｡) 

定員:先着順 27名(どなたでも参加できます｡) 

参加費:会員 4,000 円､会員外 6,000 円(バス代込､昼食代別) 

昼食会場は海亭 のと吉予定 凡そ2,000円～2,500円程度に

なります｡ 

申込先:メール又はファックスで下記まで 

(E-mail:komi@fukumi-aa.co.jp  FAX:076-432-7869) 

申込期限:平成28年10月21日(金)まで(定員になり次第締切) 

問合先:富山支部 担当:小見直輝 

(携帯:080-6363-1945   電話:076-432-7855) 

◆ JIA 日本建築家協会富山地域会 

JIA 富山環境デザイン講座 2016 のご案内 

日時:平成 28年 10 月 1日(土)15:00～17:00(受付 14:30～) 

会場:アーバンプレイス 8階 821会議室(富山市牛島町 18-7) 

講師:末光 弘和 氏(株式会社 SUEP 代表取締役) 

演題:｢デザインとエンジニアリングの横断｣ 

内容:近年の社会的な環境意識の高まりを背景に､建築におい

ても温熱環境等に配慮した設計が意識されるようになって

きました｡一方でそれらの取り組みは従来の建築の枠組みは

そのままに､単に性能を付加する手法に留まっているのが現

状ではないでしょうか｡ 

本年度のJIA富山環境デザイン講座2016では､環境を読み取

ることによって導き出される新しい建築の形を提案し続け

ている､2015 年度 JIA 環境建築賞優秀賞を受賞された､株式

会社 SUEP の末光弘和氏をお招きし､その仕事と設計手法に

ついて講演いただきます｡どうぞ奮ってご参加下さい｡ 

建築 CPD:2 単位の申請予定 

定員:先着順 50名(どなたでも参加できます｡) 

参加費:無料 

申込先:氏名･所属先･連絡先(携帯)を明記の上､メール又は

FAX で下記まで｡ 

 (E-mail:info@ab-studio.jp   FAX:0766-63-6425) 

問合先:abs 一級建築士事務所(担当:熊谷)info@ab-studio.jp 

◆ 日本建築学会北陸支部 

内藤廣氏講演会開催のご案内

日時:平成 28年 10 月 13 日(木)14:00～15:45 

会場:富山県民会館 304号室(富山市新総曲輪 4番 18 号) 

講師:内藤 廣 氏(建築家･東京大学名誉教授) 

内容:富山県美術館をめぐって 

建築 CPD:2 単位 (CPD カードをお持ち下さい｡) 

定員:先着順 210名(事前申込が必要:どなたでも聴講可能｡) 

参加費:無料 

申込先･申込期限:平成 28年 9月 30 日までメール又はファッ

クスで下記まで 

(E-mail:info@toyamajk.org  FAX:076-442-1180) 

問合先:富山県建築士事務所協会内  

日本建築学会北陸支部富山支所(TEL:076-442-1135) 

詳細は同封の案内チラシをご覧ください｡ 

◆ 富山県土木部建築住宅課 

被災建築物応急危険度判定現場研修会のご案内 

日時:平成 28年 10 月 17 日(月)13:30～16:30 

会場:講義  富山県立富山総合支援学校 旧管理教室棟内視聴

覚室(富山市金屋 4982) 

現場研修  富山県立富山総合支援学校 旧管理教室棟 

講師:中勝 篤司 氏(㈱司構造計画 所長) 

※申込等の詳細は､同封の案内チラシをご覧ください｡ 
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