
1

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9月30日金曜日 13:25
宛先: info2@oita-shikai.or.jp
件名: ★事務局ニュース★No.101

 

大分県建築士会大分支部メールマガジン令和４年9月30日発行第101号 
 

 

  

 

 

    

               目 次  

  

 報告   

  ❶ 二級建築士製図試験対策勉強会の開催 

  ➋ まちづくり・建築よろず相談会の開催 

  ➌ 建築物グリーン化促進事業「第１回ネットワーク会議」の開催 

  ➍ ビルド大分体験型講座の開催 

  ➎ 第３回ヘリテージマネージャースキルアップ研修 

      ＠日田市の開催 

             

 案内   

  ➀ 今後のイベント 

    ★➊．建築物グリーン化促進事業の開催 

    ★➋．第4回ヘリテージマネージャースキルアップ研修＠杵築市の開催 



2

 

    ★➌．建築甲子園大分大会の開催 

  ➁ 定期スケジュール 

    ☆➀．監理技術者講習の開催 

    ☆➁．建築士定期講習の開催 

    ☆③．既存住宅状況調査技術者講習（新規・更新講習）の開催 

    ☆④．まちづくり・建築よろず相談会の開催 

  ③ 連合会からのご案内 

    ▲１．新型コロナウイルス感染症関連情報 

    ▲２．建築士賠償責任補償制度（けんばい） 

    ▲３．免状型の一級建築士登録証明書の発行 

  ④ 図書・書式のご案内 

    ▲１．建築士法による重要事項説明のポイント（第4版）の発刊 

    ▲２．各種契約書類及び契約約款（改正版）の発刊  

  ⑤ 情報提供 

    ▲１．「営業に使えるインテリアパース教室」の開催について  

    ▲２．大分県インテリアコーディネーター協会（ICO）35周年記念イベント 

    ▲３．2022年度インテリアコーディネーター2次試験対策講座開講 

 

  大分支部青年部「班員の募集」について   

 大分支部 賛助会員一覧    

 mini 歴史散歩      今月はお休みです 

 ➡事務局よりお知らせ     

 

  

 

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽  

 

  

 

 報告  ➊ 二級建築士製図試験対策勉強会の開催  
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令和４年８月３０日（火）にアートプラザ研修室で「二級建築士製図試験対策勉強

会」が１９時から開催されました。 

今年の課題は「保育所（木造）」です。５名の参加者があり、講師にアトリエテイク 

代表 竹宮浩一郎氏と（株）大有設計 高橋大介氏を迎え、支部青年部情報班が

サポートしながら勉強会が進められました。 

前半は、建築基準法や児童福祉施設の運営基準等の保育所に関する関係法令

の解説のうえ、法令を踏まえた計画のポイントの説明がありました。また、最近建

設された保育所の実例写真で、特に大人とは違う幼児のスケール感や保育室の

採光等をイメージすることができたと思います。 

後半は、参加者が持参した図面を囲んでグループ学習しました。活発な質疑応答

があり、課題読み込みの重要性や、計画のポイント、図面表現のテクニック等の実

践的な説明のありました。あっという間に終了時間となり、２０時４０分頃終了しまし

た。 

 

【参加者の声】 

●試験を目前にして、分からない点も解決でき、他の方の図面も見せて頂く 

 機会となり大変助かりました。 

●もう少し頑張れそうな気がしてきました。  

 

 

 

 

 

 

 報告  ➋ まちづくり・建築よろず相談会の開催  
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大分市まちなみ企画課・住宅課との協働により大分支部公益事業として、第４回の

「まちづくり・建築よろず相談会」が、９月１５日（木）午前１０時から午後３時まで、Ｊ：

COMホルトホール大分のまちづくり情報プラザで開催されました。大分支部の相

談員２名が対応いたしました。 

次回開催は、11月１７日（木）です。（10月は未開催です。） 

なお、よろず相談員を募集していますので、事務局（阿南・山田）までお気軽にご連

絡ください。 お待ちしてます！ 

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

 

