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　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、千葉県におきまして平成２５年６月２７日（木）から２９日（土）の３日間

『平成２５年度　関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会　千葉大会』を開催

いたしますのでご案内申し上げます。

　つきましては、別紙大会実施要項のとおり執り行いますので、皆様には各種手続きの

項を参照の上、期日までに手続き下さいますよう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

絡をお願い申し上げます。

　 　関東甲信越建築士会ブロック会

　　  　 青年建築士協議会千葉大会



■開催日：平成２５年６月２７日(木)～２９日(土)

■会　場：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張　東京ベイ幕張ホール

　　　　　 　URL　http://www.makuharihall.net/index.html

■交　通：【電車】ＪＲ京葉線    　「海浜幕張駅」下車、徒歩約５分。

　　　　　【 車 】東関東自動車道 　東京方面より「湾岸習志野IC」下車。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 成田方面より｢湾岸千葉IC」下車。

　　    京葉道路   　    「幕張IC」下車。

■大会テーマ：　『建築士会力』

第１分科会　　各都県活動報告　『建築士会活動の将来ビジョン』

第２分科会　　開催県主催企画　『価値ある情報の共有』（テーブルディスカッション）　

第３分科会　　関ブロ青年協議会企画　『青年建築士が今、考える』

         （テーブルディスカッション）　

ワークショップ　 『建築士と一緒にけんちく体操をしよう！』

エクスカーション 『伝～過去から未来へ～』

　　　　　　　　 　　　　復興のまち佐原・・・重要伝統的建造物群保存地区の視察研修会

■日程　

日　程 内　容

関ブロ青年協理事会 宴会棟1F 旭

懇親会 宴会棟1F コートダジュール

受付

分科会機材等動作確認 宴会棟2F ホール１

女性協議会会議 宴会棟1F 松月

第１分科会審査方法説明 宴会棟1F 旭

昼食（希望者・事前申込） 宴会棟2F ホール５・６

全体会議Ⅰ 宴会棟2F ホール１～３

第１分科会　 　　〃 ホール１～３

第２分科会 　　〃 ホール１０

第３分科会 　　〃 ホール１１

関ブロ会長会議 宴会棟1F 福寿

全体会議Ⅱ 宴会棟2F ホール１～３

大懇親会 　　〃 ホール６～１１

　　〃 ホワイエ

　　〃 ホール４

参加者クローク

都県別交流会 客室棟46F セーヌ他

関ブロ青年協理事会 宴会棟1F 旭

受付（ワークショップ） 千葉市立美浜打瀬小学校体育館

受付（エクスカーション） 客室棟1Fロータリー付近

ワークショップ

エクスカーション 香取市佐原方面

企業ブース

  ９：００～１６：３０

千葉市立美浜打瀬小学校体育館

１０：００～２１：００

１０：００～２０：００

宴会棟1F(宿泊者は客室棟1Fも可)

　８：３０～　８：５０

事業報告パネル他企画展示

平成２５年度関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会　千葉大会実施要項

時　間

　　　　 　　〒261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野2-3　TEL.043-296-1112(代表)

６月２７日
(木)

１５：００～１８：３０

１９：００～２１：００

　建築士会は地域貢献活動や住宅相談、応急危険度判定など様々な場面で地域に貢献するこ
とを目指し日々努力しています。　また建築士会に入会する事により、各種講習会への参加
が出来ると共に多様な業種の建築士が所属している会ならではの様々な情報が収集でき、多
くの先輩建築士の方々からのアドバイスを受けることも出来ます。
　正しい知識や楽しい体験によって、地域の一般市民や子供達に建築の理解を深めてもらう
為に「建築士会が提供出来る力」と、情報や経験など「建築士会に入会することで得られる
力」を『建築士会力』と定め、この「力」を色々な角度から再度見つめる事で、建築士会の
役割とメリットを再認識し、その価値を高める大会に出来ればと考え、千葉大会テーマとし
ました。

会　場

６月２９日
(土)

　９：００～１２：００

１８：００～２０：００

１０：００～１８：３０

　７：３０～　８：４５

２０：３０～２２：３０

６月２８日
(金)

