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  私たちは、広島県の中央地域の賀茂・竹原地区で活動する建築士の団体です。

＜ホームページ移行のお知らせ＞

このアドレスでのホームページは１１月１０日に消えてしまいます。新しいアドレスは下記です。

新ＨＰ「http://kenchiku.a.la9.jp/higashi/」

今後は，このアドレスで見てください。

＜現場見学会のご案内＞→開催中です。中四国・九州一の高さになる高層ビルの見学中です。
前田建設工業様のご厚意により，広島駅南口Ｂブロック市街地再開発事業の見学ができることになり
ました。
タイトル：広島駅南Ｂブロック市街地再開発見学会
日時：７月１６日（土）15:00-17:00
集合時間：15:00
集合場所：広島市南区的場町１丁目３－６ 広島的場ビル２階
募集人数：２０名（申し込みの先着順，定員になり次第締め切ります）
講師：前田建設工業㈱中国支店の担当者
参加費：無料

参加可能人数に限りがあります。ご参加くださる方は，技術研修委員長：柳河（---）まで，メールをくだ
さい。
※ 当支部の技術研修委員会が中心になって運営するものです。

前田建設工業の方のご説明で，工事を見学させていただいています。

＜建研塾のご案内＞
４月の熊本地震で大きな被害がありましたことにお見舞い申し上げます。今回の建研塾では，当支部
から応急危険度判定活動に参加した活動報告とともに，建物の耐震改修や地震保険制度を取り上げ
ます。
テーマ：「地震に備える耐震改修と地震保険制度」
研修会１「熊本地震被災建築物高級危険度判定への参加報告会」

講師：吉川澄生（当支部長）
研究会２「木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事の補助制度」

講師：東広島市の荒谷尚輝（当支部会員）
研究会３「地震保険制度の概要」

講師：広島県農業共済組合東広島支所長 白石政美
日時：２０１６年９月４日（日）13：30－15：00（受付13:00～）
場所：下見福祉会館（１階，第二・第三会議室）東広島
参加費：無料
定員：５０名（先着順とします）

多数のみなさんのご参加をお願いします。ご参加くださる方は，塾長：高尾まで電話（---）をください。
※ 当支部の技術研修委員会，建研塾塾長が中心となって運営するものです。



＜出前授業の活動計画＞  →警報発令のため，中止の可能性あり。小学校が休校となるためです。
天候次第です。→警報が解除されて，無事実施できました。講師の佐藤先生，ありがとうございまし
た。準備・運営にあたった青年女性委員会のみなさん，お疲れ様でした。

この出前授業は，翌日のＮＨＫで紹介されるとともに，中国新聞でも報道されました。

去年の「建築士の日」のイベントに引き続き，今年も実施することになりました。
今年の活動は，高美ヶ丘中学校での出前授業を行います。
タイトル：「今では考えられない昔の人による本物の家づくり―建築士会東広島支部による出前授業
―」
講師：佐藤大規氏（広島大学総合博物館）
日時：２０１６年７月１３日（水）14：10－16：00
場所：高美ヶ丘中学校体育館

会員の中で，準備を手伝ってくださる方を募集します。準備スタッフとして参加してくださる方は，青年
女性委員会委員長（実森）まで電話をください。

案内チラシはこちらです「本物の家づくり１」「本物の家づくり２」。

※ この行事は，中学校での出前授業ですので，会員みなさんの一般参加はできません。

※ 当支部の青年・女性委員会が中心になって企画・運営するものです。 



＜熊本地震応急危険度判定活動報告＞
   この度の，地震で被害にあわれた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
   この地震による建物被害の応急危険度判定として，当支部からも判定士４名を派遣しました。被災
建築物応急危険度判定は，地震で被害を受けた建物がその後の余震に耐えうるものかどうかを判定
することでその後の二次災害を防ぐものです。
   行程：４月２８日（木）～５月１日（日）
   調査活動日：４月２９日～５月１日
   調査地区：熊本市城南町舞原，塚原
   判定士：吉川，清水，坪原，高尾
   ３日間で１１６件の判定を行ったそうです。うち危険判定をした２６件に対して二次災害防止のための
注意喚起をしています。活動状況は，１４日の総会後に速報的に報告して，詳細は建研塾で報告する
予定です。

