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新春号 （一社）神事協よこはま

新春のごあいさつ
支部長
あけましておめでとうございます。
設計事務所の仕事も人口減少高齢社会に連動して
大きく変わる厳しい中、横浜支部の活動にご協力い
ただき誠にありがとうございます。支部の組織は、上
部団体（一社）日本建築士事務所協会連合会の「憲
章」を基に、会員のスキルアップと支部の公益性を高
める活動は、法定団体の（一社）神奈川県建築士事
務所協会の組織とリンクさせ、業務支援の機会とな
る委員会活動に委員を多数派遣し連携を深めてまい
りました。オール神事協体制は、他支部とも交流、会
員相互の連携や親睦も生まれ嬉しく思っています。
又、「社会貢献・啓発活動・研鑽を積む」等、横浜支
部独自の活動が定着してきたことは、会員の皆様の
参加とご協力に感謝申し上げます。
新しい年を迎えるにあたり、支部である緩やかな
組織を再認識し、スピーディに、シンプルに、業務
の幅が広がる魅力づくりを、よりコンパクトな企画
で進めたいと思っています。

小渡

佳代子

■横浜市をはじめ、公共と連携した「住まいの相談
窓口」等は、会員のスキルを活かして広く社会に
貢献する。
■建築しごと展の開催は、会員の設計事務所の仕事
を市民に周知し啓発すると同時に会員相互の仕事
を知る機会とする。
■セミナーや講演は、会員および所員、建築に関わ
る人の研鑽を積む機会とする。
厳しい時代だからこそ既成概念に捉われず、社会
や環境の変化に求められ
る多面的な設計事務所の
仕事に、技術と倫理観を
持った信頼される協会を
創出して行く所存です。
横浜支部の多くの皆様に
ご参加いただくことをお
願いして、年頭のご挨拶
とさせていただきます。

年末報告会を終えて
副支部長
去る12月12日に（一社）神奈川県建築士事務所協
会横浜支部の年末報告会が行われました。
司会の遠藤総財務委員の開会宣言の後、小渡支部
長の挨拶、上部会である神奈川県建築士事務所協会
の白井会長からもご挨拶をいただきました、特に白井
会長の現在の建築業界の状況と今後は、設計事務所
や個人事務所にとっては厳しいものになっていくであ
ろう、そのために事務所協会がどのように関わってい
けるか、また、そのための変革を考えているとのお話
しがありました。続いて今年度上半期の事業内容と
決算の報告、今後の予定、新入会員の紹介が行われ
新会員の藤井様よりご挨拶をいただきました。
その後休憩をはさんで懇親会が行われました。こ
こでは先の日事連全国大会での横浜支部バス見学会
「和歌山の建築 黒川紀章を巡る」の報告が梅原副
支部長によって行われました。黒川紀章の略歴から
作品群、そしてバス見学会による写真をパワーポイン
トにまとめ、そのまま資料として残しておくべきもの
になっていました。
最後は、永野総財務委員の司会進行も楽しいビン
ゴ大会にてお開きとなりました。今回は参加人数も30
名ほどと例年よりも少なかったのですが、人数にあっ
た部屋を用意していただき、料理も例年より良かった

千賀

浩一

とのご意見が多く楽しい時間を過ごすことが出来ま
したが、設計事務所のあり方、協会のあり方につい
て考えさせられる時間でもありました。

支部長挨拶

会長挨拶

決算報告

懇親会でのバス旅行報告
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設計事務所のしごと展
副支部長
「第４回建築しごと展」は12月18日から12月24日ま
で、みなとみらい駅改札口傍の サブウェイギャラ
リーＭ で開催されました。
前回までの会場は東京ガス暮らしのライブラリーを
借りて行いましたが、今回は一般に開かれた展示場で
す。出展会員は15名でした。それぞれ力作が披露され
て充実した展示会となりました。「建築しごと展」の
目的は我々会員の仕事を多くの人に観て戴き、事務所
協会と建築士事務所の社会的地位の向上と、会員相互
のコミュニケーションを図ることにあると思います。
今回参加された会員のほとんどは意匠設計事務所
でした。それにも意味はあると思いますが、建築士
事務所協会の会員には構造設計事務所、土地家屋調
査士、工務店、など建築に携わるいろいろな業種の
事務所があります。
この「建築しごと展」にそれらの業種の会員も参加
されたら、もっと充実したものになると思います。そ
してそれを外から見たら事務所協会の全容がわかるの
ではないでしょうか。会員それぞれの仕事の発表の場
と捉えて、その仕事と建築との関わりについて、一般
の人にわかり易く説明するだけでも、事務所協会を理

日事連全国大会

志村

亥三六

解して戴くのに十分効果があると思います。
来年は多くの業種の事務所が参加されて益々盛り
上がった「建築しごと展」になるように、今から準
備をしようではありませんか。「第５回建築しごと
展」が素晴らしい展示会となる様、祈念致します。

