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■ (公社)兵庫県建築士会  加古川支部 ■ 
 
 
 
 

「今年度もご協力、ご支援を」 
 

“国破れて山河あり”・・・、暖かく穏やかな

季節の到来です。ちょっと風が冷たい事もありま

すが、屋外の空気は快適です。世の流れを尻目に、

しっかりと春の営みが始まっています。皆様も世

間の気苦労を尻目に悠々と活動されていること

と信じます。 

さて、“集まらなきゃ意味がない”とばかりに、

皆様にお声掛けをするのが常なのですが、引き続

き自粛のお知らせとなります。しかし、皆様はネ

ットを利用して会議を持たれる事もあるのでしょ

うか。“習うより慣れろ”とスマホを入手された

方なら、当たり前になっているかも知れません。

連絡を取り合ってこそ楽しく活動が進むと思いま

すので、我々もネット電話等を活用する事になる

と思います。とにかく色々な方法でお誘いは続け

てゆきますので、今年度もご協力、ご支援のほど

宜しくお願い致します。（副支部長 吉備 考司） 

 
支部総会の書面議決方式に 

ご理解をお願いします 

 

今年の桜の開花は例年より早いそうです。この

ままでは入学式の記念写真は若葉の下となるかも

しれません。少し前、支部総会の資料を取りまと

めていたころは、いろんな花の水仙があるものだ

と散歩中、家々の庭先に目が行っていたものです。

それが今は、日を追うごとに日差しも暖かくなり

もう春間近かです。いつものことですが、心が和

みます。 

さて支部では感染拡大を予防するため、今年も

支部総会を書面議決方式で行うことにしました。

総会には及びませんがこの場をお借りして、簡単

ですが議案の説明をさせていただきたいと思いま

す。 

第 1 号議案の会員動静について、6 名の方が入

会され、6 名の方が退会されました。県下全体で

は会員数は減少傾向ですが、多くの入会者があり

ました。入会者の中には青年部が主体となって活

動している 2 級建築士製図試験対策講習会の受講

生の方もおられます。 

第 2 号議案の事業報告について、コロナ禍のな

か支部だよりを 4 回発行しました。また見学会を

2 回開催し多くの参加者がありました。ほかに本

部所管の建築士試験の監理員に延べ 36 名の会員

を派遣しました。 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 号、第 4 号議案について、3 月 21 日、尾 

上公民館で収支決算監査を受け適正であると認め

ていただきました。 

第 5 号議案の役員改選について、7 名の方を副

支部長ほか各委員会の役職と監事に、2 名の方を

新しく理事に提案しています。 

第 6 号議案の事業計画について、昨年度と同様

の計画を提案しています。 

第 7 号議案の予算案について、収入は支部会費

と各事業の参加費を見込んでいます。支出は、ほ

ぼ昨年度と同様の予算を計上していますが、7 活

動支援金（2.参加補助金）と 10 予備費を増額し

ました。これは近畿建築祭（兵庫大会）が令和 4

年 1 月 29日に姫路市で開催されることを踏まえ、

より多くの会員に建築祭に参加していただけるよ

う参加補助金を増額しました。またコロナ禍収束

を見据え、支部事業の充実、新規交流事業の企画

にも対応できるよう前年度の繰越金から 20 万円

を予備費に積み増し、25 万円としています。 

総会は 1 年間の支部活動を総括し、会員の皆さ

んと新年度、より良い活動を目指して意見を交換

する大切な機会です。その総会を今回も見送らな

ければならないのは残念ですが、ご理解をよろし

くお願いいたします。 

そして来年こそ、総会で議案の説明をして決を採

る。その後の懇親会では近況や世間話で歓談、親

交を深める。いつもの総会を開催したいと思いま

す。          （支部長 小西 敏文） 

 

南宗寺門徒会館・納骨堂 

見学会のご報告 
 

去る、2 月 13 日（土）に、南宗寺門徒会館・

納骨堂の見学会を参加者 20 名にて開催しました。

南宗寺は西神吉町鼎集落にある寺院で、その東

300ｍの元々田圃であった敷地に門徒会館・納骨

堂が新築されており、久々の地元加古川での見学

会となりました。 

設計監理は、建築：古田建築設計事務所、構

造：木構造建築研究所 田原、施工はヒラカワ建

設にて当該建物は昨年 10 月に竣工しています。 

最初に門徒会館ホールにて、古田様から設計概

要について、2017 年から計画が始まり、農振地

域からの除外並びに開発許可申請を含め、設計に

相当の歳月を要したとの説明でした。また、設計

主旨について、播州平野にある敷地から西方に向

かって本堂と高御位山が一直線に軸線が伸びてい
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て、その東から西に向かう軸線に基づいて計画し

