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夏を乗り越えて 

支部長  春日 勇 

 皆さま暑い夏を元気

に乗り越えてご活躍の

こととお喜び申し上げ

ます。今年は湘南支部

単独の活動より、他の

団体と共同で活動する

ことが多いように思います。 

「茅ケ崎市民俗資料館保存活用検証実行委員会」

の事業活動がスタートしました。６月の「古民家見

学会」には大勢の会員の皆様に参加いただきあり

がとうございました。９月には見学した古民家、民

俗資料館「旧和田家」の調査に入るので、数人のご

協力をお願いしたいと思っています。年度末には

調査の結果発表会を行う計画もあります。 

 湘南地域の様々な企画に、協力できることは積

極的に参加して、建築士会の存在を広め、会員と市

民との絆を築いていきたいと思います。そのよう

にすることで、市民に信頼される建築士の団体で

ありたいと考えています。 

さて、湘南支部恒例の地引網大会が大雨のため、

当日決定では初めて全面中止になってしまい、初

めて物語を私が作ってしまったことが、とても残

念です。連絡方法や案内の記載方法・連絡先の内容

など、今後の反省点が多く見つかりました。今後改

良していきますので、ご理解ご協力をお願いいた

します。今年は連絡の不備で参加希望を頂いた皆

様にご迷惑をおかけしたことを、紙面を借りてお

詫びいたします。 

全面中止に我慢できず、近くでパーティーをし

たチビッ子たちもい

たようです。来年は

ぜひ浜で逢いましょ

う。 

最後に、東北・熊

本を忘れずに「そな

えよつねに」を心が

けてください。       旧和田家住宅 

  

 

 

 

 

 

 

 

第 43回通常総会 

平成 28 年 5 月 20 日（金）、藤沢商工会館会議

室にて第 43 回湘南支部総会を開催しました。 

第一部勉強会に続いて、第二部の総会では本会

から大川副会長を迎え、出席者 36 名、委任状 40

通、計 76 名（会員数 284 名）で総会が成立し、支

部長を議長として第一号議案から第六号議案まで

満場一致で承認さ

れました。春日支部

長から今年度の活

動への意気込みが

発表され、来賓の大

川副会長からは金

子修司会長のメッ

セージを代読し

ていただき、閉会

となりました。  

 第三部の懇親

会では山口相談

役による乾杯に

続き、新入会員の

自己紹介や、今年 

度協定を結んで保 

存活用に取り組むこ

とになった茅ヶ崎市

民俗資料館の紹介、

青年委員会からは平

成 29 年度に行なわ

れる関東甲信越建築

士会ブロック会青年

建築士協議会（通称：関ブロ青年協）かながわ箱根

大会のアピールも

あり、活気あふれ

る会となりまし

た。出席者相互の

情報交換で盛り上

がる中、津田相談

役の中締めで、お

開きとなりまし

た。      関ブロ神奈川大会を PRする青年委員 
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・茅ヶ崎古建築見学会 

・公開講座 
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平成 28年度予算 

 収入の部 

 

総会第一部 勉強会     

 

                      

講師の福田亮一氏 

総会の前に毎年勉強会を行なっていますが、今

年は「耐震改修事例に学ぶ」というテーマで、（一

財）建築防災協会が実施している「耐震改修優秀建

築・貢献者表彰」で、平成 27年度の優秀建築賞を

受賞した「湯浅物産館」について、福田亮一氏から

耐震改修の実際を紹介していただきました。ご存

じのように湯浅物産館は平成 26年の交流会にてま

ち歩きのコースで見学し、湯浅氏にパネリストと

してご登壇いただくなど湘南支部には馴染みのあ

る歴史的建造物です。 

 

 

支出の部 

 

この表彰では、東京タワーや新宿三井ビルディ

ング、京都大学百周年時計台記念館など 7 件が選

ばれていますが、今回のように小規模な木造建築

が受賞対象となるのは初めてのようです。 

（報告：編集部） 

 

 科 目 内 容 28 年度 前年度 

 

事

業

収

入 

 

 

 

