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大分県建築士会　大分支部

差出人: 大分県建築士会大分支部 <info2@oita-shikai.or.jp>
送信日時: 2022年6月30日木曜日 10:35
宛先: info2@oita-shikai.or.jp
件名: ★事務局ニュース★No.98

 

大分県建築士会大分支部メールマガジン令和４年6月30日発行第98号 

  
 

 

  

 

 

    

 

 案内  「新型コロナウイルス感染症関連情報」について  

 

  

連合会のHPに「新型コロナウイルス感染症関連情報」が掲載されています。 

ご覧ください。 

内容は順次更新されております。最新の情報をご確認ください 

http://www.kenchikushikai.or.jp/torikumi/news/2020/2020-00-00.html 

【内容】 

 １．各種講習会に関する情報 

 ２．建築士試験・建築士制度に関する情報 

 ３．各団体等への要請等に関する情報 

 ４．新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応 

 ５．関連情報 

 

※大分県の新型コロナウイルスに関するお知らせは、以下をご覧ください。 

      https://www.pref.oita.jp/site/covid19-oita/ 
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※大分市の新型コロナウイルス感染症特設ページは、以下をご覧ください。 

      https://www.city.oita.oita.jp/o029/coronavirus.html   

 

  

 

 案内  令和4年度会費の納入について  

 

  

 

 令和４年６月２０日付け「令和４年度会費納入」のお願い文書を送付したと 

 ころです。８月３１日（水）が納入期限となっていますので、よろしくお願 

 いします。 

  

 なお、先日の本部通常総会におきまして、 

 「当該年度の４月１日において７５歳以上でありかつ会員歴が１０年以上で 

 ある会員の本部年会費を、現行9，600円から4，000円とする。」と、 

 本部年会費の改正が承認されました。 

 また、支部年会費については、各支部で検討する事となっています。 

 お間違えの無いようにご注意ください。  

 

  

 

 案内  「既存住宅状況調査技術者講習（新規・更新講習）」のご案内  

 

  

 改正宅建業法の重要事項説明の既存住宅状況調査をするには、この講習を 

 修了し、登録されることが必要です。 

 

【令和４年度の開催日程について】 

 令和４年度の「既存住宅状況調査技術者講習（新規・更新）の開催日程は 

 （公社）日本建築士会連合会のHPに掲載されています。 

 以下開催予定の日程をお知らせします。 

 〇新規講習 

  日 程：令和4年10月 5日（水） 
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 〇更新講習（年2回開催） 

  日程➀：令和4年11月11日（金） 

  日程➁：令和5年  1月26日（木） 

 

【オンライン学習（新規講習・更新講習）のご案内】 

  インターネット環境の整ったご自宅のパソコンや職場のパソコンにて 

  受講可能です。修了考査の解答までオンラインで完結します。 

   

※申込方法等詳細は、日本建築士会連合会HPをご覧ください。  

 

  

 

 案内  「建築士定期講習」について   

 

  

【令和４年度の開催日程について】 

 ・令和４年９月14日（水）実施分 受付中～定員次第 

  （受付窓口）事務所協会  会場 大分職業訓練センター 

 ・令和４年12月13日（火）実施分 ９月15日受付～定員次第 

  （受付窓口）建築士会   会場 大分職業訓練センター 

 ・令和５年３月15日（水）実施分 12月14日～定員次第 

  （受付窓口）建築士会   会場 大分職業訓練センター 

  

 ★申込については、窓口申込の他、郵送での申込を受付ています。 

 ★令和４年度の受講対象者には4月上旬に（公財）建築技術教育普及 

  センターより「プレ印字版」の受講申込書がご自宅宛てに送付されて 

  います。（前回３年前の講習を、（公財）建築技術教育普及センター 

  で受講した方のみ） 

 ★WEB申込、申込書のダウンロードについては、（公財）建築技術教育 

  普及センターのホームページをご覧ください。 

  https://www.jaeic.or.jp/koshuannai/teikikoshu/kteiki/index.html 

 ★（公財）建築技術教育普及センターでは、講義から修了考査まで全て 
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  をオンラインで完結する「オンライン講習」も実施しています。 

  詳細は、こちらをご覧ください。 

  オンライン講習(WEB講義＋WEB修了考査) 建築技術教育普及センター 

  ホームページ (jaeic.or.jp)   

 

  

 

 案内 「監理技術者講習」について （監理技術者以外の方も受講可能）  

 

  

 

