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THE YOKOHAMA BRANCH, KANAGAWA PREFECTURE SOCIETY OF ARCHITECTS & BUILDING ENGINEERS

新年のご挨拶

横浜支部長 山成芳直

新年明けましておめでとうございます。会員、賛助会員の皆様には支

部運営に対して格別のご協力を賜りまして誠に有難うございます。

と、申し上げましても実はこの原稿を筆耕しているのは朝夕涼しくなっ

てきた9月19日でして、『無事』新年を迎えられることを祈りながら筆

耕しているところです。『無事』を祈る理由はこの一年で建築業界、神

奈川県建築士会をとりまく環境が激変したことによります。建築業界で

は技術者や施工者の不足、またそれらに起因する関連費用の高騰等によ

り社会・経済に影響を及ぼす事態となっているのはご存知のとおりです。

また神奈川県建築士会では総会時に花方会長がご説明されたとおり、財

政状況のひっ迫による建築士会存続の問題であります。私はこの２つの

事態は少なからず関連があるのではと感じています。『建築士になって

建築業界で働きたい』と憧れを持つ若者がどの程度存在するでしょうか？

あるいは現役の建築士の皆が『このまま建築士として建築業界で働こう。』

と将来に希望を持っているでしょうか？一方、経済成長、社会保障を含

む国土強靭化、地球環境問題等、国の諸課題解決の為に『建築』を取り

巻く技術者、施工者は今こそ必要とされており、必要不可欠の存在となっ

ています。建築関連分野の諸問題に関する対策は急務であると感じてい

るところです。

このような『カオス』と申してよい状況の中、横浜支部活動を支えてい

ただいている活動委員も４つの委員会を併せて３４名となり、日頃のご

尽力に対して感謝の念に堪えないところです。新年度の活動計画も各委

員会で検討中です。建築士会の様々な活動をとおして①現役の建築士が

絆と専門性を深め②一般社会と係りを持ちながらその活動を情報発信す

る、ことは『建築』の魅力向上に寄与するものと思います。会員の皆様

のご参加、ご協力をお願い申し上げます。

本年が皆様にとって良い一年となりますようお祈りしております。



平成26年度講習会
「ル・コルビュジエから学ぶ」

水上 秀己

平成26年9月20日（土）に横浜第二有楽ビル7階研修センターで、大

成建設ギャルリー・タイセイ学芸員の林美佐さんを講師にお迎えし、

「ル・コルビュジエから学ぶ」をテーマに講習会を開催しました。林

さんはコルビュジエの研究がご専門です。ギャルリー・タイセイ（会

場のビル3階）では、企画展「ル・コルビュジエと飛行機」が開催中※

であり、当日はその内容を踏まえた講演となりました。

「なぜ、コルビュジエと飛行機？」との思いはありましたが、飛行機

という時代の先端の新しい技術、新しい発想を取り入れ、吸収し、パ

ワーと熱意をもって創作に取り組む姿勢は正に「ル・コルビュジエから学ぶ」ものでした。その

影響が、個々の作品のみならず、鳥瞰からの都市計画へとつながっていく幅の広さにも驚かされ

ます。あのロンシャン礼拝堂の特徴ある屋根は、飛行機の翼の構造を参考にしたと言われている

そうです。

当日は会員以外に、建築学会や建築家協会、学生方々など約50名の参加がありました。久しぶ

りに、ル・コルビュジエという偉大な建築家について触れることができたことは、学生時代に戻っ

たようで、大変良い機会でした。少し若返ったような（気のせいか）・・？

※：ギャルリー・タイセイ「ル・コルビュジエと飛行機」開催中、平成27年1月31日まで

日曜～水曜は休館、詳細はhttp://www.taisei.co.jp/galerie/をご覧ください

建築士会横浜支部納涼会に参加して

佐藤 惠

今年も去る8月29日に開かれた横浜支部の納涼会に参加しました。今年は45名ぐらいと聞いて

おりますが6時30分から約2時間、大桟橋入口のスカンディアにて開催さ

れました。ちょうど雨が多い時で雨続きでしたが、この日は珍しく少し

小止みになったのは皆の日ごろの行いがよかったせいでしょうか？スカ

ンディアのおいしいワイン飲みながら、おいしい料理に舌づつみを打ち

ながら楽しく飲み、食べ、暑かった今年の夏の終わりを過ごすことがで

き、厚生委員会の方々にお礼を言わなければなりません。士会の会員と

して46年間も在籍しながら私は日ごろは何の役にも立っていないのです

が、最近はこの会には出るようにして皆様と懇親を深めているところで

す。今後もよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。
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技術情報委員会

