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ごあいさつ 

つながりをたいせつに 

 

支部長  佐藤 里紗  

 この度、湘南支部第 19 代支

部長をお引き受けすることにな

りました。支部総会にて皆様か 

らご承認いただき、2 年間のお

役目がスタートしました。 

昭和 51年に 27歳で建築士会

に入会して早や 41 年。平成 7 年

から支部役員となり、諸先輩に育てていただきま

した。本会では女性委員長、常任理事、副会長のお

役目も務めましたが、湘南支部では次世代の人材

を発掘することをミッションに、がんばります。 

昭和 49年に設立された湘南支部は、鎌倉、藤沢、

茅ヶ崎・寒川の 3 分会で構成され、一期 2 年ごと

に持ち回りで運営しています。現在会員は275名、

一時は 400 名ほどの会員を擁していましたが、少

しずつ減少して現在の状況です。 

会員増強が課題となっていますが、魅力ある建

築士会をめざして、例年通りの活動に加え建築士

の職能を活かした社会貢献活動にも力を入れたい

と思います。また他支部との連携、本部委員会との

人材交流等、つながりを大切にした活動に取り組

みます。皆様のご協力をいただきながら進めて参 

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

会員多数の出席による総会のようす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 19 日（金）藤沢商工会館会議室にて大川友

理枝副会長をお迎えし、第 44 回通常総会を開催し

ました。 

 湘南支部会員は平成 29 年 3 月 31 日現在で 275

名、当日の出席は 36 名、委任状 52 通で、支部規

程の 5 分の１（55 名）以上の 88 名となり総会が

成立しました。           

 平成 28 年度の事業報告、会計報告、監査報告に

続き平成 29 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 29、30年度）             

支部長 佐藤里紗（藤沢）HP・事務局兼任 

副支部長 金子昌義（藤沢） 

同   小檜山巖（鎌倉） 

同   大谷  篤（茅ヶ崎・寒川） 

会計  桑山直子（藤沢） 

幹事  山中信悟（鎌倉）会計補佐 

同   長谷河学（茅ヶ崎・寒川）会計補佐 

同   湯本 敦（藤沢）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   甘粕博史（藤沢） 

同   梅澤典雄（鎌倉） 

同   福田亮一（鎌倉） 

同   添田典子（茅ヶ崎・寒川） 

監事  春日 勇（茅ヶ崎・寒川） 

同   水田敏弘（茅ヶ崎・寒川） 

支部相談役紹介 

久野 智照    平塚 幸男   鈴木 康三  

津田 孝之   山口 省一  
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主な記事 

・総会報告 

・二宮の魅力探訪 

・地引網大会 
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夏 

今後の活動予定 

１２月中旬 藤沢市役所新庁舎見学会（藤沢） 

１月中旬  新年交流会 

※上記以外の活動を含め、詳細が決まり次第、

掲示板・メルマガ等でお知らせします。 

第 44回通常総会 

        訃報 

去る 6 月 11 日、当支部相談役の北野義夫様

がご逝去されました。謹んでご冥福をお祈り

申し上げます。 
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報告事項の後、新支部長挨拶、大川副会長のご挨

拶と続き、閉会となりました。会費値上げ後の会員

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、関ブロ神奈川大会のＰＲ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 29年度予算 

 平成 29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 

 

 

支出の部 

 

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。今年は建築家の山口省一さんから「設計を通

し木造技術の流れを見る」（昭和 30 年代頃からの

実践で）をテーマに講演していただきました。 

 「大工技術と経済流通の狭間で、その時々の大工

は」、「大工機械の進歩・プレカット化・補強金物の

普及」、「町場大工が工務店化（綜合請負）・ハウス

メーカーの台頭」、「国も動いた国産材・大工技術の

普及」の４節に分け、木造技術の変遷を山口さん自

身の建築作品の歩みに絡めながら説明されました。 

大型木造建築が登場する時代となり、木造技術 

 

の高まり、新材料の登場、技術者の養成や需給の仕

組みの変化、法令の改定等に注視しながらも、木造

伝統技術や技術者の継承につながる建築を手がけ

たい思いをいだく勉強会でした。（報告：編集部） 

 

        

 科 目 内 容 29 年度 前年度 

 

事

業

収

入 

 

 

 

支部繰入金

Ⅰ 

交付金 701,000 743,000 

助成金  10,000 10,000 

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 70,000 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 
 50,000 15,000 

当期収入合計（A） 1,095,000 1,107,000 

支部繰入金Ⅱ 前年度分より 1,211,456 1,163,462 

収入総額（B） 2,306,456 2,270,462 

 科 目 内 容 29 年度 前年度 

 

 

事

業

費 

 

 

 

指導宣伝

費 

研修・見学会 70,000 80,000 

HP 関連費 20,000 20,000 

調査研究費 100,000 100,000 

会員拡充

費 

地引網大会 250,000 250,000 

新年交流会 130,000 130,000 

支部事業費 20,000 20,000 

旅費交通費   50,000 50,000 

会誌刊行費 40,000 45,000 

 

 

 

管

理

費 

旅費交通費 50,000 60,000 

需用費 

通信運搬費 30,000 30,000 

印刷製本費 10,000 13,000 

備品費 6,000 5,000 

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 125,000 110,000 

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） 1,095,000 1,107,000 

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） 

1,111,456 1,063,462 

支部事業積立金 665,556 565,520 

「設計を通し木造技術の流れを見る」 

講師 山口省一氏 

講演する山口省一氏 
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6 月 17 日、中支部と共催で地元まちづくり団体の案内によ

