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東京生まれ
小学校から高校まで松山在住
東日本建築教育研究会製図コンクールにて奨励賞
愛媛県内高校生建築競技設計にて会長賞
（愛媛県建築士事務所協会主催）
画家・高橋勉氏に師事。約10年間、古典絵画技法全般を学ぶ
日本工業大学建築学科 卒業
画家として活動開始する。東京や埼玉にて毎年個展開催
日本ファンタジーノベル賞受賞作者「世界の果の庭」
（新潮社）の装丁担当
美術家の登竜門である昭和会にて優秀賞（東京／日動画廊）
愛媛県美術館に作品「ドライフラワー」収蔵される
～17　愛媛新聞 冊子アクリート表紙画連載
絵画教室やオリジナルブランド額工房「㈱リチェルカ」を設立 
「えひめの塗り絵」を出版
その他、出版装丁画や受賞多数、全国にて個展中心に活動。 
現在、現代日本美術会 会員／審査員  
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るが、夏目漱石の小説『坊っちゃん』に
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メタバース建築メタバース建築［Ishizuchi2022.11］ ［Ishizuchi2022.11］

　このメタバースの世界でも現実の世界と同様に、
道路や公園、建築、街、その他の都市建築的空間
が必要になってくる。既に「バーチャル渋谷」など
が作られており、様々な経済活動、企業活動、生
活活動の場として利用されている。誰かが仮想空
間内に様々なものを作っている。手に取れる実物
のモノではなく、単なるデジタルなデータとして
の存在なのだが。

　海外では、既にメタバースの敷地や建築が売買
されている。仮想通貨のように単に投資の対象と
して購入されているものもあれば、企業活動の場
や、個人の生活活動の場として購入されているも
のもある。まるで現実世界の不動産のように、早
く買わないと無くなるし、後から買おうとすると
高くつく。メタバースだけを扱う不動産業者や建
築業者まで登場している有様だ。

　悲しいことに、メタバース建築は使い捨ての消
耗品でもある。例えばあなたがメタバースの敷地

　今年はメタバース元年と言われている。メタバースとは、パソコンや
ネット上の仮想空間のことだ。このメタバース内ではアバター（自分の
分身をキャラクター化したもの）を使って、他のアバターとコミュニケー
ションをとったり、メタバースのお店でショッピングをすることもでき
る。今、僕らがSNSで会話していることや、ネットで買物をしているこ
とが、もっと実体化された形で体験・実現されるのがメタバースなのだ。

を手に入れたとしよう。誰かを招待するには、当
然何かしら建築的なものが必要になる。自分でコ
ツコツ作るのも楽しいが、ラインのスタンプのよ
うに、手軽で安価に購入できるものがあれば、きっ
とそれらを利用するだろう。住宅１棟で1000円
なら、迷わず購入するはずだ。１年経って飽きた
ら、また別のものを購入すれば良い。月々300円
で毎月住宅が新しく変わるサブスクリプション・
サービスがあれば、そちらを利用するかもしれな
い。そんな風に、どんどん消費されて使い捨ての
運命にあることは間違いないのだ。

　次々と消費されてゆくメタバース建築は、無限
の広がりを持つ底なしのビジネス・マーケットで
もある。あなたが作った住宅が、１棟1000円で
全世界で1000棟売れたとしよう。すると100万
円の売上になる。１万棟なら１千万円。10万棟な
ら…。世界で人気のiPhoneの出荷台数は4750
万台。取らぬ狸の皮算用だが、あなたの建築が世
界で人気が出れば、10万棟は決して大きい数字で
はないのだ。

　誰がこのメタバース建築をつくるのか？現実の
建築のような専門家による独占業務ではない。資
格は不要だし、建築基準法への適合義務もなく、構
造計算の煩わしさや、重力の制約や、素材料の制
限もない。３DCG系のソフトウェアが操作できれ
ば、誰でも作ることができる裾野の広い生業なの
だ。ビジネスのライバルは同業他社ではなく、世

❷❶

界中のあちこちにいる誰でもになる。まるで、
YouTubeやインスタグラムのフォロワー数を競
うような戦いになるということだ。

　比類なき完璧な世界。メタバースの建築は、パー
フェクトな世界を生み出すことができる。僕が独
立して自分の事務所をやり始めた頃、仕事もなく
コンペに明け暮れていた日々があった。この時、
CADと３DCGを覚えようと思い、プレゼン用の
３DCGを一生懸命作っていた。この建築は、寸
分の狂いもなく自分が思い描いた理想そのままの
姿で建ち上がっていった。施工誤差はゼロで、素
材感や光の当たり方は自由に設定ができる。コン
ペ案なので誰からも指図を受けずに、自分のエゴ
の塊として一つの建築を完成させることができた
のだ。そこには小さな自己満足と共に、新しい建
築へ向けての可能性も感じることができた。

　とにかくメタバースに関して思い浮かぶことを、
色々と書き連ねてみた。メタバースのこれからを、
予想しようとは思わない。なぜなら、きっと僕の
予想なんかを遥かに凌駕するような未来になるだ
ろうからだ。ただ、現実の世界で建築に携わる僕
たちは、このビッグバンに対してどう向き合って
ゆくのかを考えておく必要がある。海の向こうの
遠い出来事として傍観してゆくのか、それとも、
しっかりと踏み込んでどっぷりと浸かってゆくの
か。僕たちの人生やビジネスライフに、大きな影
響を与えることは間違いないはずだからだ。

Building-C I▶
レストランカフェ

（千葉市原）

　インターネットやSNSの発達で、現実世界での
人と人との関わり方が変わっていった。メタバー
スの仮想空間が広がって、そこに建築がつくられ
てゆくことで現実世界の建築の意味も変わってゆ
く。以前よりも価値のないものになってゆくのか、
それとも、逆に価値のあるものになってゆくのか。
僕たちの努力で好転するものもあれば、努力の甲
斐なく暗転するものもあるだろう。

　来年還暦を迎える僕は、そう長くメタバースと
関わることはないと思っている。でも、このコラ
ムを読んでいる若い皆さんたちは、人生の大半を
メタバースと関わって過ごすことになるだろう。
つくるのか、買うのか、重宝するのか、疎ましく
思うのか。これから世界中の人々を巻き込んで、
メタバースが進化発展してゆく。インターネット
やWindowsやスマートフォンで冷や飯を食い続
けている日本人は、もっと真剣に我が事として考
える必要がある。

　GoogleやMetaは、現実の世界で手に取れる
ような実態のあるものは殆ど作っていない。しか
しながら、日本の超優良企業のトヨタ自動車の倍
以上の利益を稼ぎ出している。こんな現実を目の
当たりにしたあなたは、きっと今から真剣にメタ
バース建築について考えるに違いない。

House-HF▶
個人住宅

（広島福山）

Complex-GM▲
ヘアサロン＋雑貨店

（群馬前橋）

Building-NS▲
飲食店テナントビル（愛媛松山）
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　「道後温泉」と聞くと、一般的に「道後温泉本館」

を思い描くと思われる。現在、「道後温泉」には「道

後温泉本館」、「椿の湯」、「道後温泉別館　飛鳥乃湯

泉」と呼ばれる道後温泉の温泉を使用した３つの

公衆浴場が存在する。かつては３施設以外にも公

衆浴場が存在し、「外湯」と呼ばれていた。現在で

は、どの時代にどの「外湯」が存在したかをまと

めている資料が無かったため、今一度この場で時

代背景や経緯等を整理し、まとめさせていただい

た次第である。

道後温泉は現在、18本の異なる温度の源泉をかけ合わせて42～43度になるよう

に調整している。

道後温泉本館、道後温泉別館　飛鳥乃湯泉、椿の湯のことを指す。昭和初期は旅館・

ホテルに温泉を配湯できず、宿泊すれば外の湯に行くという流れから生まれた言葉。

旅館・ホテルの道後温泉を使ったお風呂のことを指す。上記、外湯と分けるために

作られた言葉。

■はじまり

道後温泉の外湯について
：　　　　　　　　　　一級建築士　野本　　健
：文化財・まちづくり委員会　委員　花岡　直樹

＜ことわり＞

　以下記載内容は、現在の道後温泉本館保存修理工事

の状況や収集できた文献から総合的に判断した内容を

記載している。そのため、調査状況により新たな知見

が得られた場合、記載内容に訂正の必要が生じる可能

性はある。

▲道後温泉本館（提供：道後温泉事務所）

執筆
監修

前編

■用語解説

▲道後温泉別館　飛鳥乃湯泉

▲椿の湯

◀道後温泉本館

SOTOYU EDITION

源 泉

外 湯

内 湯

写真提供：道後温泉事務所

A SOURCE OF
DOGO ONSEN
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道後温泉の外湯について
：　　　　　　　　　　一級建築士　野本　　健
：文化財・まちづくり委員会　委員　花岡　直樹