支部繰入金

Ⅰ 

交付金 743,000 731,000 

助成金  10,000 15,000 

負担金・ 

参加費収入 

総会 30,000 30,000 

地引網大会 200,000 200,000 

研修見学会 20,000 20,000 

新年交流会 75,000 75,000 

支部賛助会員会費   7,000  7,000 

頒布収入 2,000 2,000 

雑

収

入 

事業協力費 5,000 5,000 

雑収入 
 15,000 15,000 

交流会事業 0 0 

当期収入合計（A） 1,107,000 1,100,000 

支部繰入金Ⅱ 前年度分より 1,163,462 928,266 

収入総額（B） 2,270,462 2,028,266 

 科 目 内 容 28 年度 前年度 

 

 

事

業

費 

 

 

 

指導宣伝

費 

研修・見学会 80,000 100,000 

HP 関連費 20,000 20,000 

調査研究費 100,000 40,000 

会員拡充

費 

地引網大会 250,000 215,000 

新年交流会 130,000 112,000 

支部事業費 20,000 20,000 

旅費交通費   50,000 100,000 

会誌刊行費 45,000 45,000 

交流会事業 0 0 

 

 

 

管

理

費 

旅費交通費 60,000 60,000 

需用費 

通信運搬費 30,000 30,000 

印刷製本費 13,000 13,000 

備品費 5,000 6,000 

消耗品費 5,000 5,000 

雑費 4,000 4,000 

借室損料 40,000 40,000 

 対外費（慶弔費他） 20,000 20,000 

会議費 総会費 110,000 110,000 

役員会他 120,000 120,000 

事業協力費 本部事業 5,000 5,000 

当期支出合計（C） 1,107,000 1,100,000 

当期収支差額（A）－（C） 0 0 

支部事業積立金（D） 100,000 100,000 

本部繰出金（B）-（C）-（D） 1,063,462 828,266 
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耐震改修事例に学ぶ 

勉強会のようす 
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茅ヶ崎市民俗資料館保存活用 

検証実行委員会について 

 

今年度湘南支部では、茅ヶ崎市、東海大学小沢

研究室と三者で協定を結び、茅ヶ崎市民俗資料館

保存活用検証実行委員会に参加しています。 

湘南支部の主な担当は旧和田家住宅の現況調査

と報告書の作成ですが、実行委員会の活動全体に

関わっていきます。 

まずは 6月にキ

ックオフイベン

トとして茅ヶ崎

市民俗資料館で

ある旧和田家と

旧三橋家の見学

会が行なわれ、旧

和田家では小沢

教授の建物解説

がありました。 

次は 7月に夏休

みの子ども向け

イベント「民家っ

てなんだろう？

旧和田家で昔の家

を探検！」を小沢

研究室が行ない、

湘南支部からも参

加しました。 

9月は、いよいよ

湘南支部担当の

「旧和田家現況調

査」です。昭和 60

年の移築工事報告

書を参考に、保存

活用のために現在

の状況を調査し、

報告書にまとめま

す。 

12 月には子

ども向けの「お

そうじワーク

ショップ」が予

定され、年度末

には広く市民

に呼び掛けて

報告会が行わ 

 れます。  

 

 

古建築見学会          2016.6.26 

 

 

 

藤沢分会  野口 謙次郎 

6 月 26 日（日）朝、晴天に恵まれて香川駅よ

り少し離れた現地に向かいました。 

趣のある茅葺屋根が目に飛び込んできて、大切

にされていると感じました。建物内には大勢の人

達が、土間

より一段上

がった板の

間に座って

講習を待っ

ていまし

た。 

まず茅ヶ

崎市の方が

市の重要文化財である旧三橋家と旧和田家につい

て簡単な説明と、博物館の予定等も話してくれま

した。 

次に、東海大学の小沢様より旧和田家を保存す

る価値が大

きいこと、

その魅力に

ついて講演

をいただき

ました。建

築当時の材

料購入ルー

トや、各職

人の人数、職人以外に大勢の近隣の方達が参加し

ていたこと等、興味深い内容でした。 

耐震性の確保と、地盤沈下が原因と思われる建

物の傾斜についての課題がありますが、当時の状

態が残されていて勉強になりました。 

一方、旧三橋家の建物の状態は非常に悪く、今

後の手入れや保存方法も課題と思われます。 

見学会の後

は、香川駅近く

の「熊澤酒造」

のレストランで

昼食会となり、

とても楽しい一

日となりまし

た。  

 

