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関東甲信越建築士会ブロック会

各都県建築士会 御中  
令和3年３月吉日  

 
 

関東甲信越建築士会ブロック会  

青年建築士協議会 

会 長  田村 貴大 

 

一般社団法人 茨城県建築士会  

会 長  柴 和伸 

 

関東甲信越建築士会ブロック会 

青年建築士協議会茨城大会 

実行委員長 櫻井 充 

 

令和3年度関東甲信越建築士会ブロック会  

青年建築士協議会茨城大会のご案内について  

 

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  

平素は本会の運営にあたり格別のご支援とご協力を賜り、心から厚く御礼申し上げます。 

この度、茨城県水戸市におきまして令和3年6月19日に、令和3年度関東甲信越建築士会ブロック

会青年建築士協議会茨城大会を開催することとなりました。本大会は初のリモート開催と

なり社会情勢に対応し、安全安心、柔軟な対応にて開催いたします。 

 （18日に、関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会理事会をリモート開催） 

つきましては、本大会を別紙大会実施要綱のとおり開催いたしますので、別紙参照の上、

期日までにお手続き下さいますようよろしくお願い申し上げます。  

皆様のご参加を心よりお待ちしております。  

なお、この大会の内容についてご質問、不明な点等がございましたら、下記までご連絡をいただ

ければ幸いです。  

 

《 連絡先 》

一般社団法人 茨城県建築士会  

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町 978-30 建築会館 2F  

TEL.029-305-0329 / FAX.029-305-0330  

事務局 長山
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令和３年度 関東甲信越建築士会ブロック会 青年建築士協議会 

２０２１ 茨 城 大 会 
実 施 要 項 

Ⅰ．大会概要 

■主催 関東甲信越建築士会ブロック会 青年建築士協議会 

■共催 一般社団法人 茨城県建築士会 青年女性委員会 

■対象 関東甲信越建築士会ブロック会に所属する青年女性建築士 

    （全国の建築士会に所属する青年建築士も参加可能） 

■開催日 2021 年6 月19 日（土） 

（18日 関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会理事会をリモート開催） 

■会場 リモート開催 運営本部は茨城県水戸市 

    本部：50名程度の入れる会議室 仮予約済 ウエストヒルズホテル 

■宿泊 リモート開催の為一般参加者の宿泊無し、運営本部は宿泊あり 

    理事、発表者は開催県宿泊の可能性あり（50名程度） 

    ウエストヒルズホテル 50名仮予約済（18日、19日） 

    ※コロナ禍の社会情勢と合わせて現地宿泊等は引き続き調整 

■交通 リモート開催の為一般参加者の移動無し、運営本部は開催場所へ集合 

 

■「大会テーマ」 

 

 

 

 

 

 

 
 

２０２０年初頭より世界中で猛威を振るっているコロナウィルスの影響下において、

これまで直面したことのない状況にあります。社会的な閉塞感や、先の見えない状況

に置かれた今「でどうするのか」という所を我々建築士が考えていきたい。 

 

こんな状況だけど、「どうする？」 

ただ現状を否定するだけのＵＮではなく、これからを見据えてＤＯする。 

ＵＮ→ＤＯにシフトして行きたい。 

否定ではなく前向きにＤＯ（アクション）していく意識を持って行きたい。 

ＵＮを否定して、ＤＯを肯定する、この「ＵＮ→ＤＯ」を我々建築士が考えていく。 

２０２０「運動と建築」 → ２０２１「ＵＮ→ＤＯと建築」 
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分科会各テーマ 

◎第一分科会テーマ こんな時代だけど「どうする？」 活動報告 

◎第二分科会テーマ こんな時代だけど「共有しよう」 BEN-TO と 建築 

◎第三分科会テーマ こんな時代だけど「前へ進もう」 講演・ディスカッション 

※ＶＲ技術と建築・社会（仮） 講師によるリモート講演会 

 

 