＜ことわり＞

　以下記載内容は、現在の道後温泉本館保存修理工事
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記載している。そのため、調査状況により新たな知見
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▲道後温泉本館（提供：道後温泉事務所）
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■明治22年（1889）に伊佐庭如矢が道後湯之

町の初代町長となった。彼が初代町長に就任し

た際の道後温泉本館は北側に「神の湯本館」、東

側に「新湯」、南側に「養生湯」、西側に「牛馬

湯」という建物がある状況であった。以下時系

列でまとめた。

　彼は多くの観光客を集客するために道後温泉本

館の改築工事を行った。以下時系列でまとめた。

　以上より、伊佐庭如矢が道後温泉本館の建物の

全てを改築し、現在の姿に至った経緯を知ること

ができる。

　まず最初に伊佐庭如矢は古くなっていた「養生

湯」の改築工事を始めた。「養生湯」は当時、無料

で入浴することができる浴場であり、売上が無い

ため改築する費用が無かった。今後、100年を見

据えた時に無料の浴場では同じ状況になることが

予想されたため、入浴料を取ることを発表すると

多くの町民から反対の声が上がった。その反対の

声を押さえるため、彼は現在の「椿の湯」がある

場所に「養生湯」の建物の材料を再利用した無料

の公衆浴場「松湯」を建設した。

　「松湯」は道後温泉本館で使用した余流を使用し

たものであった。また、「松湯」の余流を使用した

「薬湯」の建設を行った。「薬湯」は梅毒等の患者

の治療のための公衆浴場であった。

　さらに「薬湯」の余流を使用した「牛馬湯」を

設置した。これは道後温泉本館の西側にあった「牛

馬湯」を移転させたものである。

　ちなみに、この余流は「湯の川」とも呼ばれ町民

はその川に並んで洗濯物を洗っていたそうである。

　このように道後温泉本館の余流を使用した最初

の施設が誕生し、「道後温泉本館」から離れた公衆

浴場「外湯」がはじまるのであった。

■牛馬湯　寛永15年頃（1638）～昭和41年（1966）

　　「牛馬湯」はその名の通り、牛や馬が入浴する

浴場であった。寛永15年頃（1638）の道後温

泉絵図より、その時代から道後温泉本館の西側

に存在したことがわかる。道後温泉本館付近の

農家が飼っていた農耕用の牛馬や荷車の馬を洗

うために本館の側に作ったものだと考えられる。

　　この牛馬湯は衛生上、好ましくないという理

由から一度、明治16年（1883）に廃止され

たが、明治18年頃（1885）から再興の希望

が起こり、明治20年（1887）に再開された。

　　しかし、伊佐庭如矢が町長に就任すると、人が

入浴する場所の近くに「牛馬湯」があるのは好ま

しくないという理由で明治25年頃（1892）に

現在の「椿の湯」付近に移転することとなった。

　 さらに現在の「椿の湯」の付近に家が建ち並び

始めたことにより、大正9年（1920）、現在の

「業務スーパー」付近に移転することとなった。

　戦後は農耕も牛馬から耕運機に変わり、牛馬の

道後温泉の外湯
外湯のはじまり

▲牛馬湯（提供：道後温泉事務所）

▲伊佐庭如矢（初代湯之町町長）（提供：道後温泉事務所）

伊佐庭如矢、初代町長就任時の道後温泉

■天保５年（1834）「養生湯」
（現在の「南棟」の前身）（南側）

■明治５年（1872）「道後温泉本館」
（現在の「神の湯本館」の前身）（北側）

■明治11年（1878）「新湯」
（現在の「又新殿・霊の湯棟」の前身）（東側）

■明治20年（1887）「牛馬湯」（西側）

■明治25年（1892）「養生湯」の改築工事
（現在の「南棟」の前身）（南側）

■明治27年（1894）「神の湯本館」の改築工事
（北側）

■明治32年（1899）「又新殿・霊の湯棟」の
改築工事（東側）

伊佐庭如矢、町長時代の道後温泉

入浴が減った。地方巡業のサーカスの象、ペッ

トの犬などを入浴させたりと様々な動物が入浴

した「牛馬湯」であったが、管理する後継者が

いなくなっため、昭和41年（1966）で廃止

となった。

■松湯　明治25年（1892）～昭和28年（1953）

　　「松湯」は無料の公衆浴場として、「養生湯」の

材料を再利用して建設され、お遍路さんなどが

主に利用していた。大正11年（1922）の図

面に「西湯」と「砂湯」の間に「松湯」の存在

が確認でき、昭和28年（1953）まで建物は

存在したと考えられる。

■薬湯　明治25年頃（1892）～大正11年（1922）

　　「薬湯」は梅毒等の患者の治療のための浴場で

あった。「西湯」、「砂湯」を改築する際に撤去さ

れた。

▲道後温泉絵図（寛永15年）
（提供：道後温泉事務所）
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「道後温泉増築計画」

・第１期工事：西湯・砂湯の建設

・第２期工事：養生湯の改築工事

・第３期工事：高等湯の建設

・第４期工事：道後公園内に新湯の建設

上記が道後温泉の大正時代の計画であった。

■大正時代は道後温泉の増湯計画のはじまりと言え

る時代である。明治時代、初代町長の伊佐庭如矢

は道後温泉の湯量が少なく、温泉を用いた事業を

行うことができなかった。そのため、巨大な３層

楼の「神の湯本館」、皇室専用の浴室を有する「又

新殿・霊の湯棟」など建物で集客する事業を行う

のであった。明治35年（1902）に伊佐庭如矢

が町長を勇退すると、その後の道後湯之町は温泉

■新湯（第七室・八室）
大正3年（1914）～昭和2年（1927）

　大正10年（1921）発刊の道後温泉誌では下記のような名前で浴室を呼称していた。

　大正２年（1913）に道後温泉の第１号源泉

のポンプアップによる増湯に成功すると、大正

３年（1914）現在の振鷺亭付近に「新湯（第七

室・第八室）」を建設した。入浴客急増に対応す

るための公衆浴場であり、当初は「神乃湯（第

七室・第八室）」と呼ばれ、主に町民に利用され

ていた。

■西湯、砂湯　大正11年（1922）～昭和28年（1953）

　「西湯」、「砂湯」の建設は養生湯を改築する際

の、入浴客の受け皿となる公衆浴場として建設さ

れた。「西湯」、「砂湯」は現在の椿の湯の場所に

あり、「松湯」、「薬湯」を改築したものであった。

　西湯は男女の浴室があり、２階は小さな休憩

室、砂湯は男女の浴室と浅い砂敷きの浴槽を備

えていた。砂湯の男女を間仕切る壁の浴槽の下

には小さな穴があり、子どもがそこを潜って男

湯と女湯を行き来していたそうだ。また、砂湯

の浴槽は浅かったこともあり、子どもには人気

であった。

■鷺の湯　昭和2年（1927）～昭和38年（1963）

　昭和２年（1927）の「道後温泉増築計画」

の第３期工事の１つとして建設された。現在の

冠山駐車場のゲート付近にあり、当初は高等湯

として建設される予定であったが、更なるポン

プアップの反対、土地の売買など多くの問題が

重なり、結果として町民が利用する公衆浴場と

して建設された。「鷺の湯」が建設されたこと

で「新湯（第七室、第八室）」は取り壊された。

《道後温泉の外湯について「後編」へ続く》

道後温泉の外湯
大正時代の外湯

▲昭和初期の道後（提供：道後温泉事務所）

▲新湯（第七室・八室）（提供：道後温泉事務所）

の増湯計画に目を向けるように

なった。

　　大正７年（1918）に「道後

温泉増築計画」が発表された。

大正時代は道後温泉に多くの観

光客が訪れており、また大正13

年（1924）に日本国有鉄道（現

在のJR）が来ることが発表さ

れたことで観光客が増大するこ

とが予想され、それに対応する

ための計画であった。

　・霊乃湯：甲室（男子浴室）、
　　　　　　乙室（女子浴室）
　・神乃湯：一室（男子浴室）、
　　　　　　二室（男子浴室）、
　　　　　　三室（女子浴室）
　・養生湯：五室（男子浴室）、
　　　　　　六室（女子浴室）
　・神乃湯：七室（男子浴室）、
　　　　　　八室（女子浴室）
　・まつ湯：右室（男子浴室）、
　　　　　　左室（女子浴室）