 大分県建築士会では毎月建築工事の事例を多く採りあげた内容で「監理技術者

講習」を開催しています。特に、一級建築士、1級建築施工管理技士、1級電気工

事施工管理技士、1級管工事施工管理技士等の「建築工事の分野で活躍されてい

る監理技術者」にとりましては、実務に役立つ充実した内容のテキストを使用して

講義を行います。講習会日程は下記のとおりです。ＣＰＤ６単位が付与されます。 

 なお、監理技術者以外の建築士や技術者の方も受講可能です。日頃の工事監

理業務に役立ちますので、是非ご受講ください。 

 

【令和４年度の開催日程について】                                      

  令和４年  ７月13日(水)   ８月10日(水)  ９月14日(水) 

       10月12日(水) 11月 ９日(水) 12月14日(水) 

  令和５年  １月11日(水)  2月８日(水)  ３月８日(水)  

 ※日程は、日本建築士会連合会HPにも掲載されております。 

    ○時 間：8：50～16：40 〔 受付8：30開始 〕 

  ※8:45～8:50の5分間に講習の運営説明があります。 

  ○会 場：（公社）大分県建築士会会議室 

  ○形 式：DVD講習 

  ○定 員：各回３名程度 

  ○受講料：WEB申込 9,500円／窓口・郵送申込 10,000円   

 

※受講申し込みは日本建築士会連合会HPよりお申込ください。  
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 案内 「建築士法による重要事項説明のポイント」(第4版)ご案内に 

     ついて  

 

  

 

 標記図書の第４版が発行されましたのでご案内いたします。 

 

 １．発行日 令和３年11月24日 

 ２．改訂内容 

  １）令和３年９月１日施行の建築士法等の改正に対応 

    法改正された部分の修正、法改正の内容を追記、新旧対照表の掲載 

  ２）ITによる重要事項説明への対応 

    ITによる重要事項説明の内容を追記、ITによる重要事項説明の実施 

    マニュアルを掲載 

  ３）四会推奨「重要事項説明書様式」の改訂 

    押印、書面に係る制度が見直されたことをうけ、四会推奨「重要 

    事項説明書様式」の説明をした建築士、説明を受けた建築主の 

    押印欄を削除。 

 ３．販売価格 

    定価   1,540円（税込） 

    会員価格 1,386円（税込） 

    ＊ページ数の増加に伴い、定価が引き上げられました。 

 ４．体裁 

    A4版 126ページ 

 

 ※申込は、士会事務局までご連絡ください。  

     電話 097-532-6607  メール info@oita-shikai.or.jp  

 

  

 

 案内  「各種契約書類及び契約約款」の改正版の発刊について  
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連合会発行「会報 建築士」令和３年９月号に契約約款の特集記事が 

掲載されております。 

 

 民法等の改正を踏まえた以下の改正版（令和２年４月改正）が 

 発刊されました。  

 ○「四会連合協定 設計・監理業務委託契約書類」 

   ・一般価格 1,320円（税込） 

   ・会員価格  990円（ 〃  ） 

 ○「四会連合協定 小規模向け設計・監理業務委託契約書類」 

   ・一般価格 1,100円（税込） 

   ・会員価格  880円（ 〃  ） 

 ○「民間連合協定 工事請負等契約約款契約書関係書式」 

   ・一般価格  930円（税込） 

   ・会員価格  837円（ 〃  ） 

 ○「小規模建築物・設計施工一括用工事請負等契約約款契約書関係書式」 

   ・一般価格  900円（税込） 

   ・会員価格  809円（ 〃  ） 

 ○「民間連合協定 マンション修繕工事請負契約約款契約書関係書式」 

   ・一般価格  930円（税込） 

   ・会員価格  837円（ 〃  ） 

 ○「民間連合協定 リフォーム工事請負契約書類（書式・約款）」 

   ・一般価格  580円（税込） 

   ・会員価格  522円（ 〃  ） 

 ○ 改正日   令和２年４月１日 

 

 ※図書の問合せは、士会事務局までご連絡ください。  

     電話 097-532-6607  メール info@oita-shikai.or.jp  

 

  

 

 案内  「免状型の一級建築士登録証明書の発行」について  
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 近年、カード型の一級建築士免許証明書の交付を受けた建築士等から、一級 

 建築士の免許を保有している事を証明するものを、建築事務所に掲示したい 

 要望に対応するため、「免状型」の一級建築士登録証明書（事務所等掲示 

 用）を発行する事になりました。 

 