■大会スケジュール（※現地開催事項は社会状況により判断） 
                        

日 程 時 間 内 容 会 場 

 １４：００～ 受付 ２Ｆ 会議室 

6 月 18 日(金) １４：３０～１８：００ 関ブロ青年協理事会 ２Ｆ 会議室 

 １９：３０～２１：３０ 懇親会（状況を見て） ３Ｆ 萩 （ウエストヒルズ水戸） 

 ７：３０～ ９：００ 朝食 

関ブロ青年協理事会 

各自宿泊ホテルなど 

３Ｆ 萩  （ウエストヒルズ水戸） 
 ９：００～９：５０ 器材等動作確認 ２Ｆ 会議室 

 １０：００～１０：１０ 開会式 ２Ｆ 会議室、オンライン 

 １０：１０～１２：００ 第１分科会 ２Ｆ 会議室、オンライン 

6 月 19 日(土) 休憩・準備（10 分） 

 １２：１０～１３：３０ 第２分科会、昼休憩共 ２Ｆ 会議室、オンライン 

 １３：３０～１５：００ 第３分科会 ２Ｆ 会議室、オンライン 

 休憩（15 分） 

 １５：１５～１６：１５ 全体会議、結果発表 ２Ｆ 会議室、オンライン 

 オンライン大会は終了 

    

備考 終日 実行委員会本部 ２Ｆ 会議室、オンライン 

 

■参加費用（税込） 
6 月 18 日（金） 6 月 19 日（土） 

関ブロ青年協 

理事懇親会 

8,000 円/人 

※実施の場合 

大会登録料  4,000 円/人、 

お弁当 1,500 円/人（現地発表者） 

（昼食）お茶付き 

都県別交流会 懇親 無し 

宿泊施設：ウエストヒルズ水戸  運営、各都県代表 

 

■各種手続き 
 

■大会参加者名簿の提出について 

各都県の記入責任者様が４月２３日（金）必着で、電子メールにて名簿ファイル（エクセル形式） 

を送信願います。  

■分科会発表者 名簿の提出について 

各都県の記入責任者様が４月２３日（金）必着で、電子メールにて名簿ファイル（エクセル形式） 

を送信願います。 
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■大会参加費について 

大会参加費等は、各都県の大会参加費取扱い責任者様にメールにてご連絡いたします。 

請求書が届きましたら、指定の口座にお振り込みをお願いいたします。 

 （請求書は、６月１日（火）頃に発送させて頂きます。） 

 【キャンセル料】（ただし、大会登録費４，０００円は返金できません。） 

 ５月２８日（土）以降の場合︓ １００％いただきます。 

 

■提出用ファイル 

 「参加者名簿（提出用）」、の各シートに所定の事項を記入し、提出用ファイルを作成してください。 

ファイル名称は次のとおりとしてください。※半角英数小文字使用 

当初時︓「2021taikaimeibo_ 都県名_ 提出日」 

 （例）「2021taikaimeibo_ibaraki_20210424」 

 変更時︓「2021taikaimeibo_ 都県名_henkou_ 変更回数_ 提出日」 

 （例）「2021taikaimeibo_ibaraki_henkou_1_20210518」 

 

■ 電子メール送信先 

一般社団法人 茨城県建築士会 事務局 担当 長山  

E-mail kyy05413@nifty.com 
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■留意事項（調整中 2021/3月時点 4/23までに確定） 

※現地に集まる理事、発表者に対しての内容となります。現地集合は社会情勢の推移をみて継続判断とな

っています。 

 

■駐車場（※現地に集まる場合） 

大会会場内の駐車料金は無料です。但し、台数に限りがございますので、なるべく、自家用車での乗合、

公共交通機関でお越しください。バスでお越しの都県様は、事前にバス会社名と車のナンバーをお伝えく

ださい。 

 

■手荷物預かり（※現地に集まる場合） 

ホテルクローク１Fにて １０時～１８時３０分の間は手荷物を預かります。 

※詳しくは当日会場でご確認下さい。 

※貴重品は預かることができませんので、必ず各自で保管願います。貴重品の盗難・紛失等については主

催者は責を負いません。ご注意ください。 

 

■昼食（※現地に集まる場合） 

昼食につきましては、希望者に事前予約にてお弁当（￥1,500 – 税込、お茶付）を用意します。 

参加申し込み時に事前予約をお願いいたします。 

 

■その他（※現地に集まる場合） 

フリーWifi は使用不可です。 

 

■バスアクセス案内（※現地に集まる場合） 

JR水戸駅からは 

 水戸駅北口5番のりばから乗車，「大工町三丁目」下車，徒歩6分 

 ●茨城交通は「新原経由・茨大前行き」，「赤塚駅方面行き」，「双葉台方面行き」に乗車 

 ●JRバス関東は「赤塚駅行き」に乗車 

JR赤塚駅からは， 

 赤塚駅北口1番のりば・南口2番のりばから，茨城交通またはJRバス関東「水戸駅行き」に乗車，「東原

一丁目」で下車，徒歩4分 
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■留意事項 

 