１１：００～１２：００

１１：００～１２：００

１０：００～１１：４５

１３：００～１４：３０

１７：００～１７：４５

１０：００～　　　　　　

１０：００～１１：００

１２：００～１２：４５

１３：００～１６：４５

１３：００～１６：３０

１３：００～１６：３０



□ 大会参加費

・ 大会登録料 ４，０００円

・ 昼食 １，５００円（※希望者のみ、会場内にて弁当を用意）

・ 懇親会費 ８，０００円（着座）　

・ 都県別交流会 ４，０００円（着座）　

・ 宿泊 シングル利用　　１名様９，０００円

ツイン２名利用　１名様６，０００円

・ エクスカーション参加費　　　

千葉県バスコース　５，０００円（バス代・入館料・昼食費込）

             各都県バスコース　３，０００円（入館料・昼食費込）

※ワークショップは参加費無料（上履き持参）

□ 各種手続き

１ 大会参加者名簿の提出について

・

２ 分科会発表者・審査員等名簿の提出について

・

３ 大会参加費について

・

・ 請求書は、６月上旬頃に送付させて頂きます。

・ 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３１日（金）以降の場合：  ５０％いただきます。

６月１４日（金）以降の場合：１００％いただきます。

□ 提出用ファイル

・

・ 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：「H25taikaimeibo_都県名_提出日」　　

　（例）「H25taikaimeibo_chiba_20130501」

変更時：「H25taikaimeibo_都県名_henkou_変更回数_提出日」

　（例）「H25taikaimeibo_chiba_henkou_1_20130530」

□ 電子メール送信先：一般社団法人千葉県建築士会事務局　岡田

・ E-mailアドレス： LEB02573@nifty.ne.jp

大会参加費等は、各都県大会参加費取扱い責任者にメールにてご連絡いたします。

この案内ファイル中の「参加者名簿（提出用）」、「分科会発表者・審査員等名簿」
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。
この時、これ以外の提出に関係のないシートは削除し、提出用ファイルには入れないでくだ
さい。

５月１７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。

４月２６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。

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。



□ 留意事項

１ アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張駐車場

・ 駐車料金：普通乗用車は無料、大型バス等普通車用スペースに入らない車両は１台１泊２，１００円

となります。翌日はワークショップ終了までは停められますが、以降はもう１泊分加算されます。

（普通乗用車の方には当日受付時に無料駐車券を配布します）

・ 車両の制限は高さ２．１ｍ　長さ５．０ｍ　幅１．９ｍ　総重量２．５ｔ以内です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＲＶ車、ワンボックス車は駐車可能）