１４日の総会後に，河野さん，高尾さんにより報告がありました。応急危険度判定でどのような理由で
要注意判定になったのかの説明がありました。瓦の脱落や，木造住宅の基礎がコンクリートブロック造
になっていて，それが大きく損傷していることが報告されました。





＜支部総会の予定＞→開催済み
   平成２８年度の支部総会は，５月１４日（土）です。支部会員みなさんへ，往復はがきでご案内してい
ます。返信はがきで出席のご回答をいただき，多数のみなさんのご出席をお願いします。やむをえず
ご欠席の方は，委任状に署名して返信ください。
  日時：５月１４日（土）１６時から
  場所：西条ＨＡＫＵＷＡホテル
  総会に付随して熊本地震応急危険度判定活動報告を予定しています。
  １７時半から意見交換会があります。
※ 開催し，前年度の活動報告と新年度の予算・事業予定を承認しました。

   総会に先立ち，５月７日（土）に幹事会を行います。幹事会では総会へ提出する議案を審議します。
幹事のみなさんへ，往復はがきでご案内しています。返信はがきでご回答の上，ご出席をお願いしま
す。
  日時：５月７日（土）１０時から
  場所：支部事務局（楠本建設）

＜本部総会＞
本部総会は，５月２８日（土）です。会員全員に往復はがきが届いていると思います。

＜連合会行事のご案内＞
   建築士会連合会の行事について会員への周知依頼がありましたのでご案内します。
   「第９回まちづくり賞」の受付がはじまります。詳しくは，＜まちづくり賞＞をご覧ください。

＜シンポジウムのご案内＞
当支部の行事ではありませんが，建築士のみなさんにも有益と思われますのでご紹介します。
主催：日本建築学会中国支部
シンポジウム名：「応災～災害支援に対する建築学際のあり方～」
基調講演：牧　紀男（京都大学防災研究所教授）
パネルディスカッション：牧氏他４名による
日時：2016年3月5日（土）13：00－16：30（受付12:30～）
場所：近畿大学工学部メディアセンター・マルチメデイア講義室(H120)
　　　（東広島市高屋うめの辺1番）
参加費：無料

近畿大学の開催担当の先生から，当支部会員へも案内してほしいとの要請がありました。ご興味のあ
る方はぜひご参加ください。
ご参加くださる方は，当支部からの参加者数把握のため，技術研修委員長：清水（---）まで連絡くださ
い。
※ このシンポジウムは，学会の中国支部研究発表会のひとつのプログラムです。発表会としての総合

受付はしてください。



＜支部ボウリング大会＞ ⇒ 開催済み
日時：平成２８年２月６日(土)１０時３０分開始
場所：賀茂ボウル
集合時間：１０時
参加費：１０００円
申し込み方法：１月２０日までにメールかＦＡＸで申込み
申し込み先：(有)松田建築設計事務所　松田

TEL：---，FAX：---，携帯：---，メール：---
「ボウリング大会参加希望」と書いて，氏名，住所，連絡先を書いて送ってください。

開催担当：交流厚生委員会
※ 上記は開催済みです。

＜建研塾の開催＞ ⇒ 開催済み。
内容：古材再利用による家づくり
講師：高杉工務店代表高杉栄治
日時：平成２８年２月７日(日)１３時３０分から１５時まで（開場は１３時）
場所：下見福祉会館（東広島市西条町下見）
参加費：無料
定員：３０名（先着順とします）
申し込み方法：２月４日までにメールかＦＡＸで申込み。
申し込み先：高尾康明