 

 

 

 

 

 報告  ➌ 建築物グリーン化促進事業「第１回ネットワーク会議」 

      の開催  

 

  

大分県の委託事業として「省エネ建築物の普及促進への体制を整備し、住宅・建

築物の環境品質の向上を目指す」ことを目標に小委員会を組織し検討を重ねてい

ます。大分支部からも末成祐二委員長をはじめ６名の委員が参加しています。 

令和４年９月１５日（木）には第１回ネットワーク会議をコンパルホールにて開催し、

グリーン化促進に向けた関係団体・機関との意見交換を進める体制をつくりまし

た。 

なお、令和４年１０月７日（金）１３時～１６時に「第１回技術者向け研修」を大分セン

チュリーホテル ２階 桜の間にて開催いたしますので、ご参加ください。詳しくは、
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「案内①今後のイベントの★❶.建築物グリーン化促進事業『第１回技術者向け研

修』の開催」をご覧ください。  

 

 

 

 

 

 

 報告  ➍ ビルド大分体験型講座の開催  

 

  

本年度もBUILD OITA（おおいた建設人材共育ネットワーク）の委託事業で、建設

分野の各団体が共同して、進路選択期を迎える中学生を対象に、建設分野への

興味・関心を深め、建設系学科への進学を意識づけるために体験型の講座を実施

する事業です。 

特に大分県建築士会は「建築講座」を大分高等技術専門校、大分県建築住宅課と

共同担当しています。 

９月１７日（土） １５時～１６時に開催され、大分支部からも５名のスタッフが参加し

ました。 

「３Dマイホームデザイナー」というソフトを用いてパソコンで実際に住宅を設計する

体験講座を行いました。１５組の小学５年から中学生の親子が参加し、みんな最後

まで住宅を作り上げました。その他にも高等技術専門校から実際に在来工法の建

て方実践及び筋交いの役割の解説もありました。将来、大分県で建築の仕事に携

わるきっかけとなってくれればと思います。 

 

【受講者の声】 

●設計って面白い。 
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●家が設計出来て楽しかった。 

●３Dソフトはいくらですか。（親御さんからの質問）  

 

 

 

 

 

 

 報告  ➎ 第３回ヘリテージマネージャーステップアップ研修 

        ＠日田市の開催  

 

  

令和４年度の「ヘリテージマネージャースキルアップ研修」の第３回が９月２８日

（水）に日田市で開催されました。平日にも関わらず１３名の受講があり、大分支部

からも７名の方が受講されました。 

１０時に日田市豆田まちづくり歴史交流館に集合して、YO設計の養父信義氏と、

松岡亜紀氏（共に日田支部）による「廣瀬淡窓旧宅の保存整備事業について」の講

義がありました。冒頭に「保存修理技法の基本的考え方」について、文化財保存の

基本的かつ実践的な進め方の講義があり、さらに８年に及ぶ保存整備事業の解説

がありました。その後、今も進行中の現地見学会をしました。現場担当者との活発

な質疑応答もありました。 

正午頃には各自、豆田町周辺で日田の美味しい昼食をとりました。 

再び１３時に日田市豆田まちづくり歴史交流館に集合して、午後の講義が始まりま

した。 

「草野家住宅保存修理について」現場担当もされた（公財）文化財建造物保存技術

協会の比嘉健氏により講義がありました。解説に草野家当主の草野義輔氏も加わ

り、過去の暮らしの様子や、保存整備事業を始めた経緯の話も聞けました。引続
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き、「行徳家住宅保存修理について」の講義がありました。 

その後、保存修理を終えた「草野家住宅」に移動し、現地竣工見学会がありまし

た。公開日ではありませんでしたが、草野家当主のご厚意により見学でき、奥まっ

た耐震補強の細部まで見る事ができました。ここでも活発な質疑応答がありまし

た。 

「草野家住宅」竣工見学会の後、車で夜明ダム付近に存在する「行徳家」に移動

し、現地見学会をしました。行徳家は昭和５０年に重要文化財に指定され、何度も

修理を続けていますが、今回の修理は平成３年以来となる、屋根葺替、耐震補強、

破損部分の補修等の大規模な保存修理工事でした。ここでも活発な質疑応答があ

りました。 

１６時頃に現地解散となりました。 

 