納涼会 厚生委員会



夏のスケッチ会 2014年6月7日(土)

この日は、どしゃ降りの雨でした。時々晴れ間があり、傘のいらない時もあ

りましたが。初めに目黒川の近くにある、現代日本画専門の郷さくら美術館

に行きました。大画面の作品が多く展示され、その素晴しさに圧倒されまし

た。桜のモチ－フの絵を常設しておりまして、見ている内にお花見の好きな

私には楽しいひと時でした。

次の場所は、目黒雅叙園の百段階段とその

エリアです。名のある画家の人達や素晴し

い職人さん達の集大成の様な建物で「日本

版ウルトラバロック」と言う言葉にうなず

きました。

私は、建具の素晴しさが残っております。

最後は、どしゃ降りの中、国立科学博物館

附属植物園に行きました。傘をさし、木々

の中を歩く中年の三人組です。水たまりも

あり、パンフレットに載っている写真と同じ場所を見つけたり、たまに会う

人にほっとしたり、童心に帰った様な気持ちになりました。あずま屋でスケッ

チをして行事は終了となりました。絵画同好会は新しく入会する人が長い事

ありません。

入会希望者募集中です。宜しくお願い致します。

第37回 平成26年6月13日 東京ガスビル５階「横浜クラブ」にて

本日も大変楽しく愉快に時間を過ごす事ができ幸せを感じております。

私がワインに関心を持ち始めたのは「ポリフェノール」、赤ワインが始まりです。

さらにあるきっかけからフランスに惹かれだしまして、アルコールだったらワインとなっていき

ました。そんな折、士会でもワインの同好会、愛好会があると聞きすぐに参加させていただく事

となりました。テレビでしか知らない「ソムリエ」の方に直接会い説明を聞き知りたい事もすぐに聞く事がで

き、私も「ソムリエ」にと考えたくらいですが、これが大変なのですぐ断念しました。最近ワインを通じ思っ

た事は【ワインを知る事は建築に良い】という気がしてきております。例えばワインの表現でバランスがいい、

重い、複雑な、センスのある、左右対称の、調和のとれた、骨の太い、どれをとっても建築用語のように聞こ

えてきます。感性と想像力（創造力）を磨いてくれるのではと。さらに『テロワール』なる言葉があり、土地

の斜度、土、自然条件、によりたとえブドウの種類が同じでもできるワインが違ってくるというではないです

か。これまた建築に通じます。これからもワイン同好会で色、香り、味を楽しみな

がら創造力をめぐらせ充実した時間を過ごしていきたいと考えております。ただし、

私はアルコールの分解能力のレベルが大変低いので、【赤ワイン わたしも負けず

ルビー色】なんて事にならないように注意するつもりです。

※最近、映画《プロヴァンスの贈り物》を見ました、ワインに興味がある方は

どうぞ。

3

絵画同好会

同好会だより 皆様のご参加をお待ちしております！

ワイン同好会

郷さくら美術館前にて

菊地会員のスケッチ風景

植物園にて

菊地 紀代子

白石賢司
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４月１２日（土）PM3：00～7：00

Ａ・Ｂ面参加者１１名

桜は見頃をだいぶ過ぎてしまいました

が、気持ちの良い気候となりました。

若者も参加で、４時間の定例会は盛り

上がりました。

４月２６日（土）PM3：00～7：00

Ａ・Ｂ面参加者７名

合宿前の定例会ということもあり少人

数でしたので、４時間はとてもハード

でした。

５月２４日（土）PM3：00～7：00

Ａ・Ｂ面参加者８名

合宿後の最初の定例会でしたので、

皆さん合宿の成果があった様子でゲー

ムに熱が入っていました。４時間があっ

という間に終了しました。

６月１４日（土）PM3：00～7：00

Ａ・Ｂ面参加者８名

前日の天気から一転し３０°の夏日

となり、ゲーム中心に行いました。後

半、バテ気味でしたが良い汗をかきま

した。

７月１２日（土）PM3：00～7：00

Ａ面参加者８名

台風一過でとても天気が良くなり、