FAX:---,Mail:---
「建研塾参加希望」と書いて，氏名，住所，連絡先を書いて送ってください。

開催担当：建研塾塾長
※ 上記建研塾は開催済みです。解体時に生じる木材のうち古材として使用できそうなものをストックし

て適材適所に使っていくことが紹介されました。１９０年前に伐採された松材を製材したら今でも松脂
が染み出てくるなど驚きの報告がありました。講師を務めてくださいました高杉さん，ありがとうござ
いました。また，当日，会場へおいでくださいました皆様，ありがとうございました。

ボウリング大会は支部会員限定で，建研塾は，支部会員であるかないかにかかわらず参加可能で
す。みなさんのご参加をお待ちしています。

＜支部行事のご案内＞→実施済み。会員外の人を含め約６０人もの参加があり，終了しました。ご参
加いただきましたみなさま，ありがとうございました。そして，施設を見せて頂き，ご案内・ご説明もくだ
さいました東広島市の職員様にお礼申し上げます。
東広島市の市民ホール「くらら」の見学会
日時：平成２８年１月３０日(土)１０：００～１１：３０
場所：東広島市西条栄町の東広島芸術文化ホール
集合時間：９時４５分（時間厳守）
集合場所：東広島市役所本館駐車場側玄関前（市役所駐車場は有料です）
申し込み方法：１月２０日までにメールかＦＡＸで申込み。
申し込み先：技術研修委員会（有限会社清水建築構造事務所）

FAX:---,Mail:---
「くらら見学会参加希望」と書いて，氏名，住所，連絡先を書いて送ってください。

開催担当：技術・研修委員会

←見学風景



＜支部報「居蔵」発行のご案内＞→本日（１２月２６日）発送しました。
毎年発行している「居蔵」を今年も12月末に発行できる運びとなりました。編集委員会としての最大行
事で，年末に発行できることにホッとしています。年末にみなさまのところに届くと思いますのでご覧に
なってください。
    ↓
本日（１２月２６日）発送しました。年末にみなさまのところへ届くと思います。ご一読ください。
＜居蔵２５号目次＞
今年の居蔵には，７月に開催した景観シンポジウムの結果を掲載しています。実際に中身のあるシン
ポジウムでしたし文書を読んでもそのことがわかると思います。そして，タイムリーな話題の原稿もあり
ます。ぜひ，読んでください。
居蔵に３つの折込チラシを入れています。くらら見学会とボウリング大会と建研塾です。

＜専攻建築士の更新手続きについて＞
この制度が始まったのが平成17年度で，５年ごとの更新ですから，最初に登録した人は今年度末で専
攻建築士の有効期限が来ます。更新手続きが必要ですので，皆さんご準備ください。
更新手続きは，2016年1月から2月末まで本部のホームページでできます。
専攻建築士の更新には，ＣＰＤ単位の取得が必要で，５年間の実績ですから60単位のＣＰＤが必要で
す。その60単位の取得は，2011年1月から2015年12月までに行ったものが条件とされてますので，更
新手続きを始めようとした時に不足していて単位を追加しようとしても，有効な単位とはみなされませ
ん。
したがって，12月中に60単位を取得して置くようにしましょう。

＜県外見学会のご案内＞ → 開催済み
   今年は，山口県防府市へ行きます。月の桂の庭・英雲荘を見学します。会員皆さんにははがきでお
知らせしました。会員でない方も建築に興味のある人なら参加いただけます。
開催日時：11月7日（土）
概略行程：8時東広島市役所発→月の桂の庭→英雲荘→17時東広島市役所にて解散
参加費用：3000円（予定）
申込み方法：清水建築構造事務所へ10月23日までにＦＡＸまたはＥメールで申し込み。
        ＦＡＸ：---       e-mail：---

＜東広島の「さけまつり」に出展＞→当日です。準備中です。→はじまっています。たくさんの手形作品
ができて，子供たちの笑顔であふれています。
   私たちは東広島市西条町で行われるビックイベント「酒まつり」に毎年参加しています。そして，今年
も出展を決定しました。出展内容は，漆喰手形取りです。毎年，子供たちの成長の記念にと，大好評で
す。