たとの説明でした。 

社会が少子高齢化・過疎化へと大きく変化する

なか、先祖・亡き人との新しい関係を構築する為

の納骨堂、古い本堂を補完し人々が集う門徒会館、

寺院のあり方はどうあるべきか問いかけながら設

計を進めたとのことで、納骨堂は浄土を体現でき

る空間とし、門徒会館は現世をイメージする空間

としたとお聞きしました。 

 
上空からの外観（R3.1 号より） 

今回の見学建物は、木造在来工法による平屋建 

てですが、床面積（門徒会館 292.5 ㎡、納骨堂

129.9 ㎡）よりは軒が深い分だけ、規模が大きく

感じました。平面形状は納骨堂が正方形（方形屋

根）、門徒会館が長方形（入母屋屋根）と単純で

すが、深い軒の出とそれを支える構造木組（納骨

堂ははね出し３段合成梁）は複雑であることが、

木構造建築研究所 田原様の説明と配布された図

面で理解できました。また、現場説明で木構造建

築研究所 田原の村田様から納骨堂における籠目

の格子組、方形屋根の隅木部分のはね出しに大変

苦労したとのお話をお聞きしました。 

現場説明から会館ホールに戻り、施工を担当さ

れたヒラカワ建設の大瀬様が今回の工事で使用し

た構造金物一式を展示されているのを見て、金物

の多さに驚くばかりで、合わせて現場でのご苦労

話もお聞きしました。 

 
納骨堂夜景（R3.1 号より） 

質疑応答の時間になり、私から田原様に NHK

の番組で取上げられた木造梁の実験について質疑

したところ、実験の経緯と木材資源の有効活用に

ついて構造設計者としての貴重なお考えをお聞か

せいただけました。 

最後に会館ホール（仏間）西窓大開口がオープ

ンされると、高御位山が遠方に現れ、西方浄土を

目の当りに見た思いで見学会を終えることができ

ました。 

古田様をはじめ、当日丁寧な解説をしていただ

いた皆様、ありがとうございました。これからは、

住宅以外の木造建物が数多く増えてきそうに思い

ます。今後機会があれば、木造建物の見学会を取

り上げていきたいものです。   

      （研修委員会委員長 増田 正幸） 

 

 
見学会当日集合写真 

 

第 39 回令和 3 年度近畿建築祭（兵庫大会）

の開催に向けて（取り組み状況の経過報告）      
 

 近畿建築士会協議会主催事業である「近畿建築

祭」の次年度主管が（社）兵庫県建築士会である

ことまた、お隣の姫路で開催されることから、会

長 宮宅勇二様より取り組み状況の情報を頂き、

掲載させて頂くことにいたしました。 

■テーマ：「わがこころの建築文化を求めて」 

～播州・姫路城から今一度建築士に問う～ 

・・・・千姫の 春やみらいの 夢想う・・・・ 

■開催日時：令和４年１月２９日（土） 

10：00～16：30 

■開催場所：姫路文化コンベンションセンター

（アクリエ姫路）4 階  

≪エクスカーション／姫路城ほか（検討中）≫ 

■参加費： 4,000 円（昼食・お土産付、エクス

カーション参加者への加算は検討課題） 

※一般県民等は無料（昼食なし）とし、

式典・セッションへの参加を検討中。 

■参加者：約 300 名／近畿建築士会会員 

（約 250 名）、一般県民等（約 50 名） 

■開催コンセプト 

大天守保存修理を終えた日本での世界遺産第一
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号である姫路城を仰ぎつつ、建築物やその景観が

人々に与える希望と勇気を再認識し、近畿で活躍

する建築士の職能（プロフェッション）を喚起す

る。 

 

≪プログラム（案）≫ 

○式典/       10：00～12：30（多目的

ホール：約 300 名） 

■開会式   【兵庫士会会長挨拶、来賓紹介、

大会旗引継ぎ】 

■記念講演会 講師：千田嘉博教授（城郭考古

学者：奈良大学）ほか 

■企業ブース案内     

■閉会式   【実行委員長挨拶、大会旗引継

ぎ、次期開催地会長挨拶】 

○セッション/13：30～16：30（約 100 名） 

■セッションＡ 「近畿あーきてくと VOL29」 

：近畿建築士会協議会青年委員会 

■セッションＢ 「未定」 

：近畿建築士会協議会まちづくり委員会 

■セッションＣ 「未定」（パネル展示検討中） 

：近畿建築士会協議会女性委員会 

○エクスカーション/ 13：30～16：30 

（約 150 名） 

○交流会/     実施しません。 
 
 

 

 
「職業人と語ろう」に参画して 

 

 「職業人と語ろう」は、東播磨県民局の東播磨

地域ビジョン委員会夢のたねグループが開催され

ている企画です。小学生を対象に、様々な業種の

職業人が集まり、実際の職業体験を通じて、子供

たちが将来の夢を具体的に描いたり、明るい未来

を想像できるようにと支援されています。 

 私は、縁あって加古川市立八幡小学校での開催

に 2 年前からお手伝いさせていただいてます。今

年も企画されていたのですが、新型コロナの影響

で開催が中止となってしまいアンケートへの回答

のみとなってしまいました。準備していたことも

あったので残念でしたが、仕方がないですね。 

 さて、プログラムは、仕事体験を含む講義を 45

分間、生徒が入れ替わって２回行う内容なのです

が、建築設計の仕事を４５分で伝えなければなら

ず、なかなか忙しい講義です。子ども達に何か成

果を持って帰ってもらいたいなと思うのですが、

説明をして何か作業をといっても作業時間は 20

～30 分。毎回、悪戦苦闘しております。 

 毎年何人かは「建築士になりたい、興味がある」

という子どもがいるようで、責任も感じておりま

す。20 年後、「講義を受けて建築士なりました」

という人があらわれるでしょうか。ともかくも子

ども達の人生が幸せであってほしいと願うばかり

です。            （島﨑 淳二） 

 
理事会報告 

理事会ってどんなことを話し合っているのか？に

ついて第 86 号に続いてご紹介いたします。 

 