【研修者の声】 

●作業現場での掟（自分勝手禁止の８項目）を守らないと、改ざんになるのかぁ。 

●田の字間取りには、差鴨居が地震にも有効に効いていたんだなぁ。  
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 案内  ➀ 今後のイベント  

 

  

※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。 

【凡例】★➊（黒塗潰し星・数字）：「案内➀今後のイベント」で詳細案内 

    ☆➀（白抜き星・数字） ：「案内➁定期スケジュール」で詳細案内  

 

１０月  

● ５日（水）☆③.既存住宅状況調査技術者講習（新規） 

● ７日（金）★➊.建築物グリーン化促進事業「第１回技術者向け研修」 

               ＠大分センチュリーホテル 

● ９日（日）一級・木造建築士設計製図試験 ＠県立芸術文化短期大学 

●１２日（水）☆➀.監理技術者講習 ＠事務局会議室 

●１４日（金）全国大会 秋田大会 ＠秋田市 

●１８日（火）増改築相談員研修 ＠コンパルホール 

●２２日（土）★➋.建築甲子園 大分大会 ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

●２３日（日）大分市空き家相談会 ＠野津原公民館 

●２９日（土）★➌.第４回ヘリテージマネージャースキルアップ研修 ＠杵築市  

 

１１月  

● ６日（日）★➌.第５回ヘリテージマネージャースキルアップ研修 ＠大分市 

        「関埼灯台登録有形文化財」の登録記念イベント 

         佐賀関小学校体育館 

● ９日（水）☆➀.監理技術者講習 ＠事務局会議室 

●１１日（金）☆③.既存住宅状況調査技術者講習（更新） 

●１７日（木）☆④.まちづくり・建築よろず相談会 ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール  
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１２月  

●１３日（火）☆➁.建築士定期講習（士会） ＠大分職業訓練センター 

●１４日（水）☆➀.監理技術者講習 ＠事務局会議室 

●１５日（木）★➊.建築物グリーン化促進事業 第２回ネットワーク会議 

                ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

●１５日（木）☆④.まちづくり・建築よろず相談会 ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

●２９日（木） 柞原八幡宮清掃活動 ＠柞原八幡宮  

 

 １月  

●１１日（水）☆➀.監理技術者講習 ＠事務局会議室 

●１９日（木）☆④.まちづくり・建築よろず相談会 ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

●２０日（金）★➊.建築物グリーン化促進事業 第２回技術者向け研修 

                ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

 

  

 

★➊.建築物グリーン化促進事業「第１回技術者向け研修」の開催 

 

大分県の委託事業として「省エネ建築物の普及促進への体制を整備し、住宅・建

築物の環境品質の向上を目指す」ことを目標に小委員会を組織し検討を重ねてい

ます。大分支部からも末成祐二委員長をはじめ５名の委員が参加しています。 

令和４年９月１５日（木）には第１回ネットワーク会議をコンパルホールにて開催し、

グリーン化促進に向けた関係団体・機関との意見交換を進める体制をつくりまし

た。 

つきましては、「第１回技術者向け研修」を下記のとおり開催いたしますので、ご参

加ください。 
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          記 

日 時：令和４年１０月 ７日（金）１３時～１６時 

場 所：大分センチュリーホテル ２階 桜の間 

定 員：１００名（事前申込みが必要です。申込はこちらのURLもしくは 

         QRコードから。 締切日の延長をしています。） 

参加費：無料 

 

【今後の研修・会議の開催予定】 

・令和４年１２月１５日（木）第２回ネットワーク会議＠J:COMホルトホール 

・令和５年 １月２０日（金）第２回技術者向け研修 ＠J:COMホルトホール 

・令和５年 ２月１９日（日）県民向けフォーラム  ＠トキハ会館  

 