・ 増築工事中のため狭くなっている箇所があります。特に大型バスについては、スタッフの指示に従って

停めて頂きますようお願いします。

・ 大型バス等ご利用の都県は申込書にご記入下さい（予約制）。出庫時間についてもお知らせ下さい。

・ 開催期間中、会場近隣のＱＶＣマリンフィールドにて以下の日程でプロ野球の試合が予定されております。

混雑等が発生する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

　千葉ロッテ-ソフトバンク戦　２８日(金)１８：１５試合開始予定　　２９日（土）１４：００同

・ ２日目のワークショップ、エクスカーション参加の際は、ホテル駐車料金が無料となります。（普通車のみ）

２ 手荷物預かり

・ 受付時に宴会棟１階クローク（１０時～２１時）で手荷物を預かります。

ただし、当会場での宿泊者は客室棟１階フロント（２４時間対応可能）でも承ります。

・ 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。

３ 宿泊

・ 宿泊につきましては、会場での宿泊を希望される方は申込時に合わせてご記入下さい。

・

ただし、申込み状況によりご希望に添えない場合があります。

・ 都県別にまとめて部屋を割り振りますので、各都県で各室の宿泊者の調整をお願いします。

・ 各都県で宿泊責任者を決めていただき、16：30～16：50頃に受付場所にて部屋の鍵をその方へ

まとめてお渡しします。

・ 宿泊付パックツアー、周辺宿泊施設等をご利用の方は各自で直接お申し込み下さい。

４ 昼食

・ 昼食につきましては、希望者に弁当をご用意しますのでお申込み下さい。

（近隣飲食店は昼食時間になりますと混雑します。）

シングル・ツイン、禁煙室・喫煙室が選択できますのでご記入下さい。



　第１.一般事項 

　　１.趣　旨

　　２.募集内容

　　　　例年通り地域実践活動報告に加え活動報告も下記の条件を踏まえて募集する事とする

　　　　　○地域実践活動

　それぞれの地域の独自性を踏まえ建築士としてどのように地域の魅力を引き出し、建築士

　と建築・街・人とが、ふれあいやコミュニケーション、信頼関係を築き、更に今後の地域での

　展開と建築士活動の展開をどのように考えているかを明確にすること。

　　　　　○各都県活動発表

　　　　　その活動が、地域・一般ユーザーにどのように影響を与える事を目的としているかを明確にすること。

　　　　　今回の活動報告は「こういったビジョンに基づき、複数年の活動を経てこのような結果に繋がった。」

　　　　　あるいは「今回初めて開催したこの活動ではこういうことに繋げていくことを目指している。」という

　　　　　部分に触れて下さい。

　　　　　・将来への活動指針を提示、またはこれまで行ってきた具体的な活動の発表。

　　　　　・応募数は、原則として、各建築士会あたり1件とする。

　第２.提出図書

　　１.種　別

　　　・意見・提案・報告の要旨を記載した発言要旨

　　２.発言要旨

　　　◎用紙

　　　　・Ａ４版縦使いで２枚とする。

　　　◎書式

　　　　・Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ-Ｗｏｒｄによる指定書式とする。

　　　◎提出用ファイル

　　　　・発言要旨集用にＭｉｃｒｏｓｏｆｔ-ＷｏｒｄファイルにしたものとＰＤＦにしたもの両方をＣＤ-Ｒで提出する。

　　　　　（要旨集の印刷は、ＰＤＦのものを使用します。）

　　　　・ファイル名は、「都県名_01　」（英数半角使用）とする。

　　　　　（※別紙、発言要旨書式を参考）

　　３.提出部数

　　　・ＣＤ－Ｒ（発言要旨集用）1枚（表面に都県名を表記して下さい）

平成２５年　関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会　千葉大会　　　

＜メインテーマ：建築士会力＞

第１分科会：建築士会活動の将来ビジョン

実施要項

　関ブロ大会の目的は、各都県の地域貢献活動報告により情報を共有し、お互い活かしていく事にあるかと思
います。各都県において継続している活動や単発での活動等様々あるかと思いますが、今回の発表ではその
活動において指針となる「青年委員会活動の将来ビジョン」について焦点を当てて頂き、あらためて各都県の
将来ビジョンを照らし合わせる事で、その方法論や意識を共有し向上させることを目指したいと思います。　各
都県の将来ビジョンという縦の流れと、各都県が交流する横の流れの交わりの中から多くの情報を共有するこ
とによって、各都県が影響しあうようになります。そこで生まれる「建築士会力」に期待し各地域において真摯
に取り組まれる活動を踏まえ地域に求められる青年建築士として「建築士会力」を発揮するため、今後の活動
における意義や手法を探る場とすることを目的とします。



　　４.提出期限、方法

　　　○期限までに、持参または郵送、宅配便

　　　・提出期限：平成25年5月10日（金）迄に　（一社）千葉県建築士会　必着（締め切り厳守）

　　　・提出先：　〒260-0013　千葉市中央区中央4-8-5　建築会館4階

　　　　　　　　　　　（一社）千葉県建築士会　事務局　岡田まで

　　　・郵送により提出する場合は、その包装方法は任意とするが、提出作品が破損したり折れたりしな

　　　　いように十分留意する。

　　５.提出後の取扱い

　　　○大会終了後、発言要旨集のためのＣＤ－Ｒは返却しないこととする。

　第３.審査

　　１.表彰内容

①　最優秀発表者を１名・優秀賞２名

②　特別賞１名

③　会場賞１名

　　２.審査項目

　　　・最優秀発表者の選出にあたり、以下の事項に関して別に用意する審査シートを使い審査を行う。

①   第１分科会のテーマとの整合性

②   地域・社会への貢献度、人との交流性

③   これからの建築士会活動への貢献度

④   青年建築士としての話題性

⑤   プレゼン能力

⑥   審査員独自の審査基準要素

⑦   制限時間の厳守

　　３.審査員

　　◯『 審査委員長 』～関ブロ青年協理事　１名　～最優秀発表者決定に至る責任者。

　　◯『 各都県代表審査員 』　

　各都県建築士会の関ブロ青年協理事または各都県建築士会が指名する者１名　計１０名とする。

　　４.審査方法

・関ブロ千葉大会では、第１分科会最優秀発表者採択にあたり、去年と同様、公開審査を開く。

・公開審査は、すべての発表終了後、引き続き行い、第１分科会の中で完結する。

・審査方法は、採点と審議の併用とする。採点による評価を基礎とし審議による評価を加算することで

　評価の公平性を図る。

・審査員１０名は、自県を除いた９つの発表に対して採点を行い、採点表によって集計する。

・審議は、審査委員長による采配で進め、発表者に対しての質疑を行う。　(発表者と審査員の質疑応答)

