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 7/25 親睦納涼会 於 東京ﾍﾞｲﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 

副支部長挨拶 
 

千葉県建築士会君津支部副支部長 和田 裕子 

 季夏の侯、みな様方には益々ご活躍の事とお慶び申しあげます。 

梅雨が明けて間もないのですが、梅の実が熟する頃に降る雨を梅雨というのはご存知かと思いま

す。この時期に梅の実は枝から落とし梅酒や梅干しを漬けますが“梅干しのうた”というのがある

のはご存知ですか。明治から大正にかけて歌われていた古い曲ですが、何とも味わい深い歌詞なの

で一節のみ紹介します。 

『五月・六月実が成れば 枝からふるい落とされ 近所の町へ持ち出され 何升何合量り売り  

もとよりすっぱいこの私 塩に漬かって辛くなり シソに染まって赤くなり』 

『七月・八月暑いころ 三日三晩の土用干し 思えば辛いことばかり それでも世のため 人のた

め しわは寄っても若い気で 小さい君らの仲間入り 海や山にもついて行く 運動会にもつい

て行く ましていくさのその時に なくてはならないこの私』 

 わたしたちは住まいづくりや街づくりを通じ、暮らしに関わる建築士として地域貢献活動や事業

を開催してきましたが、これからも梅干しのようにという訳ではありませんが“なくてはならない

建築士会”と思われる存在として各分野で活動していきたいと思います。 

最後になりますが、『梅干しのうた』は今回掲載した続き（九月〜四月）もありますので是非調べ

てみて下さい。 
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◇◇◇ 総務委員会 ◇◇◇ 

うっとうしい梅雨も明け、猛暑の季節となりますが、会員の皆様にはますますご健勝の事とお慶び

申し上げます。いつも一方ならぬお力添えにあずかり、誠にありがとうございます。 

 さて、5 月 16 日の支部総会では、慎重な審議の上、支部活動のための貴重な御意見を頂きありがと

うございました。 

 7 月 10 日の第 1 回の幹事会では、先の支部総会の御意見を取り入れた各委員会からの事業計画と事

業予算の発表があり、御承認いただきました。 

 会員の皆様に少しでもお役にたてる活動を行っていきますので、積極的な御参加をお願いいたしま

す。                                  （委員長 吉野 寛） 

 

 

◇◇◇ 事業委員会 ◇◇◇ 

日頃より事業部に対して御協力して頂き、誠にありがとうございます。  

今年度の事業委員会の事業について御報告致します。 

5 月 16 日の東京ベイプラザホテルにおける君津支部の通常総会の際に、講習会を行いました。内容

は、まもり住まい保険などでした。16 名の方に参加して頂きました。 

5 月 17 日には、金田の中島海岸において「親睦簀立ての会」を開催しました。君津支部の方だけなく

他支部の方とも親睦を深めようと考え、今回初めて企画しましたが、22 名もの大勢の方に参加して頂

き、非常に楽しい一日でした。 

6 月 4 日には、本部主催のゴルフ大会が東千葉カントリークラブで開催されました。参加された方

は、大変お疲れ様でした。  

7 月 25 日には、東京ベイプラザホテルにおいて、毎年恒例の「親睦納涼会」を開催しました。今年

は、中国雑技団のショーの他にも、魅惑のアジアンビューティーショーもあり大変盛り上がりました。

会員の方の他にも、各事務所の方たちも参加してくださりましたが、15 名の方の参加と例年よりやや

少なかったので、来年は新しい企画を考えたいと思います。 

8 月 4 日には事務所協会との共催で勉強会を開催します。今回のテーマは「高齢者施設について」

です。会館で 18 時 30 分から行いますので、ぜひ参加してください 

10 月にはビッグサイトで開催される月星フェアに招待されています。展示会のほかに見学会も考えて

いますので、ぜひ参加してください。  

2 月には、君津市の消費者生活展に参加します。皆様のご協力をお願いします。 

2 月に勉強会を開催しようと考えています。まだ内容については未定ですが、ぜひ参加してください。 

他にも、8 月 21 日には建築家協会主催の「防災百科」講習会が、千葉市文化センターで開催されます。

11 月 28 日には千葉県・ちば安心リフォーム推進協議会の主催の「住宅リフォーム事業者向け講習会」

が木更津市民会館で開催されます。 

事業委員会も予算のない中で苦労しながらも頑張りますので、これからも会員の皆様のご協力をよ

ろしくお願い致します。                         (委員長 鶴岡 正久) 
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◇◇◇ 青年委員会 ◇◇◇ 