３０°超の猛暑となりました。４時間

の前半は１面、後半からは２面でした

ので、休憩時間もなくゲームを行い、

最後は皆さんバテバテの様子でした。

７月２６日（土）PM3：00～7：00

Ｂ面参加者８名

３５°近い猛暑の中、ゲームが始まる

と、暑さを感じさせないほど、皆さん

プレーに夢中でした。

８月９日（土）PM3：00～7：00

Ａ・Ｂ面参加者８名

台風１１号が接近している最中での定

例会でしたが、幸いにも雨は一時的で、

無事行う事が出来ました。多少風があ

りましたが、気温は３０°以下でした

ので、テニスにはちょうど良いコンディ

ションとなりました。定例会後の暑気

払いは、たくさんの参加者があり、久

しぶりに盛り上がりました。

８月２３日（土）PM3：00～7：00

Ａ・Ｂ面参加者６名

今回は天候が心配だったのですが、定

例会の時間帯は雨も止みちょうど良い

気候でした。

たっぷりと練習・ゲームができました。

終了後には、八景島の花火大会も見る

ことができました。

春季合宿
５月１０日(土)１１日（日）場所：ニューウェルサンピア沼津 参加者１５名

恒例となりました沼津での合宿はお天気に恵まれ、

他支部の参加もあり、とても楽しい合宿となりました。

第7回テニス総会報告
５月１７日（土）場所：「アジアンパーティ」 参加者９名

同好会趣旨：「楽しく、みんなで協力、レベルを上げる」

毎年支部総会の後に開催しています。

活動計画等今後の同好会の方向性を確認しました。

同好会会員募集中！
テニスに関心のある方は、どなたでも参加可能です。特に女性大歓迎！お気軽に連絡下さい。

定例会は原則第２・４土曜日を予定していますが、予約状況により異なりますのでお問い合わせください。

ご連絡の際はメールの場合でもお名前、連絡先の記入お願いします。 連絡先：玉野 045-894-8452 FAX893-6614

定例会報告 場所：金沢産業振興センターテニスコート

テニス同好会
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お 知 ら せ 委員会だより

技術・情報委員会

Ｈ26年度初回の活動は昨年9月２０日(土) ギャルリー・タイセイ 林 美佐学芸員を講師に迎え、講習会

『ル・コルビュジェから学ぶ』を行い参加者４６名（内学生２名）が集い無事終了することが出来ました。参加

者全員 受講後にはコルビュジェについての知見がより一層広まったことと推察いたします。今現在、コルビュ

ジェの作品群（美術館部門）がユネスコの世界遺産委員会に向け、日本、フランスなど7か国で共同推薦が実行

されています。今回３回目となる推薦ですが、今年度中には結果が出ると聞いております。日本で唯一のコルビ

ジェ作品である国立西洋美術館もその一つなることを願う次第です。また、この支部だよりがお手元に届くころ

には当委員会恒例のサロン開催通知が届いていると思いますが、今回のサロンは１９５３年ご当地横浜に創設さ

れ、横浜はもとより国内外で幅広い演奏活動を展開している横浜グリークラブ（YGC）によるアンサンブルを開

く予定です。平成27年の初春の吉日、男声合唱による演奏をお楽しみ下さい。

更に2月には大成建設 技術センターの見学会を催し士会会員の知見を高めるため、研修会を開催したいと企画

しています。

技術情報委員長 田中 克樹

総務委員会

総務委員会は定期的に月に一度集まり、通常総会や美術館見学会の企画・準備を行なっております。現在は

美術館見学会開催に向けての打ち合わせをすすめている最中です。開催は春を目指しております。

次回の見学場所は2014年秋にリニューアルオープンした東京都港区白金台に

ある庭園美術館（旧朝香宮邸）を予定しています。この建物は1933年に完成し、

朝香宮邸宅として1947年まで使われた後、吉田茂により外務大臣公邸、その後、

国賓来賓来日の際の迎賓館、プリンスホテルの本社、その後東京都に売却され

一般公開になりました。東京都の有形文化財に指定されている歴史のある建物