・審査員は、審議内容を踏まえて最終投票を行う。（発表者にも投票権を与える）

・公開審査は最終投票までとし、投票を最後に第１分科会は閉幕、「全体会議II」にて発表並びに

　表彰。

・会場賞は、登録参加者に点数を持たせ、審査項目①の最多点数者を原則とする。

（登録締切時点の都県ごとの人数での比率で持ち点数を決定し、参加人数による偏りを調整する。）

・その他詳しくは当日、発表に先立って行われる「審査方法説明会」で説明する。



　第４．発表方法

　　１.発表・質問・機器類等

　　・発表時間は、１人あたり１０分とする。

　　・質問はその都度行うものとする。

　　・投影原稿は、パワーポイントビューワ最新版を利用する。

　　・こちらで準備したＰＣに各都県の発表データを入れ、発表を行う。

　　・スライド・ＯＨＰ等の機材は準備しない。

　　・映像、音声を流す場合は必然性が認められることとする（発表に際して必要なインタビ

　　　ュー、情景報告の範囲であること）また、前日の動作確認にて問題なく再生ができたもの

　　　のみ可とする。もし不具合があった場合は発表者自身でデータを修正するか、再生を中止

　　　するかの対応を取ること。再生できない場合でも会場設営側の責は負わないものとする。

　　・会場側での準備機材は、下記の通りとする（予定）　

　　　・ＰＣ（ＯＳ：ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ）

　　　・プロジェクター

　　　・スクリーン（会場への音声出力はＰＣから有線で接続して行う）

　　※提出した発表データの変更がある場合、必ず事前に事務局迄連絡を頂く事とする。

　　　後日、千葉士会　第１分科会担当者から連絡を入れる事とする。

　　※発表者、審査員におかれましては、当日１１：００より「旭」にて審査方法説明会を行う

　　　ので出席して下さい。（昼食付）

　　※パワーポイントデータは前日の動作確認時に会場へお持ち下さい。

　　※その他　不明点は事務局まで

○発言要旨書式

　　　　

横書き

・ 「タイトル」　１ページの１行目

・ 「都県名」「氏名」　１ページの２行目

・ 顔写真（ＪＰＥＧ　縦３．５㎝×横２．５程度）

　　１ページの１．２行目の右端に配置する。

・ これにあわせて各行のレイアウトを調整する。

・ これ以外のレイアウトは自由

・ 「タイトル」　１２

・ 「都県名」「氏名」　１０．５

・　その他　１０．５

挿入貼付けは自由（白黒印刷でも判別できること）

使用
アプリケーション

レイアウト

・Ａ4版　縦使い　2枚

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ-ＷｏｒｄとＰＤＦの両方

・自由

余白

用紙サイズ

フォント

フォントサイズ

写真・図表など

その他の事項

・上下左右　２．０㎝

・ ＭＳ　Ｐゴシック



　第１.一般事項 

　　１.趣　旨
　建築士会に入る目的で最も多い回答が「情報収集の為」です。
そこで各々が蓄積している「価値ある情報」を建築士会会員が共有し、発展させる為、４つのテー
マについてそれぞれの分野に長けた方を（建築士会内外より）ゲストにお招きしました。ゲストの
方の先進的な活動を伺いつつ、自分達の現状を各々報告し、ディスカッションして共有することで
各自有意義な情報を各都県に持ち帰れる分科会を目指します。

　建築士会会員が持つ価値ある情報や要望を具体的に共有し、検討する事で、建築士会に入る
メリット及び関ブロに参加する意義の明確化も図りたいと思います。　ディスカッションの結果を簡
易にまとめ、全体会議Ⅱ終了後に全員に配布します。テーブルディスカッションとして積極的に発
言できる分科会として、青年建築士が各都県の枠を越えて一緒に考え、共有する機会として活か
したいと思います。

２.開催方法
　　　　　１） 　４つのテーブルに別れ、テーブルディスカッション方式とする。

　　　　　　　Ａ　発信力　「建築士会から外部への発信・提言」（ゲスト：森　大樹氏）

　　　　　　　Ｂ　情報力　「Facebook等のツールを用いた情報共有」（ゲスト：吉川　栄治氏）

　　　　　　　Ｃ　青年力　「新規会員勧誘の実践」（ゲスト：小杉　敬太郎氏）

　　　　　　　Ｄ　企画力　「イベント・ワークショップの開催」（ゲスト：チームけんちく体操）

　　　　　２）  各カテゴリー毎（テーブル毎）

　　　　　　　 ・コーディネーター１名　

　　　　　　 　・参加者（会場により人数制限あり）

　　　　　　　 ・書記2名（テーブル、ホワイトボード）

　 　　　　　  ・各項目に関するゲストアドバイザー

　　　　　３）  テーブルを囲みイスを使用。基本的には各テーブル１０～２０名程度とする。

　　　　　　 　※状況に応じて変更する場合がある

　　　　　４）  前半５０分＋中半８０分＋後半４０分の三部構成とする。
　まずそれぞれの分野のゲストアドバイザーの方の実践活動のお話しを各テーブルにて伺いま
す（30分程度）。その情報を踏まえ、ゲストの方にも参加して頂き、自己紹介を兼ねて各都県での
現状について、実践内容や困っている事等を報告（20分程度）。どういった方法を用いれば各
テーマについて「建築士会力」を発揮していけるのかについてホワイトボードに意見やキーワード
を記載し、回遊している見学者でも流れを理解出来るようにしながらディスカッションします（80
分）。最後にテーマ毎にまとめた成果について全体発表を行います（40分）。