 

「新型コロナウイルス感染症の予防に配慮した、茨城大会に関する活動実施に向けたお願い」 

 

 

日頃より関ブロ活動の推進にご協力いただきありがとうございます。当会では、茨城大会実施に向けて

新型コロナウイルス感染症が課題になり、様々な調整を行いまして、この茨城大会を実施できることとな

りました。皆様のご尽力に大変感謝申し上げます。ありがとうございました。 

準備期間中にも新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が発出され、当会及び茨城大会での感染拡大

のないように、理事会より会員に留意事項としてお願いしてまいりました内容について、茨城大当日も改

めて確認させていただき、茨城大会を全うすることが出来ますよう、ご協力をお願いいたします。 

 

新型コロナウイルス感染症対策本部長が定める「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に

おいて、催物（イベント等）の開催制限について、都道府県が設定する規模要件等に沿った開催を行うこ

と等の方針が示されております。 

基本的対処方針の内容を踏まえ、関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会茨城大会に向けて、

及び開催当日（令和３年６月）の茨城大会実施について下記のとおりご対応いただきますようお願い申し

上げます。 

 

記 

①．関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会茨城大会、実施については、基本的対処方針に基づ

き、国や都道府県からの要請等に十分留意しつつ、対面イベント会場において感染防止のための取組

（密集回避、検温、手指の消毒、マスク着用、室内の換気、ソーシャルディスタンス等）を実施する

など、全参加者への感染拡大防止に万全を期して実施いただくとともに、感染が疑われる者が発生し

たことが判明した場合には、速やかに、都道府県等の保健所の指導に従い、適切な措置を講じるよう

お願いいたします。 

②．実施にあたっては、換気やマスク着用の徹底等を行うとともに、オンラインなどを最大限活用するこ

とにより、効率的かつ円滑なイベントの実施及び感染予防に最大限協力してください。 

以上 

 

 上記を元に方針を立て、関係各位に掲示し安全をはかっていきますので、よろしくお願いいたします。 

オンライン参加のみの皆様におかれましても、各自で上記に留意し、各自で感染予防に務めていただきま

すようお願いいたします。 

 

関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会 会長 田村貴大 



令和３年度 関東甲信越ブロック会青年建築士協議会茨城大会 

 全体会議 式次第 

日  時 令和3年 6月19日(土) 

全体会議 15:15～16：15 

会  場 リモート開催 

主  管 一般社団法人茨城県建築士会 

 

 

全体会議 次第 ･･･ 15:15～16:15  

 

１．開会宣言 

     ２．実行委員長挨拶 (櫻井 実行委員長) 

３．開会挨拶   (田村 関ブロ青年会長) 

     ４．歓迎の挨拶  (柴 会長) 

     ５．来賓挨拶    (映像による挨拶等)    

     ６．祝電披露 

     ７．前年度事業報告 

８．各分科会報告及び総括 

第２分科会 

第３分科会 

第１分科会 

第１分科会表彰式 

 ９．全体講評 

１０．連合会、関ブロ会青年活動報告 

１１．青年協会長引継ぎ挨拶 

１２．次回開催県紹介 

１３．連絡事項 

１４．閉会宣言 

 



令和３年度 関東甲信越建築士会ブロック会 青年建築士協議会 

２０２１ 茨 城 大 会 
全体タイムスケジュール 

※理事、発表者の現地集合は継続検討・4/24に最終決定 

 

2021/6/18 前日会議 

＠ウエストヒルズ２階会議室 備考 

１４:００ 

 

受付開始 リモート開催の可

能性あり 

１４:３０～ 関東ブロック青年協議会理事会  

＠ウエストヒルズ３階 萩  

１９:３０ 懇親会 

 

中止可能性あり 

 

＠宿泊 各自宿泊ホテルなど  

 

2021/6/19 大会当日 

 

   

＠ウエストヒルズ３階 萩  

７:３０～ 関東ブロック青年協議会理事会 受付要否確認 

リモート開催の可

能性あり 

＠２階会議室  

９:００～ 動作確認・調整 

 

リモートにて相互

確認。 

１０:００ 開会式 

10:00 開会宣言 

10:01 司会者挨拶 

10:02 実行委員長挨拶 

    櫻井実行委員長 

10:05 青年協議会会長挨拶 

    田村会長 

10:08 進行説明・審査員紹介 

10:09 閉会宣言 

 

 

 