▲西湯
（提供：道後温泉事務所）

▲砂湯（提供：道後温泉事務所）

◀西湯（浴室）
（提供：二神　將）

◀鷺の湯
（提供：
道後温泉事務所）

鷺の湯（浴室）▶
（提供：道後温泉事務所）

西湯・砂場西湯・砂場西湯・砂場

道後温泉本館道後温泉本館

鷺の湯鷺の湯

道後温泉本館

鷺の湯
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　クアラルンプールに1998年に竣工したペトロ

ナスツインタワーは高さ452ｍ・88階建で、５

年後に台北101が完成するまで世界一を誇りま

した。ツインタワーでは今でも世界一です。「世界

一のビルが何故マレーシアにあるのか？」とその

頃不思議に思ったのですが、当時マレーシアは東

南アジアの優等生として発展していて、ANA直行

便が就航した機会に、クアラルンプールの街とペ

トロナスツインタワーを訪ねることにしました。

　ペトロナスツインタワーのことを調べていると、

必ず根拠不明の噂にたどり着きます。タワー１を

日本のハザマが、タワー２を韓国のサムソン物産

建設が施工したことに起因するものです。それは、

①タワー２（韓国側）は現在でも傾いている

②傾いているため、テナントがなかなか集まらない

③空室が多いので、夜のタワー２は全体的に暗い

というものです。

　このツインタワーに関しては入札の経緯など複

雑な背景があり、日韓の建築技術競争が世界一の

座をかけて熾烈だった証です。

1マレーシアへの誘い

2ペトロナスツインタワーのインプレッション

▲ペトロナスツインタワー（左：タワー１、右：タワー２）

▼基準階外壁

◀タワー１先端部

ペトロナスツインタワーとペトロナスツインタワーと
世界遺産の街マラッカ世界遺産の街マラッカ

ペトロナスツインタワーと
世界遺産の街マラッカ

　マレーシアへは2016年12月23日に向かった

のですが、熱帯のため現地は日本の真夏のような

気候でした。

　このツインタワーはシーザ・ペリの設計で、建

築地は強い海風が吹くことから、風による建物振

動を抑制するため構造は高強度コンクリートを用

いたＲＣ造です。また、外観はイスラム様式モス

クの尖塔を意識したデザインで、平面形状も正方

形二つを45°ずらして重ね合わせ、その交点には

半円形のバルコニーを作ったような複雑な形で、

建物自体が宗教建築のようです。タワー間低層部

には巨大なショッピングモールが配置され、伊勢

丹や紀伊國屋書店の他、世界のブランドショップ

が並んでいました。地上170ｍの41階と42階

には二つのタワーを繋ぐスカイブリッジが架けら

れています。

　スカイブリッジはいずれのタワーとも剛接合と

なっておらず、ローラーで水平変位を吸収し、下

部の斜めの支柱が変位を制御する設計となってい

たのも納得でした。スカイブリッジは、本当に橋

のような力学的構造です。

　最上階展望台はクアラルンプールの超人気スポッ

トで、一日の人数制限もありチケットの入手が困

難なのですが、なんとかしてクアラルンプールの

街並みを一望したいものです。展望台へ上るのは

予約制で、エレベーター乗り場まで行ってはみた

ものの事前購入したチケットがないと入場できま

▲地下ＥＶホール ▲スカイブリッジ（タワー２側） ▲タワー間の低層部のモール ▲モールのドーム屋根

▲ブリッジからの眺望 ▲最上階の眺望 ▲最上階展望室 ▲周辺の高層ビル群

せん。そこで翌日朝のエレベーターのチケットを

購入して、その日はショッピングモールで買い物

を楽しみました。ちょうどクリスマスだったので、

大勢の観光客や家族連れなどで賑わっていました。

モールには伊勢丹が広大なエリアを占有しており、

日本企業の健闘が心強く、嬉しくなりました。

　翌朝早くホテルを出発しタクシーでKLCC（ク

アラルンプール・シティ・センター）へ行きまし

た。まだ観光客はほとんど来ておらず、何処がタ

ワーの入口か迷いましたが、タクシードライバー

のアドバイスで地下EVエントランスへと入るこ

とができました。一番乗りだったので、EVホール

はまだ清掃中。しばらく待っている内に、次々と

観光客がやってきます。あっという間にEVゲー

ト前に列が伸びていくので、遅れてはならじと列

の10番目くらいに並びました。結局は、予約券

を持っている人は全員入れたので、慌てる必要は

なかったのですが。

　EVはまず41階スカイブリッジに停止。ここを

見学する時間が取られます。タワー２のEVで昇っ

ているため、向こうに見えるのはタワー１の出入

り口です。建物の外壁も、遠くで見ていたよりも

大きく感じました。まだ、スカイブリッジまでし

か昇ってきてないというのに、周辺の超高層ビル
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▲オランダ広場のムラカキリスト教会

▲マレー様式の住宅

▲マラッカ川に面した、遊歩道のある町並み

の最上階と同じくらいの高さになりました。眼下に

見えるのは、レイク・シンフォニーとスリアショッ

ピングモールのドーム天井です。昨日はショッピ

ングをしながら下から見上げていました。

　このスカイブリッジは、実用性はないけれども

観光名所としての役割は果たしています。実は韓

国のサムソン物産建設が施工したタワー２が傾い

てきたので、このブリッジで連結して倒れるのを

防いでいる、という話が誠しやかに広がっていま

すが、ブリッジの構造を理解すればそれは偽りだ

と確信しました。ただＥＶメーカーが地上72階

でタワー2は25mm傾いていると公表し、それ

は信頼性が高いため施工誤差が生じたのは事実の

ようです。サムソン物産建設の副社長も、日本の

建設技術には到底及ばなかったと、白旗を上げた

vol.16世界建築紀行 ペトロナスツインタワーと世界遺産の街マラッカ

　マラッカは、「マラッカ海峡の歴史都市群」とし

て2008年に世界遺産に登録されました。クアラ

ルンプールからマレー半島のハイウェイを南下す

ると約40分でクアラルンプール国際空港、さらに

１時間程行ったところにマラッカがありました。

さらに、2時間走るとシンガポールに行くことが

できます。

　ハイウェイのパーキングエリアには公衆トイレ

と並んで礼拝堂が設置されていて、イスラム教が

国民の暮らしに浸透しているなあと感じました。

そうです。

　タワー２の最上階展望台は、ペトロナスツイン

タワーの模型が置いてある程度で、ガラン洞の空

間といった感じで、観光客がうろうろするのみ。

その分、展望を楽しみなさいというわけです。そ

こからは、タワー１が真横に見え、それはまるで

ビルではなく槍の穂先か塔のようです。タワー１

に隠れてその肩越しに小さくクアラルンプールタ

ワーが見えており、また、KLCC南側のブキッ・ビ

ンタン方面がビルも多くこの街の中心地だなあと

思いました。イスラム教の関係か、展望フロアの

係員は黒い清楚な服で、女性はヒジャブを頭に巻

いていました。

3マラッカ海峡を望む世界遺産の町並み

▲槍のようなタワー１

▲チャイナタウンの通り ▲ババ・ニョニャ・ヘリテージ ▲教会の塔を改築した灯台 ▲セントポール教会

また、マラッカが近づくにつれて、ハイウェイ沿

いにはパーム椰子やゴムのプランテーション農場

が連なり、日本の自動車メーカーも進出している

のが目立ちます。

　マラッカ王国は15世紀頃、「海のシルクロード」

と共に栄えていましたが、その後ポルトガルやオ

ランダ・イギリスの支配が続いたため、市内では

その歴史的な痕跡がセントポールの丘とオランダ

広場を中心に見られます。マラッカ川沿いは遊歩

道なども整備されて、マレー様式の住宅が建ち並

んで景観を形づくっていました。

　一方、香辛料の中継貿易港として発展する以前

から、マラッカは中国との交易があったため、オ

ランダ広場から続くチャイナタウンには華僑の暮

らした商家の町並みがあり、ババ・ニョニャ・ヘリ

テージというプライベートミュージアムで約100

年前の暮らしぶりを見ることができました。

　マラッカのイメージは、マラッカ海峡を行き交

うタンカーや貨物船を小高いところから眺める、

と想像していたのですが、チャイナタウンは結構

ガヤガヤして車も多く、しかも路上駐車も普通の

ようで秩序がない印象です。

　マラッカの中心オランダ広場を取り囲むように

煉瓦色の壁のスタダイスとムラカキリスト教会が

あります。マラッカと言えば、このオランダ広場

の景観がお決まりのよう。スタダイスは、1650

年にオランダ総督らが住むために建てられた建物

で、今ではマラッカの町のシンボルとして歴史博

物館に利用されています。ムラカキリスト教会も

オランダ広場そのものという存在でしょう。

　オランダ広場からスタダイスの中にある階段を

上って丘の上のセント・ポール教会へと向かいま

した。丘からの展望は良くて、マラッカ市内を見

渡すことができ、ここへきてやっとマラッカ海峡

を行き交う大型船を見ることができました。

　セント・ポール教会の前には白い灯台がありま
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　マラッカは、「マラッカ海峡の歴史都市群」とし
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　マラッカ王国は15世紀頃、「海のシルクロード」
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ランダ・イギリスの支配が続いたため、市内では