場所：東広島市西条町西本町の駐車場

  今年も，子供たちの笑顔を待っています。

  ※ 支部会員みなさんへ。出展を手伝ってくださる方は，朝9時に会場へおいでください。





＜「くらら」見学会のご案内＞
   東広島市の市民ホール「くらら」の見学会を計画しています。平成２８年１月３０日です。決定しました
らこのページとはがきでお知らせします。



＜県外見学会のご案内＞
現在，技術研修委員会で計画中です。→決定しました。
   今年は，防府市へ行きます。会員皆さんにははがきでご案内します。会員でない方も建築に興味の
ある人なら参加いただけます。
開催日時：11月7日（土）
決定次第，はがきとこのページで紹介します。

＜「酒まつり」出展決定＞
今年も，東広島市の大イベント「酒まつり」に東広島支部として出展します。
例年の「漆喰手形取り」です。
青年女性委員会で準備中です。
日時：10月10日（土）
場所は，西条町西本町のいつもの場所です。
  ※ 支部会員みなさんへ。出展を手伝ってくださる方は，朝9時に会場へおいでください。
  ※ 常任幹事のみなさんへ。今月の常任幹事会はさけまつり当日の９時からこの場所で行います。

＜支部報「居蔵」原稿募集＞
このＨＰを運営する編集委員会の毎年の最大業務である「居蔵」発行時期が来ました。
年末の発送に向けて準備中です。
「居蔵」は，みなさまの原稿で成り立っています。作品紹介，会員だよりの原稿を募集します。原稿を書
いていただける方は，編集委員長：北本まで連絡ください。全体構成の都合がありますので，あらかじ
めタイトルと要旨を教えてください。原稿を書いてくださる方は，支部アドレス「ken-
higashi@leaf.ocn.ne.jp」へお願いします。10月10日までとします。

＜支部会員皆さんの住所変更など＞
支部会員のみなさんで，住所，連絡先，勤務先などが変更になりましたら，支部アドレス「ken-
higashi@leaf.ocn.ne.jp」へ連絡をお願いします。

＜「建研塾」開催のご案内＞
   平成２７年度第１回「建研塾」を開催します。自然素材である漆喰の新技術による工法に取り組まれ
ている㈱建築舎の佐藤陽一氏をお迎えして「新しい漆喰壁（瀬戸漆喰）の特徴と効果」についてご講演
いただきます。シックハウス症候群を出さない家づくりは作る側にとっても住む側にとっても大きな課題
ではないでしょうか。支部会員の皆様に限らず，市民の皆様もご参加いただけます。ぜひ，ご参加くだ
さい。
日時：９月６日（日）１３：３０～１５：００（１３：００開場）
場所：下見福祉会館
定員：３０名（申込み順）
参加費：無料
申込み方法：塾長高尾康明へ電話・ＦＡＸ（---）またはメール（---）で申し込み。



＜シンポジウムの予定＞  →本日開催です。講師の瀬戸先生もご到着され，会場準備もできました。
→ 現在開催中です。瀬戸先生の熱い講演です。まちづくり活動に熱心に取り組まれてきた行動力に感動です。
⇒⇒約７０人の出席があり，ご講演とグループ討議でまちづくりへの思いが共有できました。意見交換会では普段
の建築士会だけで行っている行事とは違い，種々の分野でご活躍されるみなさんとの交流ができました。
ご参加くださいましたみなさま，瀬戸先生，本当にありがとうございました。そして，開催・運営にあたった青年部の
みなさん，素晴らしい取り組みで成果があったことをここに記すことで，この開催を讃えます。

   ７月４日（土）に景観問題をテーマとしてシンポジウムを行います。
テーマ：景観から見える問題を解決に向けて 本気で考えるシンポジウム
日時：７月４日（土）１３：３０－１７：３０
会場：東西条地域センター（東広島市西条土与丸２丁目３－４）
主催：広島県建築士会東広島支部
共催：エコネットひがしひろしま，酔える景観永遠の会
後援：東広島市，東広島市教育委員会，西条・山と水の環境機構，株式会社小泉新聞舗
内容：「環境面，家づくりの本質，伝統文化の継承問題，まち並み等」実森尊信

