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はじめに
一昨年の再開以来、また停滞してしまっていました福岡支部の機関誌を、ようやく
復刊することとなりました。４月の支部総会でも討議を行い、下記の目標で今後の
定期的な発行を目指したいと思います。1.編集担当者を複数とする。担当者を輪番
にすることも検討する。2.原稿は例会や幹事会の担当者を中心に集める。3.機関誌
の発行は年 4 回程度の発行として、不定期で発行する。4.内容は、例会の案内や報
告を中心に作成する。5.紙媒体だけではなく、ホームページ・メーリングリストで
の公開とする。などです。
会員の皆様の積極的な投稿等のご協力も宜しくお願い致します。

2012年の活動予定表
ほぼ定着化してきた例会ですが、毎月行うのはかなり無理があります。例会は 2 月〜3 月に 1 回の開催とし、
開催月は全国の行事等も含め検討しようという事になりました。
10 月は総会と同時開催、12 月は忘年会と同時開催も検討します。
内容は、見学会、ワークショップ、討論会、ミニ講演会、勉強会など何でもありとしたいと思います。
＜2012 年度の例会と幹事会の担当及び内容と日程＞     
月

      例会        （担当）

5月

幹事会 担当
15 日 沖本

6月

SketchUp＆Fecebook 講座    上田・月成

19 日 井上

7月

糸島の別荘訪問（13~14 日）   神野・河野

17 日 鹿瀬島

8月

建築とまちづくりセミナーin 宮城・岩手（24~26 日） 21 日 中島

9月

18 日 田中

10 月
11 月
12 月

（総会）  井上・大坪
全国研究集会 in 千葉（17~19 日）
（忘年会） 渋田・原田

16 日 矢野
13 日 河野
18 日 新谷

幹事会は誰でも参加ができ、毎月第 3 火曜日の 18 時 30 分より行います。
18 時 30 分から１時間、建まち誌や新建メンバーによる著作の読み合わせを行い、会議は 19 時 30 分から
21 時まで。新建福岡の活動に必要なこと、例会の準備、事務連絡などや全国の活動の紹介等を行います。
■夏の建まちセミナーや秋の全国研究集会といった全国の活動へは、組織的な派遣を今後も続け、旅費の援
助も行い参加を促していきます。3 名以上の参加を目指します。