 ○発行手数料： １，７８０円 

 ○証明される内容：氏名（フリガナ）、生年月日、登録番号、登録年月日 

          など 

 

 ※詳しくは、こちらのパンフレットをご覧ください。  

 

  

 

 案内  「建築士賠償責任補償制度（けんばい）」について  

 

  

 耐震偽装事件以降、国民の建築業界への不信が高まる中、建築物の安全性を 

 確保するために重要な役割を担う建築士として、日々適正な業務遂行のため 

 に力を注いでおられることと思います。 

 一方で、品質管理をどんなに徹底しても、不測の事故が発生してしまう可能 

 性を完全に排除することができないのも現状です。 

 このような事態に備え、公益社団法人日本建築士会連合会を契約者とし、建 

 築士会会員が経営・勤務または所属する事務所の方を加入者とする建築家賠 

 償責任保険、請負業者賠償責任保険、サイバーリスク保険の団体契約のご案 

 内です。 

 建築士としての業務の安定化を図り、不測の事態への賠償資力を確保するた 

 めに、より多くの会員事務所が本制度にご加入されますようご案内申し上げ 

 ます。 

 ※概要につきましては、こちらのパンフレットをご覧ください。 
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 ※詳しい内容や保険料、お申込みについては日本建築士会連合会HPをご覧 

  ください。  

 

  

 

 案内  「建築士 7月号」について  

 

  

 

★全国まちづくり委員長会議の各ブロックからの報告で、九州ブロック選出の 

 連合会まちづくり委員の椛田康一さん（宇佐支部）の「国東半島の海岸景観 

 に関する取組」が掲載されています。 ご覧ください。 

 

【主な記事の目次を掲載します。】 

 ○特集     地域まちづくりへの問題提起と実践     

 ○この人に聞く 数寄屋から能舞台まで職人とともにつくる 

         田野倉 徹也 氏 （田野倉設計事務所）               

 ○CPD講座   設計図書整合性向上ガイドブックの解説 第６回 

         建築物と内装のデザインの意匠権 第５回          

 ○連載コラム  建築施工におけるBIMを考える  第６回 

 ○Ｎews Clip 脱炭素へ、２０兆円政府支援 

         鉄筋最高値を更新 

         国産材切り替えに補助 ほか  

 

  

 

 案内  「まちづくり・建築よろず相談会」の開催について  

 

  

 本年度の公益事業として、大分市まちなみ企画課と大分支部の協働により、 

 下記のとおり「相談会」を開催いたします。 

             記 

  場所：Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分「まちづくり情報プラザ」 

  日時：原則毎月第３木曜日 10時～12時 13時～15時    
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     ・ ７月開催  ７月２１日（木） 

     ・ ８月未開催 

     ・ ９月開催  ９月１５日（木） 

     ・１０月未開催 

     ・１１月開催 １１月１７日（木） 

     ・１２月開催 １２月１５日（木） 

     ・ １月開催  １月１９日（木） 

     ・ ２月未開催 

     ・ ３月開催  ３月１７日（木） 

   

  相談員：○まちづくり相談～大分市職員 １～2名/回 

      ○建築よろず相談～大分支部会員 ２名/回 

  

 ※大分市住宅課の「空き家相談会」も同時に開催されます。   

 

  

 

 案内  「第6回 しきど青空マルシェ」への参加について  

 

  

 大分支部青年部まちづくり班が７月９日（土）に敷戸名店街広場で開催 

   されます「第６回しきど青空マルシェ」へ参加します。 

 大分大学理工学部柴田研究室、県住宅公社、敷戸団地名店街、NPO法人 

 小さな手と協力し、昨年１１月に開催されました第５回では、 

   ①「よみがえる敷戸の記憶 パネル展」 

   ②「木製スマホスタンドのDIY工作」 

   ③「ガーランドの作成、展示」 

   ④「竹のバッタづくり」を催し、大変好評でした。 

 今年度の企画は、 

   ➊木工ワークショップ 

   ➋しっくい灯籠ワークショップ です。 

 みんなが主役の地域共生社会実現のため、建築士として、建築士会大分支部 
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 まちづくり班としての活動のさらなる可能性をこの企画をとおして探って行 

 きます。 

 会員の皆様も、是非参加いただき一緒に楽しみましょう。  

  

 ※概要につきましては、こちらのチラシをご覧ください。  

 

  

 

 案内  「柞原八幡宮清掃活動」の参加者募集について  

 

  

 