その歴史的な痕跡がセントポールの丘とオランダ

広場を中心に見られます。マラッカ川沿いは遊歩
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んで景観を形づくっていました。
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ガヤガヤして車も多く、しかも路上駐車も普通の

ようで秩序がない印象です。

　マラッカの中心オランダ広場を取り囲むように

煉瓦色の壁のスタダイスとムラカキリスト教会が

あります。マラッカと言えば、このオランダ広場

の景観がお決まりのよう。スタダイスは、1650

年にオランダ総督らが住むために建てられた建物

で、今ではマラッカの町のシンボルとして歴史博

物館に利用されています。ムラカキリスト教会も

オランダ広場そのものという存在でしょう。

　オランダ広場からスタダイスの中にある階段を

上って丘の上のセント・ポール教会へと向かいま

した。丘からの展望は良くて、マラッカ市内を見

渡すことができ、ここへきてやっとマラッカ海峡

を行き交う大型船を見ることができました。

　セント・ポール教会の前には白い灯台がありま
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すが、これはもともと教会の塔があったのをイギ

リスが破壊し、その後灯台を建てたという歴史が

あります。教会内部は、屋根がなくて外壁のみに

なっていました。聖人フランシスコ・ザビエルは

中国への布教の際に熱病で死亡し、インドのゴア

へ運ばれる際、９ヶ月間この教会に安置されまし

た。そのため、カトリック信者にとってはここは

聖地で大切な場所なのです。世界の歴史を感じる

教会でした。

　セントポールの丘をオランダ広場と反対側へ降

りて行ったところに、サンチャゴ砦があります。

この砦は1511年にオランダとの戦いに備えるた

め、ポルトガル軍によって作られたもので大砲も

備えています。昔はこの辺りまで海が迫っていた

のです。セント・ポール教会同様、赤い鉄骨で老

朽化した壁を補強してありました。そのような砦

の遺跡から、ここ500年の間にオランダやポルト

ガル、イギリスなどに占領されてきたマラッカの

歴史を感じたのでした。

vol.16世界建築紀行 ペトロナスツインタワーと世界遺産の街マラッカ

4クアラルンプール市内観光

5マレーシアの旅を終えて

▲サンチャゴ砦

▲砦大砲のレプリカ▲砦裏口の鉄骨補強 ▲国立モスク▲王宮から見た市内中心部

▲神聖な礼拝堂▲入口でヒジャブに着替え

▲王宮▲王宮広場

▲ヒンドゥー教寺院

▲ムルデカ広場 ▲旧連邦事務局ビル

▲ＨＩＴＡＣＨＩロゴの橋脚

　マレーシアには13の州があり、国王はその中

から順番に５年の任期で選出される制度で、王宮

は住居となっています。国室行事の会場でもある

のですが、観光客は王宮広場までしか入れません。

門からは遠くに黄金に輝くドーム屋根が見え、観

光客は門番の歩兵と記念写真を撮っていました。

　マレーシアの国教はイスラム教なので、光塔が

そびえ立つ国立モスク“マスジット・ヌガラ”へ

も行きました。外観は傘のような近代的なデザイ

ンですが、女性が内部に入るにはヒジャブを着な

ければなりません。大空間の礼拝堂にはイスラム

教徒以外は立入禁止でした。

　その他、チャイナタウンでは中国寺院・ヒンドゥー

寺院・キリスト教会なども集まり、中国系移民だけ

でなく多民族が共生した名残を感じられました。

　今回の旅でのカルチャーショックはトイレです。

もちろん水洗トイレですが、トイレットペーパー

は備え付けられておらず、ホースのついた水のシャ

ワーが１つ、便器の横にありました。そのシャワー

を右手で持って、左手でお尻を洗い、そのままパ

ンツを履くのです。そのためトイレブースの中は

水浸し。「そしたらパンツが濡れるじゃないか？」

というと、「すぐに乾く」という答えが返ってき

ました。

　クアラルンプール市内の住宅エリアは、タウン

ハウスが建ち並んで緑がとても多いのが印象的で

す。一方、中心部は超高層ビルが次々に建設され

ていましたが、この町の独立の歴史を象徴するム

ルデカ広場の周辺には、丸いクーポラが特徴の旧

連邦事務局ビルや国立歴史博物館などのビクトリ

ア様式・ムーア様式・ムガール様式が融合した植

民地時代を象徴するような建物も見られました。

市内観光終了後にはクアラルンプールタワーやKL

　ペトロナスツインタワーはタワー１がテナント

ビル、タワー２がペトロナス社の本社ビルでした。

ペトロナス社は東南アジア第二位の石油・天然ガ

ス生産国であるマレーシアの国営石油企業で、この

ビルは国家プロジェクトとして完成されたのです。

日本では1996年完成のりんくうゲートタワーが

ツインビルとして計画されましたが、バブル崩壊

により高層ビル30棟が建つはずだったりんくうタ

ウンプロジェクトとともに頓挫。256ｍの高さの

北棟のみ1棟が建設され、高速道路を挟んで並ん

で建つはずの南棟は今でも建設されていません。

　世界の超高層ビルの高さは500ｍ級で争って

いるのに、日本は300ｍの水準です。超高層ビ

ルは風荷重がクリティカルなため、日本が地震国

だから建設できないという理由ではなく、日本の

国力・経済力が世界から取り残されていっている

という危機感を感じてしまいます。建築技術力以

前に、世界の中の日本がこれからどう進んでいく

べきなのか、日本のポリシーが問われている時代

だとクアラルンプールを見て再認識させられまし

た。

CC水族館などを見学

しました。市内モノレー

ルの橋脚には“ＨＩＴ

ＡＣＨＩ”のロゴが至

る所に見られ、日本の

技術貢献を感じます。
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愛媛の登録有形文化財　第1回
章光堂（愛媛大学教育学部

附属中学校講堂）松山市

　章光堂は松山高等学校（現愛媛大学）の講堂として、
大正11年（1922年）に現在の地に建てられました。
旧制高校時代の建物としては唯一のもので、卒業生より
保存の要望が強く、国の費用で昭和46年（1971年）
に修理され、昭和53年（1978年）に愛媛大学により
保存建造物に指定されています。平成10年、愛媛県と
しては2番目に国の「登録有形文化財」となりました。
平成24年度に改修工事が行われ、耐震工事、明かり窓
の復元などの補修工事がなされています。今年は築100
年となり、今日まで愛媛の学問の礎として威風堂々とし
たその姿を見ることができます。２月に行われた100周
年記念式典は、愛媛大学教育学部附属中学校のHPで見
ることができます。

 
擬洋風建築
　完全な洋風建築ではなく、日本の建築要素がある洋風
を擬した建築という事で、「擬洋風建築」という分類が
あります。章光堂は屋根には瓦が用いられるなどしてお
り、「擬洋風建築」にあてはまります。
　擬洋風建築は幕末から明治時代の初期に多く作られま
した。様式は主に３つの時期に分かれており、初期が木
骨石造系、中期が漆喰系、そして最後に流行したのが下
見板系といわれています。

建物の特徴
　奥に長い長方形の建物になっていて、正面には前に飛
び出た形の玄関を持っています。この玄関は「車寄せ」
と呼ばれるもので、当時、車のない時代でしたのでとて
もハイカラな、新しい意匠であったと思われます。この

車寄せは、８本のエンタシスという中央部に膨らみのあ
る柱で支えられていて、柱の頭の方はトスカナ式オーダー
となっています。左右に塔が設けられていて、非常に堂々
とした構えになっています。玄関の半円形のランマが軟
らかい意匠で、利用する人を気軽に迎えてくれます。
　外壁はドイツ下見板張りで、東西に長い建物の中央部
には南北にドアが設けられています。その並びに１・２
階に上げ下げ窓が整然と並べられていて、見ていてスッ
キリとした作りとなっています。

総務・企画委員会　委員長　総務・企画委員会　委員長　井上　竜治井上　竜治文化財・まちづくり委員会　委員長　峰岡　秀和

　この時代の洋風建築は屋根の意匠に苦労したようで、
瓦で葺いてもそれが見えないような努力をしています。
章光堂でも、正面に立つと瓦屋根が見えないよう工夫さ
れており、こういった部分でも愛媛の建築が外国の文化
や技術を吸収していく過程を見る事が出来ます。