  

 

 

★➋.建築甲子園 大分大会の開催 

 

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１

３回建築甲子園」の大分大会が下記のとおり開催されます。 

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。 

６月に大分支部青年部造形班が開催した「建築甲子園課題読み取り勉強会」の成

果が現れるか？ 

 

          記 

日 時：令和４年１０月２２日（土）９時～１３時（関係者のみ） 

会 場：J:COMホルトホール大分 ４０８会議室 

応募予定校：鶴崎工業＝３グループ 日田林工＝２グループ  
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★➌.第４回ヘリテージマネージャースキルアップ研修＠杵築市の開催 

 

令和４年度の「第４回ヘリテージマネージャースキルアップ研修」を下記のとおり開

催します。 

本研修は、７月～翌年２月までの全９回の研修になります。 

大分支部からも１９名の方が受講されています。 

 

             記  

・第４回  日  時：令和４年１０月２９日（土） １３時集合 終日予定 

      集合場所：杵築市伝建地区内、杵築市歴史資料館 

       

【第５回以降研修内容（予定）】 

・第２回   １０月以降  柞原八幡宮 （延期） 

・第５回   １１月 ６日 大分市「関埼灯台登録有形文化財の 

              登録記念イベント」、佐賀関小学校体育館 

・第６回   １１月下旬  大分市鶴崎「毛利空桑記念館（天勝道etc.）」 

・第７回   １２月    日出町「襟江亭」、深江地区公民館 

・第８回  Ｒ５年１月    大分市 積算等の座学 

・第９回    ２月    姫島村「古庄邸」、「姫島灯台」、 

                「姫島ＩＴアイランドセンター」 

 

※講師や内容等の詳細については、こちらのプログラムをご確認ください。 

（一部未定） 

※第５回は一般向け公開講座、受講料無料です。（別途お知らせ致します）  

 

  

 

 案内  ➁ 定期スケジュール  
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☆➀.監理技術者講習の開催 （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年度の開催予定】 

 毎月「第２水曜日」の開催予定です。 

 〇日 程：令和４年  ４月１３日(水) 済 

            ５月１１日(水) 済 

            ６月 ８日(水) 済 

            ７月１３日(水) 済 

            ８月１０日(水) 済 

            ９月１４日(水) 済 

           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)  

 

 ○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 
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 ○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。  

 

  

 

☆➁.建築士定期講習の開催  

 

建築士事務所に属する建築士に３年毎の受講が義務付けられた定期講習です。

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） 

 

【令和４年度の開催予定】 

 年度４回の開催予定です。受付窓口を建築士会、建築事務所協会で 

 担当していますので、お間違えの無いようお願いします。 

 

 〇日 程：令和４年 ６月２１日（火）/ ４月 １日受付～定員次第   

                    （受付窓口：事務所協会）  済  

           ９月１４日（水）/ ６月２２日受付～定員次第   

                    （受付窓口：事務所協会）  済 

          １２月１３日（火）/ ９月１５日受付中～定員次第 

                    （受付窓口：建築士会）    

      令和５年 ３月１５日（水）/１２月１４日受付～定員次第 

                    （受付窓口：建築士会） 

 〇会 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。 

※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 
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※（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)   

 

  

 

 

☆③.既存住宅状況調査技術者講習（新規・更新講習）の開催 

 

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年度の開催予定】 

 〇新規講習（年１回開催） 

  日 程：令和４年１０月 ５日（水）：申込締切りました。 

 

 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。  

 

  

 

☆④.まちづくり・建築よろず相談会の開催 
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本年度の大分支部公益事業として、大分市まちなみ企画課・住宅課と（公社）大分

県建築士会の協働により、まちづくりや住宅等に関する身近な相談を受ける場を

定期的に開催しています。 

今月は、下記のとおり開催しますので、皆様の周囲でお困りの方がいましたら周知

いただき、お気軽にご相談ください。 

 