 恒例となっています、「夏の柞原八幡宮の清掃活動」を下記のとおり実施し 

 ます。 

 涼しい木陰の参道で、気持ちの良い汗をかきませんか‼  

 清掃時間は、約１時間を予定しています。 

 小雨決行いたしますが、荒天の場合は中止します。 

             記 

  日時：令和４年７月２３日（土） 午前８時集合 

  集合場所：柞原八幡宮 第１駐車場 

  服装：蚊などの虫対策が出来る服装、手袋、タオル等 

  その他：ホウキ等清掃道具をお持ちの方は持参してください。 

 

 ※参加希望の方は７月２０日（水）までに事務局（山田・阿南）にご連絡く 

  ださい。  

  連絡先 電話：097-532-6607  メール：info2@oita-shikai.or.jp  

 

  

 

 報告  「令和4年度本部通常総会」について  

 

  

 令和４年６月１０日（金）に、コンパルホールにおいて令和４年度大分県建 

 築士会通常総会が開催されました。 
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 下記の議案をご審議いただき、いずれもご承認をいただきました。 

             記 

  第１号議案 令和３年度事業報告の件（報告事項） 

  第２号議案 令和３年度決算の承認の件（決議事項） 

  第３号議案 令和４年度事業計画及び収支予算書の件（報告事項） 

  第４号議案 理事及び監事の選任の件（決議事項） 

  第５号議案 入会金及び会費規約等の改正（決議事項） 

  第６号議案 公益認定法に基づく公益目的の事業変更認定について 

                         （報告事項） 

  その他会務報告 

 

 ※第５号議案で、当該年度の４月１日において７５歳以上でありかつ会員歴 

  が１０年以上である会員の本部年会費を、現行9，600円から4，000円に 

  改正する事が承認されました。 

  なお、支部年会費については、各支部での検討となっています。 

 

  

 引き続き、理事会が開かれ、下記の議案をご審議いただき、いずれもご承認 

 をいただきました。 

 新会長に、幸勝美さんが選任され、副会長には、石井鏡成さん、鈴木義弘さ 

 ん、椛田康一さん、高野幸雄さんが選任されました。 

 また、専務理事に松崎和夫さんが選任され、常務理事には、亀谷芳久さん、 

 今永和浩さん、板場奈美さんが選任されました。 

             記 

  第１号議案 令和４，５年度代表理事及び業務執行理事の選任の件 

  第２号議案 顧問委嘱の承認の件 

  第３号議案 新委員会委員の選任について  
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 その後、センチュリーホテルに会場を移し、永年会員表彰式が行われまし 

 た。今年度の対象者は２２名で、出席されました９名を代表して井上前会長 

 へ、幸会長より表彰状と粗品が贈呈されました。 

 

 引き続き、３年振りとなりました懇親会が、６８名の参加者により、コロナ 

 対策を採りながら盛大に開催されました。  

 

 

 

 

 

 

 報告  九州ブロック研究集会「建築士の集い」長崎大会について  

 

  

 九州ブロック「建築士の集い」長崎大会が、６月２５日（土）に開催されま 

 した。大分からは３４名が参加しました。 

 研究集会では、本県建築士会を代表して、大分支部青年部の市野瀬康平さん 

 と、野口浩平さんが「団地の中心でつながりを生む」と題して、敷戸団地に 
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 おける地域実践活動を発表し、パネルディスカッションにも参加しました。 

 結果は３位入賞しました。おめでとうございます！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 報告  「由布市災害ボランティアセンター運営研修会」について  

 

  

 

 由布市災害ボランティアセンター運営研修会が、６月７日（火）に由布市庄 

 内公民館で開催されました。大分支部から足立忠明防災委員が参加しまし 

 た。 

 「災害ボランティアセンターと関係団体の平時からの連携」の講話や、「水 

 害からの家屋復旧」の演習がありました。 

 詳しくは、当日配布されました、日程表、講話、演習 の資料をご覧くださ 

 い。  
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 報告  「建築よろず相談会」について  

 

  

 

 大分支部公益事業の、第２回の「建築よろず相談会」が、６月１６日（木） 

 午前１０時から午後３時まで、Ｊ：COMホルトホールのまちづくり情報プ 

 ラザで開催されました。 

 次回開催は、７月２１日（木）です。（本号「案内」に掲載）  

 

 

 

 

 

 

 また、「建築士の日記念事業」として、大分県内一斉「よろず建築相談会」 

 が６月２６日（日）各支部で開催されました。 

 大分支部も、１０時から１６時までJ：COMホルトホールのまちづくり情報 

 プラザで開催されました。 

 