リモート開催 



１０:１０～ 第一分科会 

10:12 第一司会挨拶・進行説明 

10:15 

 発表 

（長野・新潟・千葉・東京） 

10:46 

（休憩） 

11:00 

   発表 

  （群馬・山梨・神奈川） 

11:23 

（休憩） 

11:35 

   発表 

  （栃木・埼玉・茨城） 

11:58 

11:59 第一分科会終了 

    アナウンス・投票案内 

リモート開催 

説明等はZOOM 

発表動画はyoutube

を用いて発表 

１２:００ （休憩）  

１２:１０～ 第二分科会（昼食兼） 

12:10 第二司会挨拶・進行説明 

12:12 

 発表 

 次回開催県紹介 

（長野・新潟・千葉・東京） 

  （群馬・山梨・神奈川） 

  （栃木・埼玉・茨城） 

リモート開催 

説明等はZOOM 

発表動画はyoutube

を用いて発表 

１３:３０～ 第三分科会 

株式会社 ソリッドレイ研究所 

今村 伊知郎様 

「（仮）ＶＲと生活環境」 

 

リモート開催 

 

 

１５:００ （休憩）  

１５:１５～ 

 

 

 

全体会議・結果発表 

15:15 開会宣言 

15:16 開催県会長挨拶 

15:21 祝電披露 

リモート開催 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～１６：３０ 

15:25 各分科会報告及び総括 

    第２分科会 

    第３分科会 

       第１分科会 

    第１分科会表彰式 

15:45 前年度事業報告 

15:50 新年度事業報告並びに 

    次期会長挨拶 

16:00 連合会活動報告 

16:05 次回開催県紹介 

16:10 連絡事項 

16:12 閉会宣言 

リモート開催 

 

   

撤収作業 16：15～  

 



令和３年度 関東甲信越建築士会ブロック会 青年建築士協議会 

２０２１ 茨 城 大 会 

第１分科会 「こんな時代だけど、どうする？」 実施要項 

 

1. 開催趣旨 
2020 の茨城大会開催が延期され、その後の社会情勢は周知のことです。 

あれから１年。 

こんな時代ではありますが、「でどうした？」「どうする？」を考えましょう。  

建築士として、この情勢にどのように向き合い、考え、前に向かってどうしたかを 

発表し、考え、持ち帰ります。 

今まで抱えていた人口減少、少子高齢化、環境問題などから新たな困難が加わった今、 

UN→DO をみんなで考えよう。 

 

2. 発表内容及び発表方法 
2.1. 発表内容 

大会テーマ「UN→DO と建築」に則り、各都県の個性豊かな活動について発表していただ

きます。コロナ禍において、過去や現状を否定する（ＵＮ）だけではなく、これからを見据えて

行動（DO）する。今後建築士が抱えるであろう悩みに対して、行なってきた事業や活動内容

を報告し合い、各都県で共有することで、青年建築士のさらなる発展につながると考えてい

ます。 

 

例）第一分科会の構成事例 ※注 構成の一例であり、内容を限定するものではありません。 

■これまでの取り組み（昨年発表する予定だった内容 など） 

地域でのワークショップ企画・開催や アートイベントへの参加 

 

■現状（ＵＮ） 

従来型のイベント実施困難に。出来たとしても、リモート形式での地域交流など。 

 

■行動（ＤＯ） 

オンライン化により時間節約・移動負担軽減。活動地域の制限を受けない事業展開へ 

 

2.2. 発表方法 

 １０都県代表者による発表を行います。 

 各都県の発表は、Youtube と ZOOM を使ったオンライン形式を予定しています。 

 発表予定者は、予め発表動画を撮影・編集し、各都県の青年委員会 Youtube チャン

ネルにアップロードしてください。 

 

例）発表方法イメージ 

① 発表者が当日水戸会場にいる場合 

■発表の流れ 

１）司会からの紹介後、３０秒程度で自己紹介と発表内容概要を説明 

 

２）予め撮影した発表動画（６分）を放映（予定） 

 

３）動画終了後、３０秒程度でまとめ 

 

 



② 発表者が当日水戸会場にいない場合 

■発表の流れ 

１）司会からの紹介後、発表者が ZOOM のマイク画面を受け取り 

３０秒程度で自己紹介と発表内容概要を説明 

 

２）予め撮影した発表動画（６分）を放映（予定） 

 

３）動画終了後、ZOOM 画面にて３０秒程度でまとめ 

 終了後、ZOOM 画面は司会者へ。 

 

3. 提出物 
 発表に必要な提出物と提出期限は次の通りです。 

 

