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ごあいさつ 

支部長の大役をお受けして 

 

支部長  春日 勇  

 入会して 10 年

と少々、武田支部

長の時代に、会計

をお受けして、今

度は支部長を仰

せつかることに

なりました。 

恒例の地引網

も梅雨時の天候に振り回されながらも、無事に終

了し、参加した方々からも好評を頂いて一安心し

ています。ひとえに会員の皆様のご協力の賜物と

感謝しております。 

 参加者相互の交流も図れて、建築士会の存在も、

一般の方に知って頂く機会になったようです。大

人も参加できるゲームや、食材の新しいメニュー

なども取り入れたいと思います。 

 今年も、茅ヶ崎市役所の見学会など、参加意欲の

湧くような企画をしていきたいと、計画中です。皆

様も積極的に、テーマや希望を提案してください。 

 全員参加型の支部にしていきたいと思いますの

で、ご協力をお願いします。 

       多くの会員の参加で開催された総会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 15 日（金）藤沢商工会館会議室にて花方会

長をお迎えし、第 42 回通常総会を開催しました。 

 湘南支部会員は平

成 27年 3月 31 日現在

で 303 名、当日の出席

は 41名、委任状 54通、

支部規程の 5 分の１

（61 名）以上の 95 名

となり総会が成立し 

ました。           花方会長    

 平成 26 年度の事業報告、会計報告、監査報告に

続き平成 27 年度の事業計画と予算が承認され、下

記の新役員を選出しました。 

支部役員紹介（平成 27、28年度）             

支部長 春日 勇（茅ヶ崎・寒川） 

副支部長 大谷 篤（茅ヶ崎・寒川） 

同   福田亮一（鎌倉） 

同   金子昌義（藤沢） 

会計  水田敏弘（茅ヶ崎・寒川）事務局兼任 

幹事  佐藤里紗（藤沢）HP・支部だより担当 

同   丹治一郎（鎌倉）支部だより担当 

同   三井恵介（茅ヶ崎・寒川）支部だより担当 

同   梅澤典雄（鎌倉） 

同   湯本 敦（藤沢） 

監事  甘粕博史（藤沢） 

同   桑山直子（藤沢） 

支部相談役紹介（従来通り） 

鈴木康三  

津田孝之  

山口省一  

北野義夫 

久野智照  

平塚幸男 

山縣慶三 

 

 

   懇親会にて 
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主な記事 

・総会報告 

・地引網大会 

・オープンカフェ湘南 
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夏 

新建築見学会のお知らせ 

日 程 2015年 12月 5日（土）午後 

見学先 茅ヶ崎市役所新庁舎 

問合せ shonan@kanagawa-kentikusikai.com 

※詳細が決まり次第、掲示板・メルマガ等で

お知らせします。懇親会も検討中です。 
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報告事項の後、新支部長挨拶、本会花方会長のご

挨拶と続き、閉会となりました。会費の値上げ、会

員の減少など苦境に立つ建築士会ですが、会員相

互の連携で乗り切り、社会に貢献できる団体であ

りたいと思います。 

 懇親会では、新入会員の紹介や会員の情報交換

など和やかなひとときを過ごしました。 

 

平成 27年度予算 

 平成 27年度予算につきましては、次のように承

認されました。 

収入の部 

 

 

総会第一部 勉強会     

 

                      

 

毎年総会前の時間を使って勉強会を行なってい

ます。今年は当支部副支部長で藤沢市役所建築指

導課長の金子昌義さんから「最近の法改正の動き」

について解説していただきました。 

 資料は国土交通省の「建築基準法の改正につい

て」を用い、建築基準法の一部を改正する法律の概

要、政省令・告示の改正、今後のスケジュール等 

を伺いました。 

 木材の利用を促進するための木造建築関連基準

の見直し、構造計算適合性判定制度の見直し等多

岐に亘り、現行の基準法では対応できない新技術

の導入に向けた仕組み等も大臣認定制度が再度、 

 