　玄関に入ると広いスペースがあり、ここから２階やホー
ル内部に入れるようになっています。内部は木造で、それ
に漆喰仕上げで洋風を感じさせる造りとなっています。
　講堂内部は、ホールとの壁と北・南面の外壁面より１間
半（約３ｍ）の位置に20本もの円柱が立ち並んでおり、
その外側の二階にはギャラリーが設けられています。そ

の内側は２階まで吹き抜けで、天井の高さ約９ｍの大空
間となっています。

　柱がなく、これほどの大きなスパンを持つ建築物を作
るためには、日本建築では大きな梁や材料が必要でした
が、この時代に新たに導入されたトラス工法によって単
純に施工できるようになり、積極的に使われるようにな
りました。内子座や道後温泉本館でも使われています。
愛媛県ではこの工法の導入時、見たり聞いたりだったの
でしょう。未熟なものもありましたが、大正期に建てら
れたこの章光堂の小屋組は継ぎ手の仕口や使用されてい
る金物もしっかりとしていて、知識や技術が浸透し、成
熟期を迎えていた事が良くわかります。残念なことに、
今のところ設計者や技術者が誰なのかはわかっていませ
ん。
　中央正面のステージはエンタシスの柱の上に柱飾りが
乗っています。これは先ほど見ていただいた車寄せ、玄
関のものとは違ってイオニア式のものとなっています。

その上には三角形のぺジメントが乗っています。
　周囲には洋風建築の特徴として良く見られる上げ下げ
窓が整然と並んでいて、明るく、そして厳かな雰囲気を
保っています。

最後に
　当時小さな船でしか本土と行き来出来なかった愛媛に
も文化や技術の伝承が訪れ、当時の地元の大工さんや設
計士が悩みながら建築をした証でもある章光堂、こういっ
た愛媛の歴史の断片が今も残っているという事は大きな
財産です。何より100年たった今でも皆さんに使ってい
ただけるというのは建物としても素晴らしい事です。今
後も学童の学びの場として、また心のよりどころとして
生き続けてくれるものと思います。
※愛媛大学附属中学校の皆様には資料提供など大変お世
話になりました。また、文章作成のために今回内部に入
らせていただくことは自重いたしました。使用した内部
の写真は2009年に文化財・まちづくり委員会で調査し
た時のものを使用しています。
※校内にありますので自由な見学はできません。

▲章光堂（正面より）

▲車寄せの意匠

▲違和感のない佇まい（正面は瓦屋根が見えないよう工夫されている）

▲内部正面には「章光堂」の額
この額が飾られる前は単に「講堂」と呼ばれていた。

▲章光堂屋根裏のトラス

▲講堂二階
▲内部の大空間
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愛媛の登録有形文化財　第1回
章光堂（愛媛大学教育学部

附属中学校講堂）松山市

　章光堂は松山高等学校（現愛媛大学）の講堂として、
大正11年（1922年）に現在の地に建てられました。
旧制高校時代の建物としては唯一のもので、卒業生より
保存の要望が強く、国の費用で昭和46年（1971年）
に修理され、昭和53年（1978年）に愛媛大学により
保存建造物に指定されています。平成10年、愛媛県と
しては2番目に国の「登録有形文化財」となりました。
平成24年度に改修工事が行われ、耐震工事、明かり窓
の復元などの補修工事がなされています。今年は築100
年となり、今日まで愛媛の学問の礎として威風堂々とし
たその姿を見ることができます。２月に行われた100周
年記念式典は、愛媛大学教育学部附属中学校のHPで見
ることができます。

 
擬洋風建築
　完全な洋風建築ではなく、日本の建築要素がある洋風
を擬した建築という事で、「擬洋風建築」という分類が
あります。章光堂は屋根には瓦が用いられるなどしてお
り、「擬洋風建築」にあてはまります。
　擬洋風建築は幕末から明治時代の初期に多く作られま
した。様式は主に３つの時期に分かれており、初期が木
骨石造系、中期が漆喰系、そして最後に流行したのが下
見板系といわれています。

建物の特徴
　奥に長い長方形の建物になっていて、正面には前に飛
び出た形の玄関を持っています。この玄関は「車寄せ」
と呼ばれるもので、当時、車のない時代でしたのでとて
もハイカラな、新しい意匠であったと思われます。この

車寄せは、８本のエンタシスという中央部に膨らみのあ
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らかい意匠で、利用する人を気軽に迎えてくれます。
　外壁はドイツ下見板張りで、東西に長い建物の中央部
には南北にドアが設けられています。その並びに１・２
階に上げ下げ窓が整然と並べられていて、見ていてスッ
キリとした作りとなっています。

総務・企画委員会　委員長　総務・企画委員会　委員長　井上　竜治井上　竜治文化財・まちづくり委員会　委員長　峰岡　秀和

　この時代の洋風建築は屋根の意匠に苦労したようで、
瓦で葺いてもそれが見えないような努力をしています。
章光堂でも、正面に立つと瓦屋根が見えないよう工夫さ
れており、こういった部分でも愛媛の建築が外国の文化
や技術を吸収していく過程を見る事が出来ます。

　玄関に入ると広いスペースがあり、ここから２階やホー
ル内部に入れるようになっています。内部は木造で、それ
に漆喰仕上げで洋風を感じさせる造りとなっています。
　講堂内部は、ホールとの壁と北・南面の外壁面より１間
半（約３ｍ）の位置に20本もの円柱が立ち並んでおり、
その外側の二階にはギャラリーが設けられています。そ

の内側は２階まで吹き抜けで、天井の高さ約９ｍの大空
間となっています。

　柱がなく、これほどの大きなスパンを持つ建築物を作
るためには、日本建築では大きな梁や材料が必要でした
が、この時代に新たに導入されたトラス工法によって単
純に施工できるようになり、積極的に使われるようにな
りました。内子座や道後温泉本館でも使われています。
愛媛県ではこの工法の導入時、見たり聞いたりだったの
でしょう。未熟なものもありましたが、大正期に建てら
れたこの章光堂の小屋組は継ぎ手の仕口や使用されてい
る金物もしっかりとしていて、知識や技術が浸透し、成
熟期を迎えていた事が良くわかります。残念なことに、
今のところ設計者や技術者が誰なのかはわかっていませ
ん。
　中央正面のステージはエンタシスの柱の上に柱飾りが
乗っています。これは先ほど見ていただいた車寄せ、玄
関のものとは違ってイオニア式のものとなっています。

その上には三角形のぺジメントが乗っています。
　周囲には洋風建築の特徴として良く見られる上げ下げ
窓が整然と並んでいて、明るく、そして厳かな雰囲気を
保っています。

最後に
　当時小さな船でしか本土と行き来出来なかった愛媛に
も文化や技術の伝承が訪れ、当時の地元の大工さんや設
計士が悩みながら建築をした証でもある章光堂、こういっ
た愛媛の歴史の断片が今も残っているという事は大きな
財産です。何より100年たった今でも皆さんに使ってい
ただけるというのは建物としても素晴らしい事です。今
後も学童の学びの場として、また心のよりどころとして
生き続けてくれるものと思います。
※愛媛大学附属中学校の皆様には資料提供など大変お世
話になりました。また、文章作成のために今回内部に入
らせていただくことは自重いたしました。使用した内部
の写真は2009年に文化財・まちづくり委員会で調査し
た時のものを使用しています。
※校内にありますので自由な見学はできません。

▲章光堂（正面より）

▲車寄せの意匠

▲違和感のない佇まい（正面は瓦屋根が見えないよう工夫されている）

▲内部正面には「章光堂」の額
この額が飾られる前は単に「講堂」と呼ばれていた。

▲章光堂屋根裏のトラス

▲講堂二階
▲内部の大空間
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　場　所：西予市野村保育所、大洲こども園