 ※「建築士の日（７月１日）」は１９８７年（昭和６２年）に日本建築士連 

  合会が制定。  
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 報告  「しきどP：ベンチ塗替+看板作りWS」について  

 

  

 

 しきどプロジェクトの一環として、「ベンチ塗替え＋看板作りワークショッ 

 プ」が、６月１８日（土）１０時から開催されました。 

 青年部まちづくり班はじめ、敷戸地区の親子や大学生が参加し、昨年作成し 

 たベンチの塗替えを、ワークショップとしておこないました。 

 作業途中で、宇佐支部から参加いただいた光井智棟梁からの作業ポイント等 

 の解説もあり、皆さん楽しんで塗替えしました。 

 

 また、隣では、イベントで使用する看板の、作成ワークショップも行われ、 

 皆でアイデアを出し合い試行錯誤しながらも、こだわりの看板が出来まし 

 た。 

 

 いい汗をかいた後は、集合写真を撮って、同商店街のコミュニティカフェ 

 「大きな樹」でランチしました。  
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 報告  「『建築甲子園』課題読み取り勉強会」について  

 

  

 

 工業高校、高等学校、工業高専（３年生まで）を対象とした、全国設計競技 

 の「第１３回建築甲子園」の課題読み取り勉強会が、６月１９日（日）１４ 

 時からアートプラザ研修室で開催されました。  

 今年度の課題は、「地域のくらし これからの地区センター」です。 

 応募予定の高校生５名と引率の先生１名が参加し、青年部造形班による、課 

 題の読み取り、提案までのプロセス、提出パネルのレイアウト等について、 

 模型やパネル、リーフレット、過去応募作品集を使った丁寧な説明がありま 

 した。 

 参加者からも現時点の取組状況や、疑問点等の質疑があり、今後の取り組み 

 のおおいなる参考になったと思います。９月末の提出目指して頑張って‼  

 

 

 

 

 

 

  大分支部新執行部から   

 

 

■伊藤憲吾 大分支部長より今年度の抱負 

 

3期目5年目の大分支部支部長を務めさせていただきます、伊藤憲吾です。 

  

2期目にコロナ禍となり困難な状況を経験してきました。 

3期目はアフターコロナとして活動を新たにする機会を多く生んでいきたいと考えておりま

す。 
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建築業界には厳しい時代の幕開けとなるのかもしれません。 

物価は高騰し、物流は停滞し、思うように建築行為が進まない日々が続きます。 

建設業界、教育現場、行政の皆様、それぞれに大変な状況だとお察しします。 

私自身も楽ではない日々が続きます。 

  

だからこそ、建築士会の活動が必要だとも感じています。 

個人個人が苦しい状況こそ、皆さんのお気持ちを集めて社会に発信していくべきではな

いでしょうか？ 

困難を越えた先に新しい社会が創造されることを期待したいです。 

  

建築士会とは何か？建築士とは何か？ 

改めて問いながら前を向いて進みたいと思います。 

会員の皆様のお力添えを何卒お願い申し上げます。 

 

  

■近藤正一 大分副支部長より新任の抱負 

 

こんにちは。この度、大分副支部長を拝命いたしました近藤正一です。 

 

日本文理大学 工学部 建築学科に所属しており、住居・インテリアデザインコースを担当

しています。早いもので、今年度で22年目です。 

 

その間、建築士会のみなさまに多くのご協力をたまわり、学生たちと地域で活動する経

験をさせていただく中で、大学教員として教育・研究活動を推進して参りました。感謝の

気持ちとともに、今後も継続して学生も参加可能なイベント等に関わり、社会に開かれた

活動を通じて地域の建築文化の発展に貢献したいという思いがあります。 

 

建築士は夢のある資格です。建築士でなくてはできない仕事があり、建築士だからこそ

見えてくる世界があります。一人でも多くの建築を学ぶ若者たちに建築の面白さを知って

もらい、建築士会に入ることに憧れを抱いてもらえるような活動に取り組んでいけたら幸

せです。 
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浅学の身ではありますが、皆さまのご意見を伺いながら、少しでも大分支部の発展のお

役に立ちたいと考えております。今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。  

  

 

  大分支部青年部「班員の募集」について   

 

 

 

大分支部青年部には、情報班、まちづくり班、造形班の三班があります。 

職場も職種も違う同年代が集まり、楽しく活動していますが、より発展的な活動の 

ためにも班員が不足気味です。 

班員を募集しておりますので、事務局（阿南・山田）までお気軽にご連絡くださ 

い。お待ちしております‼ 

  電話：097-532-6607   メール：info2@oita-shikai.or.jp  

  