 ❖都市計画や、区画整理事業、地域の活性化、まちの景観向上などのまちづ 

  くりに関することは、大分市まちなみ企画課が、空き家問題に関すること 

  は、大分市住宅課（空き家相談出張窓口）が相談を受けます。 

 

 ❖木造住宅の耐震化や、住宅等の設計･増改築、工事、トラブルなどでお 

  困りの相談に、大分県建築士会大分支部会員（建築士資格を持った会員） 

  が建築専門家としての立場から適切な意見やアドバイスを行います。 

  （現在係争中の案件は相談対象外となります。） 

 

【令和４年度の開催予定】 

 毎月「第３木曜日」の開催予定です。 ※開催しない月もあります。 

 （大分市まちなみ企画課・空き家相談出張窓口と同時開催） 

 

 〇日 程：令和４年  ４月２１日（木） 済 

            ５月 未開催     

            ６月１６日（木） 済  

            ７月２１日（木） 済  

            ８月 未開催      

            ９月１５日（木） 済 

           １０月 未開催 

           １１月１７日（木） 

           １２月１５日（木） 

      令和５年  １月１９日（木） 

            ２月 未開催 
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            ３月１６日（木） 

 

 〇時 間：１０時～１２時（休憩）１３時～１５時  

 〇会 場：J：COMホルトホール大分 

      １階 まちづくり情報プラザ（ 図書館入口横） 

 〇相談料：無料 

 〇その他：相談内容がわかる資料（図面、写真、契約書など）があれば 

      お持ちください。  

 

  

 

 案内  ③ 連合会からのご案内  

 

  

 

 

▲１.新型コロナウイルス感染症関連情報 

 

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/ 

※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   
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▲２.建築士賠償責任補償制度（けんばい） 

 

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、こちらのチラシをご覧ください。 

 ※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。  

 

  

 

▲３.免状型の一級建築士登録証明書」の発行 

 

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 
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          など 

 

 ※詳しくは、こちらのチラシをご覧ください。  

 

  

 

 案内  ④ 図書・書式のご案内  

 

  

 

▲１.建築士法による重要事項説明のポイント（第4版）の発刊 

 

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 
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 ※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  

 

  

 

▲２.各種契約書類及び契約約款（改正版）の発刊 

 

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 

  

※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。 
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※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  ⑤ 情報提供  

 

  

 

賛助会員の大分県インテリアコーディネーター協会様からのご案内です。  

 

▲１.「営業に使えるインテリアパース教室」の開催について 

 

『営業に使える インテリアパース教室』 

～誰でもかける建築手描きパースの基本～ 

講師 川上幸生氏 

建築士、ケイズデザイン主宰、愛媛インテリアコーディネーター協会顧問 

  

お客様とイメージを共有するためのパース、契約するためのツールです。業務多忙

な中でいかに早く描けるかが大切。CDAとの差別化のための手描きパースです。 

  

【日時】        2022年11月2日(水)18：30～20：30 

【場所】        J：COMホルトホール大分 302会議室（大分市金池南1-5-1） 

【定員】        15名(定員になり次第締切り) 

【参加費】      1,000円 

【受講者持参品】HB～2B鉛筆（シャーペン可0.5以上） 

                  大きめの三角定規、30cm定規 

【主催】         大分県インテリアコーディネーター協会（ICO） 

【申込】         10/26日までに①パース教室申込み②お名前③携帯番号 

             ④パース作図の経験の有無を記入して 

             ICO事務局メール    info@ic-oita.com まで 

【問合せ】      ICO事務局 （090-5022-2481） 

※頂いた個人情報は、大分県IC協会からのご案内以外には使用いたしません。  
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▲２.大分県インテリアコーディネーター協会（ICO）35周年記念イベント 

  

◆記念パネルディスカッション15：30～17：30 

『インテリア好きがめざす世界』 

  ～インテリアのチカラを活かすために～ 

荒井詩万、髙原真由美、三宅利佳他8名の人気コーディネーターが大分に集結 

  

オンライン（Zoom）参加  参加費2,000円  定員60名 

イベント管理システムPeatix   http://ptix.at/ot2u99  より 

  