■協議事項  

1. 総会資料の作成について 

①総会次第の取り止め⇒書面議決のお願いへ  

書面議決方式には、会議進行管理の次第は馴

染まないため 

②役員改選（案）について  

 理事の退任及び新任・役職変更について 

③令和 2 年度収支決算報告について  

            会計監査報告について 

 令和 3 年度予算（案）について 

今年は親睦会等の事業を自粛した結果、繰越

金が前年度より 20 万円程度増えた。 この 20

万円をコロナ後を見据え、支部事業の充実、新

規交流事業に活用する。  

※ 総会資料案に誤り、気付いたことがあれば、

後日支部長まで連絡する。 

 

2. 第 58 回支部通常総会（書面議決）の実施につ

いて 

① 実施日時   4/18（日）13：30〜 

  場  所  支部事務局／吉備建築設計室  

加古川市加古川町本町 21-17 

② 書面表決書の集計・確認  

支部長・副支部長の複数人による。 

③ 総会資料・開催案内ハガキの送付 

（支部だより第 87 号に同封） 4/2（金） 

書面表決ハガキの返送期限  4/15（木） 

④ 書面議決の結果報告  

4/20（火）に支部ホームページに掲載。 

※ スケジュール案のとおり、実施することと

する。 

3. その他 

  宮宅会長より 令和 3 年度近畿建築祭（兵庫大

会）は令和 4 年 1 月 29 日、アクリエ姫路で開

催。 開催に向けた応援、多くの参加をお願い

する。 

■報告事項  

１．県本部各委員会  

・総務委員会（永井氏）  

会員名簿を 6 月に発行予定。 

■会員動静 

中野耕治氏 令和 2 年 11 月 25 日逝去 

ええはなしやん 第 66 回 
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編集後記 

 

高砂や この浦船に帆をあげて この浦船に帆

をあげて 月もろともに 出汐の 波の淡路の島

影や 遠く鳴尾の沖過ぎて はやすみのえに  

着きにけり はやすみのえに 着きにけり 

謡曲「高砂」の一節です。その発祥の地高砂神社

の桜は今まさに満開になっています。 

例年であれば、お花見のシーズン到来で、はしゃ

いでいるところですが、早や第４波がやってこよ

うという状況下、２年連続で総会を書面による議

決ということになってしまいました。そのような

中でも、いや、このような状況だからこそ、理事

会では、自粛で余った予算をコロナ後を見据え、

支部事業の充実、新規交流事業に活用しようとい

うことで、決意を新たにしています。 

『南宗寺門徒会館・納骨堂見学会のご報告』で

は、増田委員長自ら投稿してくださいました。当

日の集合写真も良いのですが、上空からの外観・

納骨堂夜景を今一度思い出していただきたいと思

い、前号に引き続き、写真を載せさせていただき

ました。 

「近畿建築祭」が来年度、姫路で開催されます。

ぜひ参加して頂きたいという思いも込めて、情報

提供頂きました。日時は決定です。スケジュール

帖に予定を入れて頂きたいと思います。 

“えぇはなしやん”では、島﨑さんに「職業人と

語ろう」について書いて頂きました。学校からの

アンケートへの回答の内容が素晴らしく感動した

と、スタッフの方から聞いたので、ぜひ“えぇは

やしやん”を書いていただきたいとお願いし、快

く書いていただきました。ありがとうございます。 

『理事会報告』では、協議事項・報告事項・会

員動静について記載しました。中野耕治氏のご冥

福をお祈りいたします。 

 最期になりましたが、会員の皆様からの“えぇ

はなしやん”を載せていきたいと思いますので、

情報をぜひお寄せください。 

 また、書面議決の結果報告を 4/20（火）に支

部ホームページに掲載するということです。ぜひ

ご確認ください。 

（広報委員会委員長 髙橋 賢吉）

 

※添付の「書面表決書ハガキ」に議案の賛否とご署名をお願い致します。 

※「書面表決書ハガキ」は 4 月 15 日までにご返送ください。 
 

連絡票 
 

メールか FAX で送付してください。（郵便も可） 

※ 住所・連絡先等の変更は必ずお知らせ下さい。（個人情報保護法に基づき管理致します） 

    

 

   

   

   

   

 

公益社団法人 兵庫県建築士会 加古川支部 

事務局／吉備建築設計室内 Tel,Fax 079-423-6350       

支部長 小西 敏文 直通  TEL：090-7889-2626 

E-mail：kentikusikai.kakogawasibu.2019@gmail.com 

                                         