「ストックとフロー」  

 関ブロ東京大会が平成 26 年 6 月 20（金）東京都江東区・ホテルイースト 21 で開催されました。 

例年行われています各都県の活動報告の発表で、千葉県は昨年行われた関ブロ千葉大会で提言された

県青年委員会の将来ビジョン・その後について報告・提案を行いました。 

昨年の千葉大会の第二分科会で行われたテーブルディスカッションの１つに「価値ある情報の共有」

というテーマで行われ、最後のまとめとして「ストックとフロー 会報誌とホームページ、Facebook

の連動」というキーワードが導き出されました。これは例えば今ご覧になっている会報誌や議事録な

ど「データとして蓄えていく情報」とホームページや Facebookの「タイムリーな流れる情報」のそれ

ぞれの長所をうまく連動させて情報の発信、共有していこうというものです。県青年委員会ではこれ

にならいインターネットを用いた各種データの蓄積、青年委員会ホームページ・Facebook の拡充を行

っています。 

さて、君津支部でもホームページ、有志による Facebookが作成されています。今後はこれらのツー

ルも拡充しながら有資格者の若い方や一般の方に向けて発信できるようにしていきたいと思います。

ぜひお立ち寄りいただき、また Facebook をやられている方は「いいね！」のクリックもぜひお願いし

ます。 

追伸：来年は関ブロ群馬大会が 6/19･20(金･土)磯部温泉で開催です。詳しくは下記 Facebookで。 

(委員長 藤本 祥) 

  

君津支部ＨＰ ※背景をリニューアルしました。 

http://www18.ocn.ne.jp/~shikai_k/ 

（建築士会君津支部等で検索） 

君津支部有志 Facebook 

https://ja-jp.facebook.com/volunteer.seinen 

（gaura 君津支部 等で検索） 

 

◇◇◇ 女性委員会 ◇◇◇ 

事業報告及び今後の予定 

報告事項 

日時 ：平成 26 年 5 月 9 日（金）12：00～15：00 

議題 ：新年度事業計画会議及びワークショップ備品整理 

場所 ：君津市糠田飛地 建築と子供たち会場 

 

日時 ：平成 26 年 5 月 29 日（金）12：00～16：00 

議題 ：①建築と子供たち VOL.7 の会計報告 

②建築と子供たち VOL.8 について 

http://www18.ocn.ne.jp/~shikai_k/
https://ja-jp.facebook.com/volunteer.seinen


 4 

③建築士の日（7 月 4 日）役割分担について 

④業務に意義ある講習会を開催計画 

場所 ：君津市糠田飛地 建築と子供たち会場 

 

日時 ：平成 26 年 7 月 4 日（金）12：00～17：00 

行事 ：建築士の日手伝い及び参加 

      場所 ：千葉市生涯学習センター 

  今後の予定 

      日時 ：平成 26 年 7 月 24 日（木）12：00～15：00 

      議題 ：建築と子供たち VOL.７．５計画について 

      場所 ：田園 

 

      適宜 ：ワークショップ準備・会場整備 

 

      日時 ：平成 26 年 8 月 30 日（土）9：00～15：00 

      行事 ：建築と子供たち VOL.７．５ワークショップ開催 

場所 ：君津市糠田飛地 建築と子供たち会場 

 

日時未定ながらツリーハウスの完成に向けて見学会や勉強会を重ねていきます。 

また、防災を重点的に今できることを具体化し、計画を立て実現にむけていきます。他委員会との協

力も不可欠と考えますので、宜しくお願い致します。            (委員長 金光 朝子) 

 

*****会員紹介***** 

会員名  小松洋子  小松洋子設計事務所  代表 

             君津市在住 夫 父 の 3 人家族  

             本部の女性委員会発足時のメンバーの一人 

平成 26 年 7 月 18 日小松さんの事務所併用住宅にて 吉田広報委員とお話を伺いました。 

建築に進んだ理由は？ 

「建築が好きだったから」です            

小学校の休み時間、皆が校庭に遊びに飛び出し

て行く中、私は机を離れず、住宅やお店がつい

た建物（併用住宅）の今思えば平面プランを描

いて遊んでいました。 

日曜日の新聞にマイホームデザインの特集が載

っているのを切り抜き、当時はパースや平面図

という言葉は，知らなかったんですが、そうい

う類のスクラップを作ってました。 
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家が工務店とか設計事務所とかで建築に進む人が多いと思いますが、私の家は建築とは縁もゆか

りも無かったんですがね・・・・ 

高校で進路を決めるとき、先生にも建築を勧められ建築の学校に進みました。 

その学校の同級生とは今でも交流があり、先日も遠くは長野県から我が家に泊まりがけで来て、

数人とデッキでバーベキューをして楽しみました。 

※ 小学生で遊びが＜設計＞とはスゴイですね と吉田委員 

１日のサイクルはどのようにされていますか？ 

今は、勤めているときと違って家が仕事場ということもあり、時間的にある程度は融通がきく

ので 一番が主人の病気治療を優先にしています。時には施主との打ち合わせ、現場検査等、時

間が決められているときは、やりくりしています。  

趣味は？ 

土をいじることです。できるものなら一日中

外にいて畑や花の手入れをしたいです。 

※案内された畑は、ガーデニングされた庭と

家を囲むように広がり、ズッキーニ、パブリカ、

ブラックベリー、いちじく、枝豆、とうもろこ

し、等々家庭菜園、趣味の域を超えた、作物が

元気に緑の葉を光らせていました。ちなみにジ

ャガイモはインカのめざめや北アカリ等も収穫

し、採れたて野菜は姫路と埼玉に住む娘さんた

ちに送っているそうです。 

 