　参加者：５名（士会スタッフ：７名）

　８／６（土）、青年委員会主催で二級建築士設計製図試

験受験者向けの保育所実例見学会を開催しました。

　８月上旬は県内のコロナの感染者数もとても多い状況

でしたが、西予支部の和氣さん、松山支部の白石学さん

のご尽力で野村保育所、大洲こども園の２つの施設から

見学許可をいただきました。施設の先生他職員のみなさ

ま、快く施設を見学させていただき本当にありがとうご

ざいました。

　前任の青年委員長である松平さんの発案により2018

年に始まったこの試験対策見学会。コロナによる中断や

YouTubeによるオンライン配信のみの開催を経て、３

年ぶりの対面開催となりました。

　自分自身が受験生だった頃のことを振り返ると、図面

を描きながら空間をイメージする力が不足していたよう

に思います。受験生の方に実際の空間を体験してもらい、

製図試験やその後の実務で、図面から空間をイメージす

る力を身につけるための経験となれば、という思いで企

画したことが始まりです。

　当日は３５℃を超える猛暑日となりましたが、青年委

員の皆さんには参加者の案内、駐車場の誘導係をお願い

しました。また、花岡副会長もご参加下さり、青年委員

会の活動の様子を暖かく見守っていただきました。

　現地での講師を引き受けてくれたのは、松山支部の相

原昌彦さんです。実際の建物を目の前に、熱い解説が続

きました。コロナ禍での活動として始めた建築士試験解

説のYouTube動画ですが、こちらは昨年度に続いて近

藤岳志さんの力作です。自ら出演し、ポイントの解説と

スライド作成・動画編集を一人でこなしてくれています。

　お二人とも本当にありがとうございます！

　今回は初めての試みとして、対面開催とYouTubeで

の動画配信の２本立てとしています。当初の目論見とし

ては、現地で講師をしてもらった相原さんの解説の様子

を撮影し、編集したものをYouTubeに投稿……と考え

ていたのですが、台本なしで臨んだ現地見学会の様子を

撮影しただけではなかなかそのまま使える素材とはなら

ず……こちらは改善が必要な点です。

　告知の方法や参加者への士会入会までのフォロー（囲

い込み？）など課題は多いですが、個人的に士会活動の

中でも、若い方やこれから建築士を目指す方に建築の魅

力を伝えることに力を注ぎたいと考えており、今回のよ

うな勉強会やワークショップ、資格取得のサポートなど

を継続して実施することが出来れば、と考えています。

　参加者の方々が本試験で良い結果を残すことが出来、

建築の世界でますます活躍されることを期待しています。

花岡副会長、相原さん、近藤さん、青年委員会のみなさ

ん、本当にお疲れ様でした。

総務・企画委員会　委員長　総務・企画委員会　委員長　井上　竜治井上　竜治青年委員会　委員長　和田　崇

▲士会スタッフからの説明を熱心に聞く参加者

日時：令和４年８月21日（日）　13：30～15：00
場所：松山防災センター（松山保健所・消防合同庁舎５階）

　近年、地震災害や土砂災害・豪雨による浸水など、日本
でも毎年のように災害被害が起こっています。平成23
年3月11日、マグニチュード9.0の東日本大震災が発生
し、多くの方々が命を奪われ、今も仮設暮らしを余儀な
くされています。そして、平成26年、30年には西日本
や北海道などで豪雨や土砂災害が起こり、床上浸水した
り流されたりする被害が出ました。平成28年には、マグ
ニチュード6.5の熊本県地震が発生し、阿蘇地方を中心
に熊本市内など多くの被害を受けました。大学4年間を
熊本で過ごした私にとっては、テレビで熊本地震そして
熊本城の甚大な被害を知った時には、強い衝撃を受けた
ことを覚えています。
　自然災害は、いつ・どこで発生するか分かりません。
自分達の身近でいつ起こり得るか分からない災害に対し
て防災意識を高める為に、女性委員会主催の異業種勉強
会と称して、防災セミナーを企画し、参加してきました。
去年も企画しておりましたが、開催前に蔓延防止措置が
発令され中止となりました。〝今年こそは〟と、ちょうど
１年後の今日、人数制限はありましたが無事開催するこ
とができました。夏休みということもあり家族連れやお
子様の参加を募り、人数制限いっぱいの20名の方に参
加していただきました。
　皆さん興味津々で5階の防災センターへ向かいました。
エレベーターを上がるとまず目に飛び込んできたのは、
地震でがれきが崩れ、車ががれきに押しつぶされた状態
を再現した模型でした。その前を通り過ぎると、奥には
視聴できる空間があり、その周辺には色々な展示物や、
防災グッズなどが置いてありました。
　まず、ビデオ鑑賞を行いました。子供にも分かりやす
いような内容で、近年の地震状況や地震分布図、どのよ
うに地震が起きるのかという発生のメカニズムの説明、
そして実際に被害に遭われた方のインタビューや怪我を
した時の対処法を学びました。ビデオ鑑賞の後は、煙体
験・消火体験・起震車試乗体験と続きます。煙体験では、
実際に白い煙を発生させて、その中を誘導灯に従って迷
路のような場所を歩いて避難する体験を行いました。そ
の煙は無臭で安全なので視界が悪くても問題なく通過で
きましたが、これが実際の火事だと想像するとゾッとし
ます。消火体験では、モニターに向かって水の入った消
火器を使って２人１組でモニター内の火を消す体験を行
いました。消火器は建築現場でも万が一の為に常に設置
してありますが、いざ使用する（使用がないのが一番で
すが）となると、どう扱っていいのか戸惑う方もいるの
ではないでしょうか。①安全ピンを抜く②左手でホース
の先を掴んで火の方に向ける③右手で上のレバーを強く
にぎる、この方法で消火器を実際に使用し、使い方を学
びました。ただ消火器を使用するだけでなく、実際に火

事が起こったら、まずは大声で『火事だー！！』と叫んで
周囲に知らせることで、近隣や周囲の方に助けを求める
ことが一番大事な事だと教えていただきました。体験中、
みんな羞恥心があり声もなかなか出ない中、ただ一人、
参加していただいた花岡副会長が『火事だー！！』と大声
で叫んで消火にあたっていた姿に感銘を受けました。
　最後は起震車試乗体験です。グループに分かれ４人で
順番に試乗しました。説明では徐々に震度が上がります、
揺れだしたら机の下に入って下さい、と言われました。
私の中では簡単に考えて乗り込みましたが、その考えは
間違っていました。最大震度６まで体験しましたが、尋
常ではない揺れの激しさにとても驚きました。
　１時間半の短い時間でしたが、濃厚な時を過ごす事が
できました。この体験が今後の人生での教訓となり、防
災を身近に感じることができました。皆さんも興味があ
る方がいらっしゃいましたら、簡単に申込みができます
ので、松山市防災センターに問い合わせて、是非体験さ
れてみてはいかがでしょうか。
　最後になりましたが、セミナーを講習いただきました
消防職員の方々、そして今回セミナーに参加された皆様、
女性委員会や建築士会のご協力いただいた方々、おかげ
さまでこのような良いセミナーを開催でき、貴重な体験
ができましたこと感謝申し上げます。本当にありがとう
ございました。

総務・企画委員会　委員長　総務・企画委員会　委員長　井上　竜治井上　竜治女性委員会　委員　入船　安紀

▼起震車の前で記念撮影▲消火体験風景

二級建築士設計製図試験対策
見学会報告

女性委員会主催　異業種勉強会　
防災セミナーに参加して

愛媛県建築士会 検索⬅⬅⬅YouTube
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　場　所：西予市野村保育所、大洲こども園