２０１２年 例会報告

1 月 29 日、佐賀県鹿島市の川崎鍛冶屋に参加者 12

2 月 24 日の長崎見学会は東京 6 名、福岡

名が集まりました。教えて頂いたのは新建福岡会員

6 名、長崎 1 名の参加となりました。まず、

の川崎薫さんの弟である川崎直之さん。ニコニコと

斜行エレベーターでグラバー園の頂上付近

ゆっくり話す川崎さんですが、いざ作業となるとさ

に到着。そこからは長崎湾を囲む山々とそ

すがは職人。１つ１つの仕事に長年の積み重ねが感

の斜面にびっしりと建ち並ぶ住宅群が見え

じられます。普段目にすることがない伝統の包丁作

る景色が広がり、これが長崎かぁと実感で

りの技には参加者から「おー！」という声が上がり

きました。グラバー園を見学した後、午後

ました。今回私達が体験させて頂いたのは形決めか

からは黒崎羊二さんのまちづくりの現場へ。

ら、焼入れ、研ぎの作業でした。一人一人川崎さん

至る所で、交通や狭小敷地、老朽化などに問題を抱える現場を目の

に丁寧に教えて頂きながら、包丁を作っていきます。

当たりにし、それらに対してどう向き合ってこられたのかを黒崎さ

実際に自分で鉄の板を炎にかけて、ハンマーで叩い

んに説明して頂きました。足腰は疲れましたが、黒崎さんの理念と

て、それが包丁の形になっていく姿は感動物です。

その実践を間近で見ることが出来て、大変有意義でした。

ハンマーの一撃や一回の研ぎ

26 日の福岡見学会は東京 7 名、福岡 11 名の参加となりました。

ごとに表情を変え、時には失

福岡城の上の橋に集合し鴻蘆館へ。ガイドさんに説明して頂きなが

敗!?となって現れます。その

ら見学し、鴻蘆館が大陸と大宰府を繋ぐ窓口であったことを実感し

ひとつひとつが愛着となって、

ました。その後福岡城の天守台に登った後、電車で太宰府に向かい

長く使えるマイ包丁が出来上

ました。太宰府天満宮の横にある延寿王院には坂本竜馬も訪れたそ

がったと思います。

うで、長崎と繋がる気がしました。お茶屋さんで梅が枝餅を食べた

体験の後は、肥前まちづくり研究会の方々による

のち、大宰府政庁跡へ。政庁跡は今では礎石しか残っていませんが、

案内で、肥前浜宿の見学も行いました。伝統ある酒

大陸からの文化の行き来と、ここで実際に政治が行われていたこと

蔵が連なる町並みを、住む人の暮らしを大切にしな

を想像することが出来ました。見学会を終えた後、東京から参加の

がら保存・改修に奮闘されていました。最後は武雄

中島文男さんは福岡に住みたいとまでおっしゃっていたそうで、こ

温泉に浸かり、大満足の１日となりました。（中島）

の見学会の成功の証しだなと思いました。（中島）

3 月 13 日のお昼、キャナルシティ近くの

4 月 7 日の福岡支部総会を終えた後、舞鶴公園に移

博多区住吉にある料亭嵯峨野に福岡支部の

動して花見を行いました。総会に出席したほとんど

会員 10 名と JSCA より 6 名が集まり見学会と

の方が参加しました。2 月の福岡見学会で訪れた鴻蘆

食事会が行われました。料亭嵯峨野は会員の

館の裏にブルーシートを敷き、全員で輪を作って持

川﨑薫さんが構造設計を担当し、2010 年に

ち寄ったつまみとお酒を囲みました。この日は花冷

竣工しました。一見、純木造の数寄屋建築の

えで、肩を寄せ合っての語り合いとなりましたが、

ようですが構造は鉄骨造２階建。伝統構法が

満開の桜と満月とお酒とで、いつの間にか寒さを忘

淘汰されていく現代にあって、これからの木造の可能性が詰まった

れて楽しむことが出来ました。途中、今年の抱負を

建物です。大広間で季節の松花堂を美味しく頂いた後、女将の案内

一人ずつ発表していく時間では、今年の更なる躍進

で全てのお部屋を見せて頂きました。畳廊下で繋がった各御座敷に

を語る方や、暴露話、新たな挑戦をする方などさま    

は鉄骨の面影は全くなく、「真・行・草」の和の世界が随所に見ら

ざまでした。笑い

れます。四畳半の和室等は施工時に「一日にどれ位作業が進んだの

あり、時には桜吹

だろう？」と女将が思ったほどのこだわり職人芸。都会の真ん中に

雪もありと、今年

ありながら塀の効果でビルの喧騒が消え、穏やかな那珂川の水面が

度の良いスタート

眺められたりと外構の演出にも工夫がされており、庭師の上田さん

を切れるきっかけ

も庭の苔について話をしてくれたりと意匠、構造、庭園と多方面か

になる時間となり

ら話題が絶えず盛り上がり、大変豊かな平日の午後でした。
（加藤）

ました。（中島）

今何シテル！（メンバーの日々紹介）
1.最近したこと
2.今していること
3.今とても関心を持っていること
4.近頃一番嬉しかったこと
5.みんなに伝えたいことなんでも
6.住所・連絡先・社名

・井上 智子 です。

・原田 康幸 です。

１． ４月に誕生日を迎え、今
までの人生を見つめなおしこ
れからの人生について考えま
した。自分のやりたいことを思
いっきりやる人生にしたい。
明るく楽しく笑顔で頑張りま
す！
２． １ヶ月の最高確認申請棟数を塗り替える勢いの仕事量
を明るく楽しく進めています。
それと、早起きの習慣をつける努力中です。
３． 人生について。仕事について。

６．スタジオ・Ｔ

3.原発と再生エネルギーと消費税と保育所。
4.先日、シニアバスケットボール（４０歳以上）の試合
で、大濠高校OBチームに初めて勝利！（６０歳以上は
得点が2倍になります）
5.もっと、みなさんの素顔（素地）が見えてくると、おもし
ろいかな。
㻇

SketchUpで作りました

太宰府市国分５丁目３１-１１

・沖本 圓 です。

6.福岡市東区箱崎６ー１１ー３３
株式会社原田琺瑯製作所

・鹿瀬島 隆之 です。

1
・飲んでいる䖻

2

2.改正水質汚濁法の施行により有害物質使用（フッ素・
ホウ素化合物）特定施設の届出書の作成をしてます。
（めんどう！）。上の写真の作業も対象か？役所の担当
部署に質問中。
追加、東京からの原発避難の孫（2歳）の面倒、こちら
の方が大変。

４． やりたいと思っていたこ
とを行動に移したことは、とて
も大きな一歩だなと嬉しく思っ
ています。

５． みなさんに出逢えて、私
はとても幸せです。
これからもどうぞよろしく
お願いします。

1.陶芸教室で１１個のコーヒーカップが完成、出来映え
は？自己満足の域です。

1. 4月、福岡市のイベント
「福博花しるべ」のセンター
ガーデンのデザインと植え付
けを「緑のコーデネーター」の
皆さんと一緒にボランティア
でしました。
・お金にならない日々ばか
り！で笑ってしまいます。

2． 5月、ハウステンボスのガーデニング選手権大会に出場
して参加賞の銅賞でしたが沢山の人の協力を得て、やりたい
事が出来たのは久しぶりで嬉しかったのです。
（2．と4．の答え）
3． は、やっぱり原発の行方 そして人と自然のバランス
5． 信頼できる仲間がいるって心強く有難い事です。

1. 金環日食を鹿児島に見に行って、本番は
ダメでしたが、桜島フェリーの上で雲の隙間
から欠けた太陽を肉眼で見る事が出来まし
た。奇跡の一瞬！
2. 医療・福祉施設を中心に、
住宅やマンション、工場、リ
ニューアルなど幅広い分野の
設計を行っています。
3. 原発問題、老人介護と医療問題、アングラな話題等
4. １８年前に初めて担当させて頂いたクリニックの先生からご
連絡あり。訳あって縁遠くなっていましたが、先生と奥様から
「この建物大好きなので、何とか活かした改修を考えて欲し
い。」というお話しを伺い、ジンと来ると共に感謝の気持ちで
いっぱいです。よし、頑張ろう(^-^)/
5. 全国の新建の仲間を、福岡支部で
もっと知る機会を作りたいです。
コニシビル４F→

6． 福岡市早良区室住団地７‐２０１
造園計画設計プランツ・プラン「円庭」主宰
現在福岡市NPO・ボランティア交流センター非常勤職員

6. 福岡市南区野間3-9-20-4F
ケイ・プラッツ一級建築士事務所代表
新建福岡支部事務局長

現在