「先進事例報告  景観まちづくりとは」瀬戸達
シンポジウムにはグループ討議を含みます。また，終了後は酒蔵通り見学があります。

意見交換会：会費５０００円程度。別会場にて
   この行事は青年部が中心になって企画・運営します。真剣に取り組んでいますので，みなさまの多数のご参加
をお願いします。
   ご参加には申し込みが必要です。Mail:○○@○○.ne.jp へお願いします。参加者の氏名，連絡先，シンポジウ
ムへの参加，意見交換会への参加を記載してメールしてください。
   チラシはこちらです⇒「景観から見える問題を解決に向けて 本気で考えるシンポジウム」

＜事務局移転のお知らせ＞
   ７月６日，事務局を移転しました。
   新しい事務局は，東広島市西条町上市５－２６（カネクスビル 楠本建設内）です。
   新しい電話番号は，０８２－４３７－３５５３です。
   新しいメールアドレスは，「ken-higashi@leaf.ocn.ne.jp」です。

＜総会のお知らせ＞ → 開催済み。全議案が承認されました。
   総会開催をご案内します。当支部会員のみなさん全員へ往復はがきでご案内しています。ぜひご出
席ください。返信はがきで出欠（欠席の場合は委任状）を返信してください。総会では前年度事業報告
と決算報告と今年度予算と今年度事業計画を審議します。また，東広島市建築指導課長を講師に招
き，最新の建築基準法改正情報の説明を受けます。
日時：５月１６日（土）１６時から
場所：ＨＡＫＵＷＡホテル

本年度の新しい行事として，７月１日の建築士の日にちなんでシンポジウムを行うことを決定しました。
日時：７月４日（土）
テーマ：景観から見える問題を解決に向けて本気で考えるシンポジウム（仮名）



＜幹事会開催のお知らせ＞→開催済み
   幹事会を開催します。当支部幹事のみなさんへは往復はがきでご案内しています。返信はがきで出
欠（欠席の場合は委任状）を返信してください。幹事とは，総務，編集，企画，スポーツ，青年，まちづく
りの各委員会の委員になっている人です。
日時：５月９日（土）１０時から
場所：下見福祉会館

本日の幹事会で，本年度の新しい行事として，７月１日の建築士の日にちなんでシンポジウムを行う方
針とし，総会に提案することを決定しました。
日時：７月４日（土）
テーマ：景観から見える問題を解決に向けて本気で考えるシンポジウム（仮名）

＜新春ボウリング大会のご案内＞→開催済み。３月７日の本部大会に選手を派遣して，４位の成績を
得ました。
  毎年恒例の支部ボウリング大会を開催します。ささやかな商品を用意しています。会員皆さんのご参
加をお待ちしています。
日時：平成２７年２月１４日（土）午前９時半から
場所：賀茂ボール
参加費：１，０００円
   会員皆さんへは「居蔵」の折込チラシでご案内します。なお，このボウリング大会は本部ボウリング
大会の選手選考を兼ねています。

＜「建研塾」開催のご案内＞→開催済み。約２０名の参加があり盛況でした。
   平成２６年度第２回「建研塾」を開催します。建築士事務所を開設している梶津圭右氏をお迎えして
「設計・工事監理の実務」について熱く語っていただきます。支部会員の皆様に限らず，市民の皆様も
ご参加いただけます。ぜひ，ご参加ください。
日時：２月７日（土）１３：３０～１５：００（１３：００開場）
場所：下見福祉会館
定員：３０名（申込み順）
参加費：無料
申込み方法：塾長高尾康明へ電話またはＦＡＸで申し込み。

＜支部報「居蔵」発送しました＞
   年１回発行している支部報「居蔵」を本日(１２月２７日)発送しました。
   今年もなんとか年内の発行・発送ができました。これも，原稿を寄せてくださったみなさまのおかげで
す。本当にありがとうございました。
   今年の居蔵では，竹原市からの原稿を頂きました。竹原小学校体育館の紹介をベースとして対談形
式で竹原の魅力を紹介しています。また，会員だよりで，気持ちのこもったすばらしい原稿を掲載して
います。届きましたらぜひともお読みください。
   このＨＰ上では目次だけ紹介します。＜居蔵目次＞