　参加者：５名（士会スタッフ：７名）

　８／６（土）、青年委員会主催で二級建築士設計製図試

験受験者向けの保育所実例見学会を開催しました。

　８月上旬は県内のコロナの感染者数もとても多い状況

でしたが、西予支部の和氣さん、松山支部の白石学さん

のご尽力で野村保育所、大洲こども園の２つの施設から

見学許可をいただきました。施設の先生他職員のみなさ

ま、快く施設を見学させていただき本当にありがとうご

ざいました。

　前任の青年委員長である松平さんの発案により2018

年に始まったこの試験対策見学会。コロナによる中断や

YouTubeによるオンライン配信のみの開催を経て、３

年ぶりの対面開催となりました。

　自分自身が受験生だった頃のことを振り返ると、図面

を描きながら空間をイメージする力が不足していたよう

に思います。受験生の方に実際の空間を体験してもらい、

製図試験やその後の実務で、図面から空間をイメージす

る力を身につけるための経験となれば、という思いで企

画したことが始まりです。

　当日は３５℃を超える猛暑日となりましたが、青年委

員の皆さんには参加者の案内、駐車場の誘導係をお願い

しました。また、花岡副会長もご参加下さり、青年委員

会の活動の様子を暖かく見守っていただきました。

　現地での講師を引き受けてくれたのは、松山支部の相

原昌彦さんです。実際の建物を目の前に、熱い解説が続

きました。コロナ禍での活動として始めた建築士試験解

説のYouTube動画ですが、こちらは昨年度に続いて近

藤岳志さんの力作です。自ら出演し、ポイントの解説と

スライド作成・動画編集を一人でこなしてくれています。

　お二人とも本当にありがとうございます！

　今回は初めての試みとして、対面開催とYouTubeで

の動画配信の２本立てとしています。当初の目論見とし

ては、現地で講師をしてもらった相原さんの解説の様子

を撮影し、編集したものをYouTubeに投稿……と考え

ていたのですが、台本なしで臨んだ現地見学会の様子を

撮影しただけではなかなかそのまま使える素材とはなら

ず……こちらは改善が必要な点です。

　告知の方法や参加者への士会入会までのフォロー（囲

い込み？）など課題は多いですが、個人的に士会活動の

中でも、若い方やこれから建築士を目指す方に建築の魅

力を伝えることに力を注ぎたいと考えており、今回のよ

うな勉強会やワークショップ、資格取得のサポートなど

を継続して実施することが出来れば、と考えています。

　参加者の方々が本試験で良い結果を残すことが出来、

建築の世界でますます活躍されることを期待しています。

花岡副会長、相原さん、近藤さん、青年委員会のみなさ

ん、本当にお疲れ様でした。

総務・企画委員会　委員長　総務・企画委員会　委員長　井上　竜治井上　竜治青年委員会　委員長　和田　崇

▲士会スタッフからの説明を熱心に聞く参加者

日時：令和４年８月21日（日）　13：30～15：00
場所：松山防災センター（松山保健所・消防合同庁舎５階）

　近年、地震災害や土砂災害・豪雨による浸水など、日本
でも毎年のように災害被害が起こっています。平成23
年3月11日、マグニチュード9.0の東日本大震災が発生
し、多くの方々が命を奪われ、今も仮設暮らしを余儀な
くされています。そして、平成26年、30年には西日本
や北海道などで豪雨や土砂災害が起こり、床上浸水した
り流されたりする被害が出ました。平成28年には、マグ
ニチュード6.5の熊本県地震が発生し、阿蘇地方を中心
に熊本市内など多くの被害を受けました。大学4年間を
熊本で過ごした私にとっては、テレビで熊本地震そして
熊本城の甚大な被害を知った時には、強い衝撃を受けた
ことを覚えています。
　自然災害は、いつ・どこで発生するか分かりません。
自分達の身近でいつ起こり得るか分からない災害に対し
て防災意識を高める為に、女性委員会主催の異業種勉強
会と称して、防災セミナーを企画し、参加してきました。
去年も企画しておりましたが、開催前に蔓延防止措置が
発令され中止となりました。〝今年こそは〟と、ちょうど
１年後の今日、人数制限はありましたが無事開催するこ
とができました。夏休みということもあり家族連れやお
子様の参加を募り、人数制限いっぱいの20名の方に参
加していただきました。
　皆さん興味津々で5階の防災センターへ向かいました。
エレベーターを上がるとまず目に飛び込んできたのは、
地震でがれきが崩れ、車ががれきに押しつぶされた状態
を再現した模型でした。その前を通り過ぎると、奥には
視聴できる空間があり、その周辺には色々な展示物や、
防災グッズなどが置いてありました。
　まず、ビデオ鑑賞を行いました。子供にも分かりやす
いような内容で、近年の地震状況や地震分布図、どのよ
うに地震が起きるのかという発生のメカニズムの説明、
そして実際に被害に遭われた方のインタビューや怪我を
した時の対処法を学びました。ビデオ鑑賞の後は、煙体
験・消火体験・起震車試乗体験と続きます。煙体験では、
実際に白い煙を発生させて、その中を誘導灯に従って迷
路のような場所を歩いて避難する体験を行いました。そ
の煙は無臭で安全なので視界が悪くても問題なく通過で
きましたが、これが実際の火事だと想像するとゾッとし
ます。消火体験では、モニターに向かって水の入った消
火器を使って２人１組でモニター内の火を消す体験を行
いました。消火器は建築現場でも万が一の為に常に設置
してありますが、いざ使用する（使用がないのが一番で
すが）となると、どう扱っていいのか戸惑う方もいるの
ではないでしょうか。①安全ピンを抜く②左手でホース
の先を掴んで火の方に向ける③右手で上のレバーを強く
にぎる、この方法で消火器を実際に使用し、使い方を学
びました。ただ消火器を使用するだけでなく、実際に火

事が起こったら、まずは大声で『火事だー！！』と叫んで
周囲に知らせることで、近隣や周囲の方に助けを求める
ことが一番大事な事だと教えていただきました。体験中、
みんな羞恥心があり声もなかなか出ない中、ただ一人、
参加していただいた花岡副会長が『火事だー！！』と大声
で叫んで消火にあたっていた姿に感銘を受けました。
　最後は起震車試乗体験です。グループに分かれ４人で
順番に試乗しました。説明では徐々に震度が上がります、
揺れだしたら机の下に入って下さい、と言われました。
私の中では簡単に考えて乗り込みましたが、その考えは
間違っていました。最大震度６まで体験しましたが、尋
常ではない揺れの激しさにとても驚きました。
　１時間半の短い時間でしたが、濃厚な時を過ごす事が
できました。この体験が今後の人生での教訓となり、防
災を身近に感じることができました。皆さんも興味があ
る方がいらっしゃいましたら、簡単に申込みができます
ので、松山市防災センターに問い合わせて、是非体験さ
れてみてはいかがでしょうか。
　最後になりましたが、セミナーを講習いただきました
消防職員の方々、そして今回セミナーに参加された皆様、
女性委員会や建築士会のご協力いただいた方々、おかげ
さまでこのような良いセミナーを開催でき、貴重な体験
ができましたこと感謝申し上げます。本当にありがとう
ございました。

総務・企画委員会　委員長　総務・企画委員会　委員長　井上　竜治井上　竜治女性委員会　委員　入船　安紀

▼起震車の前で記念撮影▲消火体験風景

二級建築士設計製図試験対策
見学会報告

女性委員会主催　異業種勉強会　
防災セミナーに参加して

愛媛県建築士会 検索⬅⬅⬅YouTube
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開催日：令和４年８月７日（日）
場　所：宇和島市学習交流センター
　　　　パフィオうわじま自由工房
参加者：中高生チーム12チーム（35名）　支部：11名

　これまで私たちは、建築士の日の事業、「夢のまち　素
敵なまち絵画展」を開催してきました。しかし、昨今の
状況から、学校も休校などが増え、絵画展に出品する製
作時間が取れないなど数年実施出来ない状況でした。そ
こで、今回は違うテーマで、やったことのない事業を行
おうと、メンバーみんなで話し合い、「目指せ建築士！　
安全な橋をつくろう。」の開催を決定しました。やった
ことのない事業なので、どうすれば良いかメンバーと協
議をし、実際に試作を行ったり、資材の選定、準備など、
何とか当日を迎えることが出来ました。

　豪華賞品を目指して、みんな真剣に作成していました。
ここで考えながらではなく、みんな事前に試作をしてい
るようで、「始め」の合図とともにもくもくと！！

宇和島支部　青年部　青年部長　櫻井　一博
　部下の西山ゆかからバトンを受け取りました賛助会員
の（株）栗田工務店・谷本憲介と申します。建築士ではな
い私が寄稿させていただくことに恐縮しております。私
は平成７年、22歳の時、土木工学科を卒業、地元の土木
系建設コンサルタントに就職し、道路・河川・法面など
の測量設計調査に携わりました。道路拡幅の協議過程な
どで色々な方とお会いできるのは楽しかったですが、あ
る山道の拡幅計画で地元の方とお話したときに、ご高齢
単身女性が「この柱の傷は、死んだお父さんが付けた傷
なんよ。この家は離れたくないんやけど、どうしても退
かんといかんのやろか？」という言葉を聞いた時でした。
それから、本当に土地や家を売りたい人に関わってみた
い、と思い平成15年・29歳で宅地建物取引士を取得し、
不動産会社へ転職しました。主に不動産売買仲介の担当
として36歳まで業務をしていましたが、その会社が会社更
生法を申請することになりました。それをきっかけに３
社目の会社となる栗田工務店のグループ会社（株）みのり
商会へ転職することになります。経験のある不動産仲介
をするつもりでしたが、栗田工務店への転籍を命じられ、
建築業界へとお邪魔することになったのです。
　そして、当時、61歳の取締役専務「田中羊子」と出会っ
てしまいました。転籍・出社の初日のことは、今でも忘
れられません。まず、自己紹介をすると返ってきた言葉
は「あんた、何するんで？　やることあるん？」とのこ
と。未経験ですが頑張ります、というようなことを言っ
たと思いますが、夕方、「何かお手伝いしましょうか？」
と聞くと「あんたに出来ることは無い」というのです。
少しイラッとして、お茶を入れて差し出し、心の中では
「出来ることはある！」という意味を込めて出したつも
りですが、心のこもった「ありがとう」と言うのです。
恐らく私のそういう想いは伝わっていなかったのでしょ
う。この人は？？？と心から思ったことをハッキリ覚え
ています。
　そもそも、出社前に「あの人は愛媛県で最初に女性で
一級建築士を取った人で、構造系が得意」と聞かされて
いたので、ボサボサの髪の毛と、よれよれのシャツにタ
オルを首に巻いている姿を見た時は、私のイメージとは
あまりに異なり、別人かと思っていたましたが、本人だ
と知り驚きました。それから、一緒に机を並べて仕事を
し、現場に行き、お客様宅に打ち合わせに行くようにな
りました。どこに行っても、田中羊子の代名詞「北条弁」
がさく裂し「いかまいげ！」「嘘じゃろげ！　どうする
んで！」などという言葉が出てきます。
　もはや、ビジネスマナーもへったくりもありません。
思ったことがそのまま口から出てくるのです。ただ、一