です。見学会に是非ご参加下さい！

総務委員長 長井 邦夫

厚生委員会

夏の終りに、恒例の納涼会（ビアパ－ティ）を大桟橋の袂にある「ＳＣＡＮＤＩＡ」を貸切、４０名を超える

参加にて、生ビ－ル、ワインを大いに飲み、北欧料理を楽しみ、会話も弾み大盛況でした。秋には、世界遺産に

なった「富岡製糸場」｢安中精錬所｣「群馬県立近代美術館」等を巡る、日帰りバス旅行で一日ゆっくり楽しみま

した。又、「テニス同好会」｢絵画同好会｣「ワイン同好会」でも、年間を通し盛んに行事を催しています。

横浜支部会員の皆様、気軽に１人でも良し、友人を誘っても良し、ぜひ若い会員の多くの参加を私達、厚生委員

は歓迎します。平成２６年度より、新委員長になりました、高橋です。今年度も、楽しい企画を沢山用意します。

乞う、ご期待を！

厚生委員長 高橋 伸廣



（建築安全課からのお知らせ）

～建築確認のご相談は指定確認検査機関へ～
現在、建築確認のほぼ１００％を民間が担う状況となっていることを踏まえ、

平成26年4月1日（火）から、建築安全課の窓口相談業務の体制を変更しています。

指定確認検査機関へ申請する設計者の方は、当該指定確認検査機関へご相談ください。

建築安全課は、指定確認検査機関からのご相談に集中し、予約制とすることで、迅速で的確な応
対に取り組んでいます。

なお、従来のように、直接設計者の方からのご相談は、原則としてお受けすることができません。

詳しくは：横浜市トップページから

又は http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/shidou/anzen/soudan/

をご覧ください。（お問い合わせ 建築安全課 671-4531）

（建築道路課からのお知らせ）

横浜市ではインターネットで建築基準法上の道路の情報を公表しています。設計にあたっては、

『ⅰ-マッピー』（まちづくり地図情報）で道路情報をご確認いただきますようお願いいたしま
す。なお、留意事項として、

①２項道路（ⅰ-マッピー上では青色）の中心及び終端の位置

②位置指定道路（ⅰ-マッピー上ではオレンジ色）の指定図と現地の幅員が異なっている

場合の幅員
③敷地が接する道（ⅰ-マッピー上で白色）が建築基準法上の道路に該当するか否か等が

あります。

これらについては建築確認申請の前に建築道路課までご相談ください。

『ⅰ-マッピー』は、検索サイトで「横浜市 マッピー」とご検索ください。
（お問い合わせ 建築道路課 671-4510）
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広報委員会だより
支部会報62号がやっと発刊の運びとなりました。今号の支部便りは、原稿収集

が三人、写真の通り編集作業は三人、誤字・脱字のチェックが二人で行っており

ます。編集作業員を募集しております。我と思う人、参集してください。

広報委員会 落合博

落合博・玉野直美・丸山幸一・雨森隆子・吉原直美・宮田欣哉・加藤高明・

高橋秀行・安東眞記子・鈴木洋子 （順不同）

編集 広報委員会 発行 一般社団法人神奈川県建築士会 横浜支部事務局

231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2丁目22 神奈川県建設会館 5F

TEL：045-201-1284 FAX：045-201-0784 http://www.kanagawa-kentikusikai.com/sibu/yokohama/

◆横浜支部賛助会一覧（敬称略）◆

㈱渡辺組 総合建設業 ㈹渡邉一郎

東京ガス㈱神奈川都市エネルギー部 ㈹樺山豊久

不二物産㈱ 金属建具加工販売 ㈹斎田徳次郎

横浜エレベータ㈱ エレベーター販売 ㈹勝 治雄

㈱カンディハウスヨコハマ 家具製造販売 ㈹藤田哲也

㈱キクシマ 総合建設業 ㈹ 菊嶋秀生

㈱ヒライデ 印刷業 ㈹平出伸二

㈱星 木材銘木販売 ㈹星雅巳

建築確認に関する相談
検索

横浜市建築局からのお知らせ