　　　　　５）  事前申し込みにより原則座席指定とする。（当日参加者：空き座席ない場合は立ち聞き）

　　　　　６）  話合われた内容を書記が記録、成果とする。

　　　　　７）  最後にテーブルごとに成果を発表

３.特記事項
　　　　大会前一ヶ月間、各テーマについてBBS（掲示板）を設けます。

http://dainibunkakai.bbs.fc2.com/

・書き込みはリンクを知っている人は誰でも可能。

・所属と名前は明記頂き、議論は行わないルールとします。

・各都県代表者の方は円滑にディスカッションを進めるため、なるべく書き込みに御協力下さい。

・大会不参加の方、また別の分科会参加の方の意見の反映も出来ればと思っております。

平成２５年　関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会　千葉大会

＜メインテーマ：建築士会力＞

実施要綱

第２分科会：価値ある情報の共有



第２.ゲストアドバイザー紹介

1996年大樹建築・造形研究所設立。2004年(社)埼玉建築士会さいたま南支部加入。
関ブロ埼玉大会にて『第四分科会　身近な建築士』を担当され、大会以後は埼玉建築士会で住
民主動の防犯防災に強い地域づくりを広める運動を展開されています。さいたま市立の小学校Ｐ
ＴＡ会長、自治会会長、青少年育成会副会長などを務めながら建築士の利用価値についての啓
蒙にも努めておられますので、そのあたりについてもお話し頂きます。「我々建築士が社会との
関わりをどのようなフィールドで持つ事が出来るのかを発見し、互いに共有し、互いに活動の底
上げとなる意見の交換会とし、共に発信してくことを目指したい」と。また設計活動においては、多
くの職方が現場に入れるモノ作りの力を取り戻し、保証や制度に絞られてしまった世情から人と
人をつなぐ場の創出を常にされてるとのこと。

1999年日本大学大学院理工学研究科建築学専攻修了。学生時代からWebサイトの制作を業務
として開始。フリーランスとして受託案件を担当するのと並行してクリエーター専門スクール「デジ
タルハリウッド」にて講義を担当。Web制作会社「角川デジックス」のスタートメンバーとして参加さ
れ、角川グループ関連の案件を中心にWeb制作、システム開発、SNSの効果的な利用、リサー
チ、分析等Webに関するあらゆる業務を経験。今年２月、角川グループにおけるリサーチ＆デベ
ロップメントを事業とする新会社「角川アスキー総合研究所」のメンバーとなり、国内外の企業と
角川グループの事業連携等を担当。
東京建築士会と神奈川建築士会にてFacebookページを立ち上げるにあたりセミナー講師を、「建
築東京」にて「建築士としてのFacebook講座」の連載も担当して頂きましたので、その後の実践
状況の検証も含めて、応用・活用編としてもお話し頂きます。

小杉建築設計事務所+勝建設株式会社代表。
10年前の千葉県大会時に於ける元支部青年委員長及び元県青年委員。前千葉県佐倉支部長。
「昨今の建築士会における会員減少の悩みは、どこの県でも共通であろうと思われ、会員の拡大
はいかなる団体が存続していくための必須の予条件に違いない。原理原則として会員の拡大と
会員の減少の食い止めは、同時に行なわないと効果が出ない」というお考えの元、支部長という
立場になられてからは、その両面で常に建築士会活動を考え、「まず極力減らさない、その上で
増やす試みを続ける」ということを実践されてきたそうです。そういった経験をお話し頂きつつ、皆
さんと一緒にこのテーマについて話し合って頂きます。

　

2004年に建築系デザイン＆編集ユニットmosakiを共同設立。執筆及びディレクションを中心に活
動されており、２９（土）のワークショップにて開催される「けんちく体操」をけんちく体操博士、けん
ちく体操マン1号と共に開発・実践していらっしゃいます。その開発経緯と現在までの広がりの経
過、ワークショップを成功させる為の秘訣や今後の展望等についてお話し頂きます。
　●「けんちく体操」とは　　　※2013年日本建築学会教育賞（教育貢献）を受賞されました！
建築物を模写する体操です。外観だけでなく、構造や用途、個人的に抱いた第一印象などを身
体で表現するもので、身体能力以上に、建築を見る、知る、愛する情熱が問われる体操であり、
やればやるほど　「けんちく体質」を身に付けられると言われています。
　また、各種メディアにとりあげられるだけでなく、建築に関する子どもに対する教育コンテンツへ
の賞であるゴールデンキューブ賞の特別賞を２０１１年に受賞したことにより、高校や小学校で授
業に取り入れ始めるところも出ており、教育プログラムとしても評価されています。
　さらに、ドイツのバウハウス大学から建築教育関連の国際シンポジウムへ招かれたことで、言
葉なしで国境を越える事ができる「けんちく体操」は世界へも広がりを見せています。
HPアドレス　http://kenchiku-taiso.com/