る二宮の魅力探訪（まち歩き）を実施しました。(24 名参加) 

二宮の魅力探訪 

 山口 省一  

 どこの「まち」にも歴史や物語はあります。この

度の町歩きも、それを確認することにより、その

時々に生活した人々の痕跡や受け継がれる商いを

通じて私たちは、その息遣いや暮らしを感じとる

ことが出来たのではないかと思います。 

歴史を積み重ねた建造物や遺跡が、町なかに温

存されていることは、歴史の記憶装置として、意味

あることで、そこから生まれる物語や逸話に、ある

種の新鮮さを感じるからではないでしょうか。今

では波形鉄板に覆われて魅力的とは思われないが、

蔵が点在することにより、昔は米の集積地であり、

代官が支配していた歴史が語られました。これが

大切なことで、蔵が無ければ、永久にこの町から歴

史の何葉かが失われていくのです。 

嘗て二宮から秦野まで軽便鉄道が走っていまし

た。当時秦野には小田急線はなく、内陸部から主に 

 

タバコの葉や軍需物資が東海道線の二宮駅へ運ば 

れていたようです。当然乗客も乗車し昭和 12 年 

の廃業まで、人々の足となって活躍したようです。 

鉄道ほど人々をノスタルジックな世界へ誘うもの

はありません。ここに駅ありの碑を設置するだけ

で、人々の想像をかき立てること、これは新たに付

加することで、記憶の装置としてまち造りに有効

な手段と思いました。 

東京大学農場跡地の中にある大正から昭和初期

の木造建築群は内部見学が出来なく残念でしたが、

これだけ多くの農場遺産はすでに、この町の歴史

そのものと思います。町には移転した神奈川県園

芸試験場がありました。現役としては東京農業大

学の柑橘園があります。この町ではその立地の良

さから多くの試験農場が開設されました。町の歴

史的背景を考えれば、この農場施設は農業遺産と

して保存し、有効活用が望まれます。町ではその活

用に苦慮しているようですが、これを機会に皆様

も関心を持って頂けたらと思いました。 

軽便鉄道について解説を聞く 

 

関ブロ 

かながわ箱根大会 

 6 月 22 日（木）から 24 日（土）にかけて、関東

甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会かな

がわ箱根大会が湯本富士屋ホテルで開催され、関

東甲信越の 1 都 9 県から約 600 名の建築士が参加

しました。 

 今回のテーマは「継（つなぐ）」で、私たちは先

代から何を受け継いで来たのか？私たちは次世代

へ何を次いで行くべきか？の視点で考える機会

（前青年委員会委員長 奈良直史氏）となりました。 

従事者として参加された湘南支部の皆様、大変

お疲れさまでした。建築士どうし交流を深められ

た心に残る素晴らしい大会でした。（報告：編集部） 

東大果樹園跡地の学生寮前で 
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地引網大会 

 丹治 一郎  

7 月 8 日（土）茅ヶ崎海岸の「カネサ網」で支部

恒例の夏の行事、地引網＆バーベキュー大会を開

催しました。今回は参加者大人 91 人、子ども 47 人

と多人数でした。 

8 時前に地引網を揚げはじめ、大人も子どもも一

所懸命。網が揚がると中身は「いわし（大中小）・

わかし・ほうぼう他」で量はプラ樽で 4～5 杯程度

でまあまあの出来でした。 

波打ち際で遊ぶ子どもや、母親から離れらない

子ども達は「宝さがしをやりますヨー」のアナウン

スで嬉々とした表情で場所移動。合図で砂に埋ま

った中から目当ての石を探しあて「あった。見つけ

たー」と大喜びの顔と顔。賞品のおもちゃ選びで考

え込む表情に目を細めました。 

傍らではスタッフによる野菜切り作業が始まり

「ナスは洗ってへたを切り、二つ切り、表面に細く

切り込みを入れてビニール袋に入れる」「ピーマン

は二つ切り、タネを取ってビニール袋に」「たまね

ぎは皮をむいて、根を切って洗う。細かく切るのは

後で、袋に入れる」などと細かな指示どおりに作業

は進んだ。一方、バーベキューの準備班は炭の火付

けに悪戦苦闘。30 分位経って火起こし完了。 

その後は肉類や魚貝類が焼かれ参加者の胃袋へ。

焼きそば作りが始まる頃になると、スタッフは立

ち仕事、灼熱の太陽の下でのＢＢＱでややお疲れ

モード。ＢＢＱの味付けはアルコホル飲用による

感覚マヒのせいか「大体で適当」素材が良かったせ

いか「おいしい」の声は聞こえたが、「とってもお

いしい」との声は皆無でした。例年「枝豆とおにぎ

り」を差し入れてくれるＳ様から今年は「卵焼きと

ポップコーン」付きで頂戴し、ごちそうさまでした。 

そうこうしているうちに「ビーサン飛ばしをや 

りまーす。はじめは子どもから」のアナウンスあり。

進行係は例年のスタッフ MMO 他の方々。酔いざ

ましを兼ねて「大人のビーサン飛ばし」も実施し、

今回は女性の活躍が目立ちました。途中には青年

委員会の N 前委員長が冷えたビールを携え箱根大

会の御礼方々来場。「ビーサン飛ばし」に参加する

も成績は惨憺たるもの。その後、差し入れの西瓜を

食べ、終了間際に参加者に獲れた魚を土産に来年

の再会を誓い、散会しました。 

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 

 

 

茅ヶ崎の海をバックに集合写真 

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流の機会でもあります。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 までお願いします。 

（湘南支部だより編集委員：丹治 三井 湯本） 
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