支出の部 

※支部事業積立金 26 年度末 365,456 円       

 

設けられました。 

 建築士法の改正では、建築士のなりすまし事案

等を受けて、建築物の設計・工事監理の業務の適

正化及び建築主等への情報開示が充実するよう新

たなルールが定められました。（報告：編集部） 

 

 

      熱心に解説を聞く参加者 

 科 目 内 容 27 年度 前年度 

 

事

業

収

入 

 

 

 

支部繰入金

Ⅰ 

交付金 731,000 552,000 

助成金  15,000 265,000 

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 4,000 

雑

収

入 

事業協力費 5,000 5,000 

雑収入 
 15,000 15,000 

交流会事業 0 150,000 

当期収入合計（A） 1,100,000 1,323,000 

支部繰入金Ⅱ 前年度分より 928,266 986,697 

収入総額（B） 2,028,266 2,309,697 

 科 目 内 容 27 年度 前年度 

 

 

事

業

費 

 

 

 

指導宣伝

費 

研修・見学会 100,000 50,000 

HP 関連費 20,000 20,000 

調査研究費 40,000 45,000 

会員拡充

費 

地引網大会 250,000 215,000 

新年交流会 112,000 100,000 

支部事業費 20,000 20,000 

旅費交通費   100,000 50,000 

会誌刊行費 45,000 45,000 

交流会事業 0 400,000 

 

 

 

管

理

費 

旅費交通費 60,000 25,000 

需用費 

通信運搬費 30,000 30,000 

印刷製本費 13,000 13,000 

備品費 6,000 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 110,000 100,000 

役員会他 120,000 140,000 

事業協力費 本部事業 5,000 5,000 

当期支出合計（C） 1,100,000 1,323,000 

当期収支差額（A）－（C） 0 0 

支部事業積立金（D） 100,000 200,000 

本部繰出金 

（B）－（C）－（D） 

828,266 786,697 

最近の法改正の動き 
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地引網大会 

 6 月 27 日（土）茅ヶ崎海岸の忠右ヱ門丸漁場に

て恒例の地引網大会を開催しました。心配された

お天気も上々で、引き上げられたシラスを食べた

り、カマスを焼いたりその場で参加者のお腹にお

さまりました。参加者は大人 96 名、子ども 25 名

と大勢の皆さんにご参加いただき、バーベキュー

やゲームなどで半日楽しく浜辺で過ごしました。 

 
 天候に左右される行事は準備もなかなか大変で

す。週間天気予報を小まめにチェックし、バーベ

キューの買い出しもどれくらい必要か担当役員は

頭を悩ませます。 

 

まずは炭を熾し、飲み物・スイカを冷やして準備

します 

漁師さんの掛け声で網を引きます 

 

引き上げた網にはシラスやカマスが入っています 

 

 

 

五味 佳久  

建築士会の三井さんの紹介で建築士仲間数組と

家族４人で参加させていただきました。 

天候にも恵まれた地引網は 10 時 30 分のスター

ト。朝からのビールは会話も進み、普段は交流をも

たない建築士との情報交換もでき、今後の活動に

活かせそうです。 

大人も子供もみんなで引いた網の中はイワシ、

カマス、カワハギ、シラスなどで大漁でした。3 歳

の息子はその場で小イワシを口の中にパクリ。新

鮮な海の幸を堪能でき大満足でした。 

BBQ においては普段は堅物な建築士が、手際悪

そうに焼き場に立つ姿を見ていると、こちらの顔

がほころびます。 

その他にもビーサン飛ばしや宝探し、スイカ割

と催しを企画していただいた関係者の皆様ありが

とうございました。つながりの大切さを実感した

地引網大会でした。 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

子どもたちに人気の宝探しは、砂に埋められた

石を掘りあてるゲームです 

 