＜県外見学会のご案内＞→開催済み。
   今年は，雲南市の吉田町へ行きます。吉田町には，田部家土蔵群とたたら製鉄の博物館がありま
す。会員皆さんにははがきでご案内します。会員でない方も建築に興味のある人なら参加いただけま
す。
開催日時：11月30日（日）
概略行程：9時東広島市役所発→稲わら工房→鉄の歴史博物館→田部家土蔵群→菅谷たたら山内
→17時東広島市役所にて解散
参加費用：2000円（予定）
申込み方法：清水建築構造事務所へＦＡＸまたはＥメールで申し込み。
        ＦＡＸ：       e-mail：

＜支部報「居蔵」編集中＞→原稿は締め切りました。 年末の発行に向けて作業中！
   当支部編集委員会では，「居蔵」の毎年１２月の発行に向けて編集作業中です。会員皆様の自由原
稿を募集しますので，建築士の会報としてふさわしい記事を書いてくださる方はご連絡をお願いしま
す。
締切：１０月１５日ごろまで
連絡先：編集委員長北本まで



＜現場見学会のご案内＞ → 開催済み
   広島県立賀茂高等学校で行っている耐震改修工事の見学会を実施します。会員みなさんへははが
きを出しましたので届いていると思います。ぜひ，ご参加ください。
日時：１０月１８日（土）１０：００～１２：００
場所：賀茂高等学校
申込み方法：清水建築構造事務所へＦＡＸまたはＥメールで申し込み。
        ＦＡＸ：       e-mail：
   当日，近畿大学の先生2人，学生11人，支部会員15人，一般4人のご参加をいただき，見学会を開
催しました。ご参加くださいましたみなさん，ありがとうございました。



******************************************************************

＜酒まつり出展準備中＞→当日です。準備中です。→はじまりました。子供たちの笑顔であふれています。→終了しました。



私たちは東広島市西条町で行われるビックイベント「酒まつり」に毎年参加しています。そして，今年も出展を決定しました。

  出展内容は，漆喰手形取りです。毎年，子供たちの成長の記念にと，大好評です。

出展日：10月11日（土）

場所：東広島市西条町西本町の駐車場

  今年も，子供たちの笑顔を待っています。

  ※ 支部会員みなさんへ。出展を手伝ってくださる方は，朝9時に会場へおいでください。

  ※ 常任幹事のみなさんへ。今月の常任幹事会はさけまつり当日の９時からこの場所で行います。

   



      会場は，上の地図の「小竹商店」と書いてあるところのちょっと南側です。

******************************************************************

＜建研塾研修会開催のお知らせ＞→本日開催中です。→開催済み。

    市民の皆さんもご参加いただける研修会として好評の建研塾を開催します。今回のテーマは「木造住宅の耐震診断と耐
震改修」です。技術的な内容だけではなく，東広島市の補助制度も解説頂きます。また，事例発表もあります。支部会員のみ
なさん，市民のみなさん，ぜひ，ご参加ください。

研修会１  木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事の補助制度について

        講師  東広島市建設部住宅課の担当者：有根利彦

研修会２  耐震診断及び耐震改修工事のビフォー，アフターについて

        講師  岡田文夫氏（岡田建築設計事務所）

開催日時  平成２６年９月２７日（土）  １０時３０分～（開場１０時より）１２時を予定

開催場所  下見福祉会館（１階、第二・第三会議室）

　　　　　東広島市西条町下見５－４－３

参 加 費 無料

定　　員　３０名（先着順とします）

申し込み  髙尾康明  電話・ファクス  ０００－０００－００００

   ９月２７日に予定通り開催して，１９名の出席がありました。東広島市の補助制度の説明のあと，実際に補強工事をした事
例の紹介がありました。市民のみなさんの参加もあり，住宅の耐震補強への関心の高さが感じられました。講師の有根さ
ん，岡田さんありがとうございました。