ギャラリー入口

しごと展看板前にて

展示品観覧状況

出展者一同

横浜支部エキスカーション
副支部長

10月6日、和歌山県において、第41回日事連全国大
会が行われ、横浜支部ではそれに合わせ「和歌山の
建築 黒川紀章を巡る」と題したエキスカーション
を大会の翌日に行いました。
和歌山県の建築としては浦辺鎮太郎、妹島和世、
仙田満、相田武文、香山壽夫、等の作品もあります
が、質的にも量的にも多く、さらに5日後に10周忌と
なる黒川紀章氏に焦点をおきました。
10月7日、宿泊したホテルからマイクロバスに乗り、
休日にもかかわらず我々の為に開けてれた「有田川
町役場（旧吉備町役場）」から見学。4層吹抜けのホ
ールからは人口池を介して町内が一望でき、ダイナ
ミックなものでした。そして隣りに建つ「きびドー
ム」、これは有田みかんをイメージしたもので、地
下室やバックヤードも見る事が出来ました。それか
ら江戸時代の外科医「華岡青洲」をテーマとした博
物館「フラワーヒルミュージアム」、ここは全身麻
酔の材料としたマンダラゲをモチーフに設計された
もので、その花の形状が感じられるものでした。
そして最後は公共建築百選に選ばれた「和歌山県

梅原

義信

立近代美術館」「和歌山県立博物館」、その近代的
な外観は隣地に建つ和歌山城とあいまって和歌山県
の象徴となっていました。
全国大会は次回が東京、その次が福島、それ以降
は各単位会を廻るとの事で、支部のエキスカーショ
ンも今回のように全国を廻れたらと思います。

有田町役場 1 階ホールにて

きびドーム エントランス前

フラワーヒルミュージアム

和歌山県立近代美術館
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スポーツ大会
鶴見地区
11月26日（日）日頃の行いの良さが天に通じて、
とても素晴らしい天気に恵まれ、日産自動車追浜工
場の体育館でドッジボール大会が行われました。
出席者は、総勢150余人、8チームに分かれゲーム
を行い競い合いました。たかがドッジボールと思っ
ていましたら飛んでもございませんでした。かなり
の運動量と力のいるスポーツなのだと感心いたしま
した。審判チーム4名VS精鋭10名のエキジビション
試合では開始早々に10名がコートから消え去り、完
敗でした。簡単そうで奥の深いスポーツだと実感し
ました。順位は3位、湘南支部2位、横須賀支部Aチ
ーム、1位は相模原支部でした。我が横浜・川崎混成
チームは最下位？でした。

坂本

昌己

その後の懇親会
では、各支部とも
楽しく談笑しなが
ら懇親を深めたよ
うです。
試合開始

横浜・川崎連合チーム

中ブロック活動紹介
西地区長

吉岡

徹

中地区、西地区、保土ヶ谷地区からなる中ブロックは 地区からは3名の計8名とごく少数ではありましたが、美
横浜支部ブロックの中で会員数が最大の74名で構成さ 味しい料理を頂きながら中ブロックの社会貢献活動は
れています。過去のブロック活動としては一昨年に懇親 「植樹」に決定しました。
会を開いたものの昨年度は活動を行うことが出来なかっ
たため、今年度は何か行おうと地区長3名で話し合い、
社会貢献活動を行うこととしました。しかしながら社会
貢献活動といっても漠然としており何を行ったらよいの
か、中ブロック会員に懇親会を兼ねて集まって頂き決め
ることとし、9月15日に保土ヶ谷地区長・星様の推薦で
天王町にある「割烹 千とせ」に集まりました。
出席者は中地区から1名、保土ヶ谷地区からは4名、西

ようこそ

氏

名

長谷山

鶴見

西

松山

中

灘

退

会

ブロック長さん・地区長さん新入会員です。 宜しくお願い致します。

■平成29年6月1日から平成29年12月31日までに入会された事務所の方々

地区名

泰三

訓大

富志男

事

務

所

〒

住

㈱メディック一級建築士事務所

230-0003

横浜市鶴見区尻手1-11-13

AHC一級建築士事務所

220-0002

横浜市西区南軽井沢5-1

㈱三光ビルサービス社一級建築士事務所

231-0005

横浜市中区本町1-3

綜通横浜ビル

■平成29年7月から今までに退会された事務所の方々

事

地区名
鶴見
西
港南
緑・青葉

務

氏

所

名

〒

住

所

ナイスホーム㈱一級建築士事務所

清水

勝

230-8571

横浜市鶴見区鶴見中央4-33-1

日総ビルディング㈱一級建築士事務所

社本

光生

222-0033

横浜市港北区新横浜3-7-18

第2上野ビル6階

㈱住宅リフォーム神奈川一級建築士事務所

大谷

一二

234-0054

横浜市港南区港南台5-5-1

桜本建築設計事務所

桜本

将樹

227-0035

横浜市青葉区すみよし台24-6

会勢報告

Atelier-SAS

平成29年6月1日現在

鶴見

神奈川

西

中

南

港南

20

23

25

44

16

14

保土ヶ谷 旭･泉･瀬
5

20

磯･金

港北

緑･青

都筑

戸･栄

合計

17

23

18

13

24

262
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