茅ヶ崎市民俗資料館を知る 

旧和田家住宅の縁側にて 
熊澤酒造で昼食会 
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平成 27年度公開講座    2016.2.13 

日本の木の家に住みたい 

鎌倉文学館講座室にて、梅澤典雄氏より伝統木

構造を中心に様々なお話を伺いました。建築士と

市民が一緒に日本の木を使った家造りについて考

える良い機会となりました。参加者は 33名。 

 

       講演する梅澤氏 

 

2月 13日公開講座に参加して 

          藤沢分会  橋本 守  

講師の梅澤先生からは、木を愛し、建築を愛し

そして人を愛する建築家のみずみずしい感性と情

熱、そして建築家としての矜持の一端を受け止め

させて頂いた。 

木造を愛する人は、「木」の持つ特性を地球生

命的視点からひも解き、人々の価値観の変換にま

で迫る。お話からは、次のようなことの大切さを

確認することができた。 

「木の家を造る」という選択自体が地球に生き

る我々の生き方の一つの現れであること。通説に

寄りかかる前に、自らの眼で素材を知り、素材の

可能性を確かめ、フルに生かそうとすること。そ

して、自ら選択肢をこしらえ、選択の根拠を問い

続けること。そうした行動と思考の過程に於いて

こそ、自身の技術や思想の

洗練・進歩があること。 

メタ科学の眼を持つ建築

家からほとばしる言葉は、

「伝統木造」に対する魅力

ある価値の宣言でもあっ

た。今まさに、数寄屋に取

り組む私にとっては、大い

に励まされる内容であっ

た。 

                木組の模型 

 

        これからの活動 

★けんちくラーニング・モア 第 4回構造編① 

日時：9 月 14 日（水）18：30～20：00 

会場：藤沢商工会館 会議室 

会費：無料、非会員 500 円 

申込：青年委員会へ  

seinen@kanagawa-kentikusikai.com 

※青年委員会と共催で実施します 

★旧和田家住宅現況調査 

日時：9 月 24 日（日）9：30～15：00 

募集：若干名（建築士会会員でヘリテージマネー 

ジャーの方希望） 

集合：現地 9 時集合（駐車場あり） 

昼食：お弁当を用意します 

持物：調査に必要なもの（筆記用具、メジャー、

カメラ、懐中電灯等） 

   画板、用紙は用意します 

内容：二人一組で野帳の作成、写真撮影をします 

※参加者には、旧和田家住宅移築工事報告書の

PDF データをさしあげます。 

  参加希望の方は、下記へメールして下さい 

shonan@kanagawa-kentikusikai.com 

 

★平成 28年度公開講座 

「蔵・倉・クラー蔵からたどる藤沢宿の建築史」 

旧東海道藤沢宿地区には様々な用途や形式の蔵

が多く残ります。なぜ蔵が多いのか？その背景や

個々の蔵の意匠・構造の工夫、職人の交流から、

藤沢宿地区のまちと住まいの歴史をたどります。 

日時：10 月 29 日（土）13：30～15：00 

会場：藤沢市ふじさわ宿交流館（遊行寺惣門前） 

（藤沢市西富 1-3-3） 

講師：小沢朝江氏（東海大学教授） 

参加費：無料（どなたでも参加できます） 

定員：80 名（10 月 10 日から受付） 

申込：shonan@kanagawa-kentikusikai.com 

※湘南藤沢文化ネットワークと共催で実施します 

 

編集後記                     

 春日支部長が、日本建築家全集を希望される方

にお譲りしたいとのことです。勉強したいと思っ

ている方いかがでしょうか。 

湘南支部だよりが、会員同士の情報交換の場と

なるよう皆様からのひとことや旅行記などご寄稿

もお待ちしています。ご連絡は支部メール 

shonan@kanagawa-kentikusikai.com へどうぞ。 

（湘南支部だより編集委員：丹治 三井 佐藤） 
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