提出物 提出期限 提出方法 

発表者名簿 

 

2021/4/24 16：00 メールにて提出 

発言趣旨データ 

（Word 形式） 

2021/4/24 １６：００ メールにて提出 

発表動画 2021/5/22 16：00 各都県の Youtube チャンネルに

アップロード 

 

 提出先： shikai3ibaraki0seinen5@gmail.com 
 

4. 審査方法 
 審査項目に基づき、参加者が発表内容についてオンライン上での審査を行います。 

 審査には、Google アカウントの取得が人数分必要です。審査時間には限りがあり、

発表も次々に行われますので、予め各自アカウントの取得をお願いします。 

 
① 表彰 金メダル（全国大会出場） １組、銀メダル １組、銅メダル 1 組 

 

② 審査項目 「なるほど、やってみたい、すごい」 +「でどうした？、どうする？」 

 実施した事業や活動内容について「自分の都県に持ち帰ってやってみたい」という発

表に投票します。特に、こんな時代になってしまったけれども、「こうした」「こうしたら」

という期待感、将来性のある提案への評価をお願いします。 

 

③ 審査員 

関ブロ理事及びオンライン参加者全員が審査可能です。 

 

④  審査方式 

Youtube での WEB 投票形式とします。Youtube の評価機能を利用し、発表動画

に設定時間内でどれだけ「いいね」が評価されたかを競います。「いいね」数の多い順か

ら金メダル、銀メダル、銅メダルとし、「Bad」評価は考慮しないものとします。 

 「いいね」は一人何度でも投票でき、また自県への投票 NG などの制限は設けません。 

但し、参加者の皆様におかれましては「審査」であることをご認識いただき、審査項目

に基づいて優れていると感じた発表にいいねをお願いします。 

 

 



第１分科会発表者 
チャンネルの公開は６月１９日１０：００から１４：００の間で公開します。 

 

番号 
発表タイトル 

（YouTube チャンネル URL） 
都県名 発表代表者 

1  長野県  

    

2  新潟県  

    

3  千葉県  

    

4  東京都  

    

5  群馬県  

    

6  山梨県  

    

7  神奈川県  

    

8  栃木県  

    

9  埼玉県  

    

10 県職員が建築士会県央支部に入ってみた 茨城県 清水 智之 

    

  



令和３年度 関東甲信越建築士会ブロック会 青年建築士協議会 

２０２１ 茨 城 大 会 
第２分科会  こんな時代だけど「共有しよう」 実施要項 

 

１.趣旨 
「他県の取り組みを自県に持ち帰る」を目指して。コロナ禍の社会情勢においてこれま

で簡単にできた、どこにでもいけるという行動が制限されています。この状況において

他県の取り組みを持ち帰る、他県を知るという点に着目し、大会のお昼をつなぐコンテ

ンツとして、「ＢＥＮ→ＴＯと建築」を実施します。 

他県を知る上で欠かせない「食」と「建築」を組み合わせて映像作品を作りましょう。 

 

２.内容 
全員参加型の大会プログラムとして、昼食時に10都県をめぐる旅を映像で味わいま

す。各都県がこれぞというご当地弁当と、ご当地建築を組み合わせて、7分間の番組をつ

くり、それを順番に発表します。食レポと建物レポートの枠に留まらず、意欲的な内容

で見る人を引き付ける作品をお願いします。発表はzoomとyoutube（映像）で行います。 

 
実施イメージ例） ※注 構成を指定するものではありません。 

1841年に水戸藩藩主徳川斉昭公が創設した藩校“弘道館”で、 

こだわりの梅干しおにぎりを食す 

周辺の水戸城大手門隅櫓復元工事などの紹介を交えて 

 

企画・制作・試食などの様子も撮影し編集する 

食材の選定や、撮影地の選択理由などをまとめて、コロナ収束後にその地を訪れてみ

たくなるような動画作成を目指す。 

 

３.タイムスケジュール 他 
実施時間は12：10～13：30。各都県の配信時間は7分とし、zoomでの冒頭あいさつ→

動画の順に配信します。時間配分は、7分以内であれば自由です。 参加者は各自弁当を

食べながらの参加となります。 評価等による順位付けは行いません。 

 

 

４.提出物 
下記記載のWordデータ。任意様式の箇条書きで結構です。 

①配信タイトル 

②概要（100文字程度） 

③発表者名 

提出期限 2021/4/24 １６︓００ メールにて提出 

提出先︓ shikai3ibaraki0seinen5@gmail.com 

  