建築について 

建築とは、その家に住む人の為のものであって、お客さんの為の家ではない。 

施主と話して感じることは、来訪するひとの為、見栄みたいなのが優先しがちなのですが、そう

ではなく、住む人自身が快適、健康的に過ごせる家がいいと思う。格好や意匠が先行してしまい、

機能性が劣ることがあってはいけないと思います。 

※ 仕事と家庭を両立させ素敵な家（作品）を数々のこしてしてきた普通の人っぽいキャリヤウ

ーマン。子育て、介護、等いろいろな経験をされ、女性の視線からの設計でこれからも活躍

をされることと思いました。 （岡山） 
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木造住宅耐震診断事業及び耐震改修・ﾘﾌｫｰﾑ事業の実績について 

木更津市 
       

 

 年度 

無料耐震 

相談会 

耐震診断 

(一般診断） 
耐震改修工事 リフォーム工事 

件数 件数 件数 平均工事費 平均補助金 件数 平均工事費 平均補助金 

24 年度 23 10  7  155 万円   30 万円  5  228 万円   18 万円  

25 年度 19 6  5  137 万円   25 万円  4  266 万円   17 万円  

      
（千円単位は切り捨て） 

君津市 
        

 

 年度 

無料耐震 

相談会 

耐震診断 

(一般診断） 
耐震改修工事 リフォーム工事 

件数 件数 件数 平均工事費 平均補助金 件数 平均工事費 平均補助金 

24 年度 56 10 2  116 万円   36 万円  補助金制度なし 

25 年度 54 11 2  349 万円   40 万円  2  744 万円   30 万円  

      
（千円単位は切り捨て） 

富津市 
        

 

 年度 

無料耐震 

相談会 

耐震診断 

(一般診断） 
耐震改修工事 リフォーム工事 

件数 件数 件数 平均工事費 平均補助金 件数 平均工事費 平均補助金 

24 年度 6 3 1  131 万円   30 万円  1  512 万円   30 万円  

25 年度 1 1 0     0     

      
（千円単位は切り捨て） 

袖ケ浦市 
        

 

 年度 

無料耐震 

相談会 

耐震診断 

(一般診断） 
耐震改修工事 リフォーム工事 

件数 件数 件数 平均工事費 平均補助金 件数 平均工事費 平均補助金 

24 年度 73 68 21  125 万円   49 万円        

25 年度 46 33 18  136 万円   53 万円  14  193 万円   130 万円  

      
（千円単位は切り捨て） 
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【 熟語クイズ 】 

□の中に漢字を１文字入れて、矢印の方向に 2 字熟語をそれぞれ 4 つ作ってください。□に入る

文字を並べると何という四字熟語になるでしょう？答えは建築士会館迄ファック又はメールで。 

 

 

 

 

◇◇◇事務局よりお知らせ！！◇◇◇ 
平成 26 年度より事務局の営業日が変わりました。8 月営業日は下記の通りになります。ご迷惑をお掛

けしますが宜しくお願い致します。 

 8 月／18 日(月)、19 日(火)、21 日(木)、25 日(月)、26 日(火)、28 日(木) 

 

 

―編集後記―  

厳しい暑さが続いていますが、会員の皆さんはいかがお過ごしでしょうか？私は自家製の,黒にんに

くを食べたりドリンクを飲んだりと体力維持に懸命に取り組んでいます。 

先日会員の方に、かわら版のクイズを、夫婦でボケ防止に解いてるヨと言われました。嬉しくて、

元気を頂きました。応募宜しくお願いします。              （委員長 岡山 知美

子） 

  

 

 

      

 

 

事務局〒292-0823 木更津市桜井新町 2-6-2 

TEL：0438-37-2188 FAX：0438-37-2863 

http://www18.ocn.ne.jp/~shikai_k/ 

Ｅ-mail sikaikimitu@soleil.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

答     Ｖol.32 クイズの答え 相談件数 

 陸 

↓ 

  碁 

↓ 

  順 

↓ 

  捜 

↓ 

 

球←  →所 水→  →石 子←  →和 巡→  ←検 

 ↓ 

方 

  ↓ 

曲 

  ↓ 

印 

  ↓ 

察 

 

Ｖol.33 クイズの答え Ｎ 値 計 算 

mailto:sikaikimitu@soleil.ocn.ne.jp