******************************************************************

＜広島土砂災害について＞

８月２０日早朝に発生した広島市安佐南区・安佐北区における土砂災害について，被害を受けた皆様に謹んでお見舞い申し
上げます。

広島県建築士会では，家屋の被害を受けられた方への住宅再建の支援として「被災住宅及び建築物の復旧等に関する建
築相談窓口」を設置することになりました。

当支部では，この窓口で被災者への建築相談に対応する建築相談員を出すこととしました。

つきましては，当支部会員で，この建築相談員を対応してくださる方は，支部長吉川までメールをください。

Mail:

業務内容は，安佐北区役所，安佐南区役所で，朝９時から夕方５時まで被災者の建築相談を受けることです。相談対応につ
いては相談員を希望した人にお伝えします。建築相談員への報酬はありません。交通費のみ支給します。

******************************************************************

＜支部長交代＞

５月１８日の総会で，支部長の交代が承認されました。石竹支部長が退任し吉川新支部長になりました。

    <新支部長からのあいさつ>

******************************************************************

＜支部総会のご案内＞→開催済み

  今年の支部総会は，５月１８日（日）を予定しています。会員皆さんへははがきでお知らせしますので，ご参加ください。 → 
１８日に決定しました。はがきが届いていると思います。みなさま，ご参加ください。

日時：５月１８日（日） １６：００から

場所：西条HAKUWAホテル

講演会は，東広島市営繕課職員による営繕工事の事業概要と工事講評です。

※委員のみなさんは準備がありますので，１時間ぐらい前に来てください。



  支部総会に先立つ幹事会は５月１２日（月）６時です。これは各委員会の委員の皆さんに参加していただくものです。委員の
皆さんへははがきで案内します。ご出席をお願いします。 → 幹事のみなさんにはがきを発送しました。場所は下見福祉会館
です。→ 幹事会開催済み。来週の総会に向けて，２５年度事業報告と２６年度の事業計画などを承認しました。

  本部総会は，５月２７日(火)の予定です。本部からはがきで案内があるはずです。

******************************************************************

＜視察研修のお知らせ「大洲城見学及び内子町の町並み散策」＞ ⇒ 開催済み

  １９名の参加があり，天候にも恵まれ，すばらしい街並みと城郭が見学できて参加メンバーの和気あいあいとした交流もで
きて，有意義な視察研修でした。

  恒例の視察研修を行います。今年の見学先は，愛媛県大洲市の大洲城・臥龍山荘と内子町の町並み散策です。木造のみ
ごとな城が残っているだけでなく，豊かな街並みが見学できます。また，内子町の内子座も見学します。

日時：３月１６日(日) 日帰り

集合解散場所：東広島市役所西側

概略工程：

  ７時半東広島出発 ⇒ 大洲城見学 ⇒ 臥龍山荘見学 ⇒ 内子町街並み散策 ⇒ ２０時東広島で解散

参加費用：ひとり３０００円

申し込み先：企画研修委員会委員長の清水まで  デンワ082-421-3202  FAX082-421-0221

申し込み締め切り：２月２８日

  会員皆さんへは，２月５日にはがきでお知らせしました。また，会員以外のみなさんも古い街並みや木造建築にご興味のあ
る方はご参加いただけます。ぜひとも，会員のみなさんも会員でない方もご参加ください。

******************************************************************

＜本部ボウリング大会の結果＞

２月１５日に行われた本部ボウリング大会に参加して，東広島支部選抜チームは３位でした。東広島ドリームチームのみなさ
んの健闘が光りました。

******************************************************************

******************************************************************

＜本ホームページの発行者＞
広島県建築士会東広島支部     ＜広島県建築士会へ＞
所在：〒739-0047　広島県東広島市西条町上市５－２６（カネクスビル 楠本建設内）
電話・ＦＡＸ：082-437-3553
      （このホームページの作成は、編集委員会が担当しています。）
メールアドレス：ken-higashi@leaf.ocn.ne.jp