ビーサン飛ばしは、大人にも子どもにも人気の

ゲーム。げんべいのビーサンを飛ばすのが公式で

す。2 回飛ばして遠くまで飛んだ方を記録して競

います。デザートは差し入れのスイカ。 

最後の仕上げはごみ処理です。毎年茅ヶ崎分会

メンバーの尽力でその日のうちに処理場へ。ゴミ

の分別にご協力いただきましてありがとうござい

ました。（編集部） 

獲れたて生シラス！ 
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モロッコ旅行記 

             高野 淳一  

6 月中旬、スペインのタリファからタン

ジェに入った。定期便のフェリーにして

は豪華だなと感心し、デッキに出て海を

見ながら何時までも乗っていたいなと思

っていたのは束の間、船中で警官からの

スタンプを貰い損ね、無料シャトルバス

に乗れず、お蔭でメルセデスの W123 で移動する

ことになった。そう、ここモロッコでは全て長距

離タクシーはあの名車 W123 の MT なのである。

英語で運転を替ってくれと何度も懇願しても無言

なドライバー。何故なら、モロッコは基本フラン

ス語かアラビア語しか通じないのである。ホテル

以外は日本より英語が通じない国である。 

街を散策していると昼間からバーには多くの地

元客がいるではないか。モロッコは禁酒かと思っ

ていたが、聞くと観光国なので比較的お酒にゆる

い国とのこと。迷路の様なメディナ（旧市街）に

入り、良妻のお土産と想いバブーシュを物色する

が、値札なんてものは無いので常に交渉、しかも

相当な交渉上手である。それにしても色彩豊かで

モダンなモロッコスタイル。 

列車にも乗ったが遅延が酷く2hも来なかった時

もあり、混雑しデッキ部分に立って移動すること

もあった。ネットで指定席を購入しても、席にたど 

り着けないこともある。 

モロッコ建築で最も目にする機会が多い Zellige

（ゼリージュ）、細かくカットしたタイルを組み

合わせて幾何学模様にした装飾のことであるが、

これが美しいのである。（写真下） 

そしてモロッコは日干しレンガを用いた建築で

環境負荷の少ないエコロジカルな建築技術であ

る。（写真左）建築現場では足場がなく滑車での

作業には驚いた。（写真右） 

暫らくここで雇って貰えれば良かったなあ。 

    （㈲湘南建築工房一級建築士事務所） 

        

蝉 

門井 明夫  

この夏は暑いのか、アブラゼミ

が日陰のバルコニーの薔薇の枝に

休んでいた。子供のころ、京都で

はニイニイゼミが鳴き始めると、

そろそろ夏休みだなぁと嬉しくな

り、アブラゼミやミーンミーンゼ

ミ、クマゼミが鳴くと真夏を感じた。鞍馬や比叡

山に行くとカナカナゼミの涼しげな声が聴けた。

ツクツクボーシ

の鳴き声に残っ

た宿題を急がな

きゃと嫌になっ

たものだ。所

謂、動物暦が有

った。 

昔は関東にはク

マゼミは居なか

ったはずだが、温暖化等の影響で北限が移動した

様だ。蝉程度ならさほど影響は無いがマラリア蚊

が台湾で発生してるとか、温暖化が進行すればそ

んな蚊の沖縄上陸も目前だろう。 

 CASBEEや低炭素建築物認定制度とやらも然るこ

とながら、戦後植林され成長した樹木の国内産木

材を使い吉田兼好が宣うた、夏を旨とした住まい

を造り、また、火力や核分裂（原発）に頼らない

人類にやさしく、地球環境を破壊しない、代替え

エネルギーを真剣に本気で速やかに開発すべきじ

ゃなかろうか・・・。 

            （門 建築設計事務所） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 

編集後記                     

 湘南支部だよりは、支部行事のご報告だけでな

く会員同士の情報交換の場としての役割もありま

す。皆様からのひとことや旅行記などご寄稿をお

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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