書籍：けんちく体操（エクスナレッジムック）、けんちく体操　首都高ドライブ編（エクスナレッジ）

DVD：けんちく体操(ポニーキャニオン）

・吉川　栄治氏（株式会社角川アスキー総合研究所）

・けんちく体操ウーマン1号　田中元子氏（ライター・クリエイティブファシリテーター、mosaki代表）

・けんちく体操マン２号　大西正紀氏（編集者・建築家、mosaki代表）

・小杉　敬太郎氏（千葉県建築士会）

Ｄ　企画力　「イベント・ワークショップの開催」

チームけんちく体操より

C　青年力　「新規会員勧誘の実践」

Ａ　発信力　「建築士会から外部への発信・提言」

・森　大樹氏（埼玉建築士会）

Ｂ　情報力　「Facebook等のツールを用いた情報共有」
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第３分科会

＜テーマ：「青年建築士が今、考える」＞

　～　　これからの建築士会とは　～

　　１．開催趣旨

２． 内容について

　　３． 開催主管

　　　　　関ブロ青年建築士協議会

    「会」とは、ある目的をもつ人が集って組織した団体であり、「組織」とは個々の人が集って、それぞ
れの役割が相互に関係を持ちながら、秩序あるひとまとまりを構成することの意である。
そして私たちが属する建築士会の『建築士会　綱領』の三つ目には、「わが建築士会は　会員の向上の
ため　最善の団結たるべし」とあります。
　  今このときに建築士会という組織に属する私たち青年建築士は、どんな目的をもち、また役割をもち
ながら、会の向上のために集い合いながら最善の団結を示すことができるのかを再確認し、若年層の
新規会員の減少が進む中、「これからの建築士会とは」どうあって欲しいのか、どのような活動を促す
必要があるのか、会としての得意性は何か、今、青年として考えることは重要である。
    情報社会と呼ばれつぶやくことが多い昨今ではあるが、ここでは青年が大きな声を上げる場とし『青
年の意見』としたい。

【分科会開催事前として】
アンケートにより「建築士会として改善必要とされる要素」を募る。また「新たな試みの提案」も。

第一部 〈約90分〉３つのテーマについてディスカッション。
　　　　　形態：関ブロ理事コーディネーター、会員１０名程度のテーブルディスカッション。
　　　　　目的：テーブルごとに、『連合会青年委員会委員長』『関東甲信越建築士会ブロック会』に
　　　　　　　　　提言できる「意見書」をまとめる。

　　　A．【建築士会会員のメリットとは】　～［CPD(継続職能/能力開発)・専攻建築士制度について]
　　　　　・現状の機能性、有効な活用法を関ブロだけではなく全国からの情報を報告。
　　　　　・問題点、不満について洗い出し。
　　　　　・有効な青年としての改善策、提案をまとめる。
　
　　　B．【青年の新規事業・活動の難しさ、自由度】　～［魅力ある活動をするには］
　　　　　・各参加者の経験、状況を報告。又、各都県の状況報告。
　　　　　・問題点、不満について洗い出し。
　　　　　・有効な青年としての改善策、提案をまとめる。
　
　　　C．【事前アンケートから】　～［最多数意見、または時事に相応しいもの］
　　　　　・各参加者の経験、状況を報告。
　　　　　・問題点・不満について洗い出し。（アンケートから、参加者個人として）
　　　　　・有効な青年としての改善策・提案をまとめる。

第二部 〈約30.分〉「意見書」（提案書）の内容発表、まとめ。
　　　　　当日、または後日に正式な文書を作成し、意見（提案）内容について報告を求める。
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ワークショップ

『　建築士と一緒にけんちく体操をしよう　』

会場：千葉市立美浜打瀬小学校体育館

時間：   ９：００～　９：４５　　美浜打瀬小学校校内見学（受付８：３０～８：５０、現地集合）

　　　　１０：００～１２：００　　けんちく体操ワークショップ

参加予定：100名（建築士会会員50名、一般市民及び子供たち50名想定）

講師：チームけんちく体操　

　　けんちく体操博士　米山勇氏：建築史家、東京都江戸東京博物館研究員　　　　　　　　　　　　

　　けんちく体操マン１号　高橋英久氏：東京都江戸東京博物館学芸員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　けんちく体操ウーマン１号　田中元子氏：ライター・クリエイティブファシリテーター、mosaki代表