 

 

 

※いずれの行事も予定です。新型コロナウイルス感染及び拡大防止の観点から中止 

 や延期の場合があります。 

 

７月 

 ●  ３日（日） 二級建築士学科試験 ＠県立芸術文化短期大学 

 ●  ９日（土） 第6回しきど青空マルシェ ＠敷戸名店街広場 

 ● １３日（水） 監理技術者講習 ＠事務局会議室 

 ● ２１日（木） 大分支部「建築よろず相談会」 ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

 ● ２３日（土） 柞原八幡宮清掃活動 ＠柞原八幡宮 

 ● ２４日（日） 一級・木造建築士学科試験 ＠県立芸術文化短期大学 

 ● ２９日（日） 支部長・事務局・委員長会議 ＠コンパルホール 

８月 

 ● １０日（水） 監理技術者講習 ＠事務局会議室 

 ● ２１日（日） 大分市空き家相談会 ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

９月 
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 ● １１日（日） 二級建築士設計製図試験 ＠県立芸術文化短期大学 

 ● １４日（水） 監理技術者講習 ＠事務局会議室 

          建築士定期講習（協会） ＠大分職業訓練センター 

 ● ２０日（火） 柞原八幡宮お神輿手伝い ＠柞原八幡宮 

 

  

 

 大分支部 賛助会員一覧   

 

  

 

・日本製鉄(株)九州製鉄所 ・(株)佐伯建設 ・梅林建設(株) ・平倉建設(株) 

・東九州設計工務(株) ・後藤建設(株) ・鬼塚電気工事(株) ・協栄工業(株) 

・日本暖房鉄工(株) ・(有)中山建材店 ・野内硝子(株) ・(株)三高産業 

・(株)総合資格大分支店 ・(株)江藤建設工業 ・(株)建築資料研究社大分支店  

・(株)飯田建築設計事務所 ・(有)佐藤建築設計事務所 ・(株)熊野建設 

・柴田建設(株) ・(株)平和建設 ・東洋建販(株) ・(株)大分電設  

・柳井電気工業(株) ・(株)エンワ ・庄司工業(有) ・(株)古城  

・オリエント産業(株)大分支店 ・ＹＫＫＡＰ(株)大分支店 ・(株)栄工社  

・(株)松村硝子店 ・(株)テノックス九州大分出張所 ・(株)大分住宅研究室 

・豊國建設(株) ・新日本法規出版(株) ・日本加除出版(株) ・新成建設(株) 

・(株)ピーエス三菱九州支店 ・積水ハウス(株)大分支店 

・(株)シーピーユー九州支店 ・大分県インテリアコーディネーター協会 

・個人会員  ・岡本様 ・佐藤様 ・山下様 ・(株)清電社７名 

       ・(株)安部電業社１名 

        

※順不同 

  賛助会員とは、士会定款第６条第４項に「個人又は団体で本会の事業を 

  賛助するものとする。」と定められた会員の方です。 

  本会の活動の趣旨に賛成して、助力をいただいております。 

  法人会員の住所等は、 こちら をご覧ください。  
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 mini 歴史散歩   今月はお休みです  

 

  

 

 

 

 

 

梅雨の合間に強い日差しが射すこの頃ですが、皆様体調を崩してはいませんか？ 

観測史上最速最短の梅雨が明け夏到来です。今年も暑くなりそうな兆しですが、 

熱中症対策を採りながらお過ごしください。 

また、台風はじめ大雨による災害等が気になるところですが、先日開催された、由 

布市災害ボランティアセンター運営研修会の資料「水害からの家屋復旧」（本号 

「報告」に掲載）は、実践的な目から鱗の情報でした。 

もし被災したら、 

●被害状況を写真にとる：罹災証明の取得や保険金請求に必要 

●床下の掃除・泥の除去・乾燥：放置したらカビや細菌が発生し健康被害を生む 

●乾燥後の消毒：石灰よりも乾燥が大事 

等々のポイントを解説していました。 

災害は、いつ遭遇するか分かりません。情報共有しながら、皆で助け合っていきた 

いものです。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

大分県建築士会大分支部メールマガジン 令和４年5月31日発行 第97号 

事務局：〒870-0045 大分市城崎町1丁目3番31号 富士火災大分ビル3階 

TEL：097-532-6607 FAX：097-532-6635 
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