 

第２分科会 「ＢＥＮ→ＴＯと建築」配信表 

６月１９日１２：１０配信スタート 

番号 番組タイトル 都県名 配信予定時間 

1  長野県  

2  新潟県  

3  千葉県  

4  東京都  

5  群馬県  

6  山梨県  

7  神奈川県  

8  栃木県  

9  埼玉県  

10 梅干しおにぎり（仮） 茨城県  

 



令和３年度 関東甲信越建築士会ブロック会 青年建築士協議会 

２０２１ 茨 城 大 会 
第３分科会  こんな時代だけど「前に進もう」 実施要項 

 

１.趣旨 

新型コロナウイルスによって、私たちの暮らしや働き方など、社会の在り方が大きく変わ

りつつあります。３つの「密」を避けるため、人と直接会う機会を減らし、リモート会議や

遠隔指示を導入している人も多いのではないでしょうか。 

そんな中、バーチャル空間を活用したＶＲ(Virtual Reality)が注目されています。With

コロナ、アフターコロナと言われる  これからの時代にあって、大会テーマである「これ

からどうするのか」を我々建築士が考えていく上でのツールとして、仕事や生活において実

用的なツールとして、また今後我々の動作を補助するツールとしても身近な存在となるであ

ろう「ＶＲと我々の生活環境」との関わり合いについて学べる場とします。 

近い将来、ここで学んだことが私たちの仕事や暮らしを大きく変えていくかもしれません。 

 

２.講師 

株式会社ソリッドレイ研究所 

システム営業部専門部長 日本VR学会理事 今村 伊知郎 氏 

企画部係長               東  聡志 氏 

 

３.タイムスケジュール  
実施時間 13：30～15：00 

開催形式 リモート開催 

 

４，講演内容 

  既に様々な分野で活用が始まっているＶＲですが、身近で我々の生活に大きく影響を及ぼ

すであろう事例と建築に関わる事例として、以下4つの分野による講演を行います。 

ＶＲ技術が人間の能力向上に貢献できるイメージを持って頂けるような内容を予定します。 

 

 講演テーマ（案） 

 ①災害対応訓練とＶＲ 

ＶＲ技術を防災、及び災害が起きてしまった場合の対応訓練に活用。 

  防災への活用は、主に可視化、シミュレーション提示により災害の重篤度やスピードを自

身の事として捉えていくことに活用。 

  災害対応訓練への活用は、繰り返し練習するための状況再現が主な役割となります。 

  建設現場での初期消火訓練、津波被害の可視化等の事例紹介。 

  ○ 防災の事例として、津波被害可視化 

  ○ 災害が起きてしまった場合の例として、建設現場での初期消火訓練 



 

 ②不動産業界におけるＶＲ技術の活用 

  不動産業界の事例を紹介。 

 ③運動とＶＲ 

  人間の身体とＶＲの面白い関係性を紹介。 

  ＶＲを使った「錯覚」を用いて、運動能力の向上を図る取り組みをいくつか挙げます。 

  身体性拡張、リハビリテーション等の事例紹介。 

 ④合意形成への活用 

  注文住宅、大規模イベント等の事例紹介。 

 

■その他 

・90分間の長時間となりますので、飽きのないようメリハリのある内容とします。 

・Facebook、Youtube、チャット、アーカイブ等を併用し、Liveや録画画像を後で見られる等 

 情報発信方法も講演内容と合わせて検討します。 

・現時点では未定ですが、弊社オフィスと水戸のメンバー間で遠隔VR体験やパネルディスカッ
ション等を「実況中継」することも検討しています。 

 
 
■講師プロフィール 
 
今村 伊知郎氏 

 

所属：株式会社ソリッドレイ研究所 システム営業部 

役職：専門部長 

2018～2021年度 日本バーチャルリアリティ学会 理事 

 

略歴：1991年東京農工大学工学部電子情報工学科（旧応用物理科）卒， 

1994年同大学院工学研究科物理工学専攻博士課程後期中退， 

同年株式会社ソリッドレイ研究所入社，開発・サポート・営業支援などを経て 

システム営業部に所属，専門部長 

 

ワーク：大学研究者向けの研究支援、産業向け労働安全教育訓練、リハビリ等医療支援などへ

のVR技術活用を多く取り扱ってきている。ソリッドレイ社独自開発の描画ソフトウェ

アを核として訓練等のシステムを構築してきた。システムインテグレーション作業を

含めた営業活動を行なっている。 
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