　　けんちく体操マン２号　大西正紀氏：編集者・建築家、mosaki代表

参加費：無料、見学可。　※動きやすい格好かつ上履き持参で御参加下さい。

「けんちく体操」を御存知ですか？一般の人々に建築を気軽に楽しんでもらう事を目的に、身体のみを使って

建築物のカタチを直感で形態模写する「けんちく体操」というワークショップがあります。

建築を身体で感じることの出来るこのツールを皆様に体験して頂き、関東ブロック各地域に持ち帰って建築士

会のイベント等（活動報告等の集客にも効果を発揮します）で各々有効に活かして欲しいとの思いから、この

プログラムを開発したけんちく体操博士とそのチームをお招きしました。

　ワークショップの方法はいたってシンプルで、プロジェクターにて建築物の写真を映し出し、各自思い思いに

その特徴をとらえ、身体のみを使って自由に表現していきます。１人から始めて２人組、３人組み、１０人程度

のグループへと発展していき、だんだん複雑な建築物まで表現出来るようになり、一つの建築物毎にけんちく

体操博士が優秀作品を選出し、その良い部分を評価するという流れで進みます。

　この「けんちく体操」は、書籍・DVD化され各種メディアや学会で注目を集めており、言葉の壁も不要なので

海外にも広がりを見せ始めています。HPアドレス　http://kenchiku-taiso.com/

※2013年日本建築学会教育賞（教育貢献）を受賞されました！

　今回のワークショップに参加する事で独自に「けんちく体操ワークショップ」を開催することが可能となり、けん

ちく体操博士マイスターへの道が開けます。是非この機会に御参加頂き「けんちく体操」を楽しみつつ、一般

の方々に対して建築士の立場で建築への興味を深める役割を担い、また子供達の自由な発想に刺激をもらう

体験をして下さい。そして建築士が「けんちく体操」というツールを使って「建築の楽しさを伝える」という活動に

て、千葉大会のテーマである「建築士会力」のアウトプットとすることも目指したいと思います。

　建築物の写真を見て各自自由に表現（ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｲﾎｰﾙ）　　博士が優秀な点を抽出して評価（東京カテドラル）



　親子ならではの作品（代々木体育館）　　　　　　　　　　　　　

　　　　　親子ならではの作品（代々木体育館）　　　　　　　　　大人数で大技に挑戦（メトロポリタンカテドラル）

ワークショップ会場：千葉市立美浜打瀬小学校体育館

小嶋一浩＋赤松佳珠子/シーラカンス アンド アソシエイツによる設計で2007年の千葉県建築文化賞を受賞

したオープンスクールです。同じくシーラカンスによる打瀬小学校から１０年を経て更なる改良が加えられ

ており、光が溢れ伸びやかで、みどころ満載の校内をワークショップ前に見学することが出来ます（45分間）。

　

　　　　　 FRPのグレーチングが特徴の外観　　　　　　　　　　　　　　　ワークショップ会場となる体育館

　　　　　　　　廊下との仕切りが無い教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廊下の一部が学年集会場　
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エクスカーション実施要項 

「伝～過去から未来へ」 

 
       

１．見学趣旨          

『佐原』は歴史景観を残し、それを活かしたまちづくりに取り組んでいることが認められ、関東で初めて

「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されたまちであり、昔からの家業を引き継いで、現在も営業を続け

ている商家が多く、「生きている町並み」として評価されています。また、先の震災で甚大な被害を受けたま

ちでもあります。 

今回はそのようなまち『佐原』の震災から復興まで、建築士会としての関わりも含めて地元の方の貴重な

話を聞くと共に、「江戸優り」といわれるほど古くから水運を利用し栄えていた佐原の町を散策するコースを

用意させて頂きました。    

佐原の復興までの道のりを伝えると共に、伝統的なまち並みでも復興を進める中で、未来を担う若者達に

目を向かせる為に和風モダンな内装に改装するなど、それぞれのビジョンを持ち未来を見据えて新たに動き

出そうとしているまち『佐原』のエネルギーを体感して頂き、青年建築士として地域とどの様な繋がりが出

来るのか、また、どのように繋がって行くべきなのかというヒントを得る機会になればと思い企画いたしま

した。多くの皆様の参加を心よりお待ちいたしております。      

 

２．内容      

・講演・・・ＮＰＯ法人小野川と佐原の町並みを考える会理事長高橋賢一様 

・佐原散策・・・江戸情緒漂う重要伝統的建造物群保存地区をNPO法人の案内により散策。 

・改修現場見学・・・香取神宮の改修工事の様子を今回特別に足場に登って見学できます。 

         

３．見学場所           

香取神宮、三菱館、伊能忠敬記念館、小野川沿い伝建地区、福新呉服店、東薫酒造を予定 

※参加者の人数により見学先の状況を判断し、千葉県のバスでの参加者以外は変更がでる可能性があります。 

 

４．参加費及び募集定員        

千葉県バスコース：5,000円（バス代・入館料・昼食費込み） 

各都県バスコース：3,000円（入館料・昼食費込み） 

募集定員：両コース合計80名 

  

      小野川沿い伝建地区                    三菱館   
 
           
 