会場参加              参加費2,000円  定員30名 

イベント管理システPeatix   http://ptix.at/zPiHXC  より 

  

【受付開始 8月25日～】 

  

▪パネリスト     

 松本 理絵氏   （ミヤカグ） 
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 髙原 真由美氏 （〈一社〉日本ライフオーガナイザー協会） 

 今田 百春氏   （ケイエムアーキプロダクツ） 

 荒井 詩万氏   （CHIC INTERIOR PLANNING） 

 坂野 民枝氏   （インテリアの教室） 

 中塩 五月氏   （Tree Style） 

 三宅 利佳氏   （Jay blue） 

 カトリーヌ氏   （HIRO DESIGN） 

▪コーディネーター 

    瀬口 正美     （Seg Haus 大分県ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ協会） 

  

◆懇親会 18：00～20：00  8000円（ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｽｶｯｼｮﾝ参加を含む） 

  

その他申込は大分県インテリアコーディネーター協会ホームページ 

https://ic-oita.com/    より受付けています 

 問合せ  大分県インテリアコーディネーター協会事務局 

         090-5022-2481    mail：info@ic-oita.com 
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▲3.2022年度インテリアコーディネーター2次試験対策講座開講 

  

本年、12月4日(日)にインテリアコーディネーター2次試験受験を目指す皆さま！ 

大分県インテリアコーディネーター協会（ICO）では2次試験受験対策講座を開催致

します。経験豊富な講師が直接指導し、独学やビデオ学習等では理解しにくい2次

試験特有のプレゼンテーションの技法を丁寧に指導いたします。 

  

【開講スケジュール】 

  10月27日(木) 19時～20時   オリエンテーション 

  11月  3日(木) 19時～21時   第1回講座   基礎演習、エスキス 

  11月10日(木)      〃        第2回講座   基礎講座、過去問演習など 

  11月17日(木)      〃        第3回講座   パース、アイソメなど 

  11月24日(木)      〃        第4回講座   オリジナル問題演習 

  

【会場】     コンパルホール会議室を使用（室名は後日連絡） 

【定員】     6名   （最低開催人数 2名） 

【受講料】   29,000円（税込み） 

【申込み】   大分県インテリアコーディネーター協会のメール 

      info@ic-oita.com まで ①2次試験講座申込②お名前 

      ③携帯番号④連絡用メールアドレスを記載してお申込み下さい。 

      詳細と受講申込書をお送りいたします。 

【締切り】   10月24日(月) 

【問合せ】   090-5022-2481（ICO事務局）  
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  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。 

お待ちしてます‼ 

  電話：097-532-6607   メール：info2@oita-shikai.or.jp  
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 大分支部 賛助会員一覧   

 

  

【法人会員】 

・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 

・アトリエ藤原次郎 ・(株)後藤泰幸建築工房 

※順不同 

 

９月１３日付けで新しく「(株)後藤泰幸建築工房」様がご入会いただきました。誠に

ありがとうございます。長年設計工房を運営されご存じの方も多いと思いますが、



26

 

建築士会の応援団としてお力添えいただければと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

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。  

 

  

 

 mini 歴史散歩   今月はお休みです  

 

  

 

 

吹く風もすっかり秋らしくなってきました。コロナ新規感染者もかなり減少傾向になりました

が、気を緩めずしっかりと感染対策をとっていきましょう。 

さて、「事務局ニュース」も本号で１０1号となります。毎号読んでいる方はお気づきと思いま

すが、今月号は、たぶん皆さんに興味があると思われる「報告」から始まる紙面構成に改

めてみました。如何でしょうか？これからも試行錯誤しながら進めていきたいと思います。 

 

皆さん‼「事務局ニュース」の紙面づくりに参加しませんか‼ 記事投稿、話題提供、ご意

見、ご感想などを、事務局（阿南・山田）までお気軽にお寄せください。 

お待ちしております‼ 

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

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

大分県建築士会大分支部メールマガジン 令和４年9月30日発行 第101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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