ご注意

＜昼食について＞

・ 昼食会場の忠敬茶屋は同時に提供できる数と座席が限られておりますので、参加人数により、昼食時

間を変更させていただく場合がございますので、ご了承願います。

各都県バスでの参加について

＜集合時間について＞

・ 受付時間は8：30から8：50です。遅れないように時間厳守でお願いします。

＜駐車場について＞

・ 近隣に長時間駐車出来る駐車場がない為に見学時間中、皆様が乗ってこられましたバスに遠方で待機

して頂く場合があります。

見学施設について

＜香取神宮見学について＞

・ 香取神宮は屋根替工事の見学は足場に登る為、前日の懇親会や当日の飲酒など体調面を考慮して

下さい。

また当日にこちらでも体調を判断しますので、その場合はスタッフの意見に従ってください。

尚、当日の天候によっては足場は危険を伴いますので中止となる場合があります。

・ 足場の状況は見学用の足場ではなく作業用の足場となっておりますので、安全等にご注意いただくと

共に自己責任において登っていただくようお願いいたします。

・ 見学にはヘルメットが必要になりますが、当方で貸出用ヘルメットを用意します。

＜東薫酒造について＞

・ お酒の試飲をさせていただきますが、御猪口の数に限りがございます

・ 試飲後の御帰宅の際は自動車等の運転は行わないで下さい。

その他

・ 見学会当日はあやめ祭り開催期間中でもあり駐車場の確保が困難である事と、円滑に見学会を行う

事に対応出来る駐車場配置で無い為、恐れ入りますが自家用車はメイン会場のアパホテルに駐車し、

千葉県でご用意しますバスでのご参加をお願い致します。

・ 講演は会場の広さの都合上、参加人数を50名を限度とさせていただきます。

・ 鉄道等をご利用になる皆様のため、見学からの帰路にはJR成田駅に立ち寄る予定です。

もし、成田駅をご利用の方がおられない場合には直接アパホテルまで戻りますので、あらかじめ申込

時に申告を願い致します。



エクスカーション施設説明

・小野川沿い伝建地区

私達千葉県が誇る歴史的なまち並みを保存し、北総の小江戸と呼称される事もある美しいまち並み、そ
れが小野川沿い伝建地区です。一昨年の東日本大震災において県内でも多大なる被害を受けた地域の
一つであり。目下、建築士会会員を始め地元の匠達によって元の素晴らしい観光地へと復旧が進められ
ています。皆様が訪れる頃には多くの仮設足場も外れ、元のまち並みを取り戻している頃かと思います。
６月下旬は、あやめの花咲く美しい季節です。４８名の国民的有名アイドルグループもプロモーションビデ
オのロケ地として選んだこのまち並みを、どうぞごゆっくりと散歩してください。

・伊能忠敬記念館、伊能忠敬旧宅

日本の測量の礎を築いた伊能忠敬。その彼の１７歳から５０歳まで３０年余りを過ごした家が我が千葉県
佐原市に現存します。こちらも先の震災で大きな被害を受け現在修復中です。また館内には、1821年完
成の「大日本沿海輿地全図」（大図214枚縮尺１/36,000、中図8枚縮尺１/216,000、小図3枚縮尺１
/432,000）のほか、測量ごとに作った地図や名勝地を描いたものなど、多くの種類の展示物があります。
いずれの地図も実際に測量してつくられたので、とても正確であるとともに、芸術的な美しさを備えてお
り、一見のの価値があります。（重要文化財の地図（伊能図）や測量器具は２ヶ月ごとに展示替えを行っ
ています。）
是非とも後世に語り継ぐべき彼の偉業を新しく安全に改修された状態でご覧になってください。



・三菱館

大正3年に建てられた洋風煉瓦造の旧三菱銀行の建物で外観はルネサンス建築様式、屋根は木骨銅板
葺きとなっている。元銀行建物であった事から、普段私達が触る事の出来ない金庫室の分厚い鉄の扉を
間近で見て触れる事が出来ます。また、こちらの館内には震災で傷ついた人々の心を癒してくれた手作
りドールハウスが陳列されており、正確な寸法を１２分の１サイズで精密に再現された姿は建築に携わる
者ならば「一見の価値あり」なものです。NPO小野川と佐原の町並みを考える会の案内窓口にもなってお
り、ここには佐原の町に詳しい方達でいっぱいであり、佐原の町並みの中では、その特徴的外観からシン
ボル的な存在にもなっています。

・香取神宮

関東地方を中心として全国に約400社ある香取神社の総本社で、明治以前に「神宮」の称号を与えられて
いたのは伊勢、香取、鹿島のみというわが国屈指の名社であり、本殿は元禄13年（1700年）に徳川5代将
軍綱吉により造営され、国・県指定の文化財だけでも２００点余を所蔵・所有しています。また、初詣には
50万人以上の人が参拝に訪れます。こちらは文化的な価値だけでなくスポーツ選手等もこぞって訪れる
パワースポットで、何かに迷い心に余裕を失っている時や自分自身の道を見据えたい時、そして、やる
気・仕事運が欲しい人にオススメとなっております。大地にしっかりと足をつけ、要石からしっかりと氣を充
電していってください。
現在、屋根替工事中ですので、足場から間近で修復工事を見学する予定です。
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会場配置図
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