緒に過ごしていて感じたことは、この人は「建築の仕事」
と「人（人間）」が心から好きなんだ、ということ。現
場でも困ったなぁ～と言いながら、よく顔をみると口元
がニヤニヤしているのです。これまでの経験からか、何
とか出来るという自信があるのか、その過程を考え完工
させることを楽しんでいるように感じます。そして、お
客様への想い・協力業者さんへの想いは、私の言葉では
表せないくらいの熱い想いがあるのです。それは、私が
過去の会社で経験してきたことや研修で学んだことの、
顧客満足とか人を思いやる気持ちなどではなく、本当に
自己犠牲を厭わない考え方で行動をするのです。
　これには私の仕事観を大きく変えられました。私の想
いは、田中に比べると天と地の差くらいレベルの違いを
感じ、過去の仕事を思い返すと赤面することになります。
田中と同行していると、お客様や協力業者さんも、最初
は私が受けた第一印象のように、何なんだ？この人は？
と感じているのが良く分かるのですが、時間を共有して
いくと「田中さんの言う通りにお任せします」「田中さ
んが言うから無理して作業するよ」となっていくのです。
お客様も職人さんも人間です。田中の想いを感じてくれ
るのです。創業50年になりますが、栗田や田中が築いて
きた社風・文化を継承していきたいと思います。
　田中は現在73歳で、一度70歳の時に退職をしたので
すが、半年後くらいに「ボケてしまうけん」とアルバイ
トとして復帰、今では社員以上に出社し、現場をこなし、
最大限のお客様満足に応えてくれています。　
　時々思い出すことがあります。新卒で入社した建設コ
ンサルタントの業務で出会った、「この柱の傷は、死ん
だお父さんが……」と言われたご高齢女性に、今、お会
いできたなら、田中と一緒に訪問し「おばあちゃん、お
じいちゃんの思い出と一緒に移転できるように頑張るか
ら」と言えるのに、と。次のバトンは副会長・花岡直樹
さんへ繋ぎます。よろしくお願い申し上げます。

総務・企画委員会　委員長　総務・企画委員会　委員長　井上　竜治井上　竜治賛助会員　（株）栗田工務店　谷本　憲介

▲田中羊子さん（右）と筆者

目指せ建築士！
安全な橋をつくろう。

田中羊子に出会って

　そんな中、「何か楽しいことしてそうだね」と見学に来
ていただきました、隈研吾さん！！ビックリしました。
宇和島市長、岡原文彰さんも来場されました。

　各チーム色々な発想で作成した橋に、重りを載せていっ
て、何個載ったかで競います。美しさなどの評価も総合
して順位を決定しました。みんなの真剣な表情を見てい
るので、評価を付けるのが難しいこと。

　何とか無事に表彰式も終えることが出来ました。子ど
もたちの笑顔が素敵でした。

　この「目指せ建築士！　安全な橋をつくろう。」を通じ
て、宇和島圏域の生徒達に建築・構造計画の楽しさを知っ
てもらい、将来の建築業務従事者を増やしたい、建築構
造に関わる基礎知識を広めることで建築士業務の重要さ
を伝えるとともに、建築工事に対する理解を深めてもら
いたいという思いが、少しでも伝えられていたらうれし
いなぁ。メンバー、ありがとうございました。
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最大限のお客様満足に応えてくれています。　
　時々思い出すことがあります。新卒で入社した建設コ
ンサルタントの業務で出会った、「この柱の傷は、死ん
だお父さんが……」と言われたご高齢女性に、今、お会
いできたなら、田中と一緒に訪問し「おばあちゃん、お
じいちゃんの思い出と一緒に移転できるように頑張るか
ら」と言えるのに、と。次のバトンは副会長・花岡直樹
さんへ繋ぎます。よろしくお願い申し上げます。

総務・企画委員会　委員長　総務・企画委員会　委員長　井上　竜治井上　竜治賛助会員　（株）栗田工務店　谷本　憲介

▲田中羊子さん（右）と筆者

目指せ建築士！
安全な橋をつくろう。

田中羊子に出会って

　そんな中、「何か楽しいことしてそうだね」と見学に来
ていただきました、隈研吾さん！！ビックリしました。
宇和島市長、岡原文彰さんも来場されました。

　各チーム色々な発想で作成した橋に、重りを載せていっ
て、何個載ったかで競います。美しさなどの評価も総合
して順位を決定しました。みんなの真剣な表情を見てい
るので、評価を付けるのが難しいこと。

　何とか無事に表彰式も終えることが出来ました。子ど
もたちの笑顔が素敵でした。

　この「目指せ建築士！　安全な橋をつくろう。」を通じ
て、宇和島圏域の生徒達に建築・構造計画の楽しさを知っ
てもらい、将来の建築業務従事者を増やしたい、建築構
造に関わる基礎知識を広めることで建築士業務の重要さ
を伝えるとともに、建築工事に対する理解を深めてもら
いたいという思いが、少しでも伝えられていたらうれし
いなぁ。メンバー、ありがとうございました。
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　宇和島支部の兵頭友義です。宇和島で活躍されている
池田さんよりつないで頂きました「けんちくの輪」、今回
は私が担当させて頂きます。
　今回この原稿依頼を受けた時、何についてお話しよう
か考えました。
　私は15年ほど前から建築設計業務のほかに、自然災
害の調査業務をさせて頂いておりますが、先日福島県沖で
震度６強の地震が発生し地震保険の査定業務で福島に
行っていたこともあり、11年前の2011年３月11日に
発生した東日本大震災のことと、私たちが住むこの地域
で大地震がおこる確率が上がっていることが重なったこ
とから「建築と災害」についてお話させて頂きます。
　皆さんはまだ東日本大震災の記憶が残っていらっしゃ
いますか？
　地震だけでなく太平洋沿岸を襲った大津波が多くの命
を奪っていきました。死者、行方不明、関連死は計２万
２千人におよびます。それに追い打ちをかけたのが世界
ではチェルノブイリ原発事故にも匹敵すると言われてい
る福島第一原発のメルトダウンです。いまだに汚染水問
題や帰還困難区域の問題があります。町が無くなり、生
活が出来なくなっています。
　私たちの生活圏である東海・南海地域の地震では大地
震だけでなく大津波も発生します。政府の被害予測では
東日本大震災を大幅に上回り、東海から九州にかけて生
じる強い揺れで約17万棟の建物に影響が生じ、液状化に
より約８万棟、津波により約４万棟、火災で約１万棟～
４万棟、がけ崩れで約２万棟、合計33万棟～約35万棟
の被害が出る予想です。
　人命を守るために私たち建築士は建物の耐震化を進め
ておりますが、想定外の被害がおこる可能性は大きいと
思います。そのために私が出来ることは地道な建物の耐
震化・防災化と、大地震が必ず発生するという事実を多
くの人に知ってもらうこと。少しでも多くの人に記憶を
残し、準備をしてもらうことだと思っております。皆さ
んにも防災の意識を持っていただき、一人でも多くの人
に伝えていただきたいと思います。
　私は東日本大震災の折、釜石、大船渡、陸前高田の被
災地に立ち被害状況を見てきました。その現状は言葉を
失うほどの被害でした。また、小中学生のＰＴＡ東北震
災研修事業を３年間実施しました。そこで「釜石の奇跡」
と言われる事象（子供たち主導で懐疑的な大人達をも動

日　時：令和４年８月４日（木）１4：00～１6：25

場　所：松山建設会館　２階大会議室

議　長：定款第34条の規定により尾藤会長が議長となる。

議　案：第1号～第9号（渡辺常務理事より説明）

開　会：理事定数18名中、出席16名。本会議が成立 

　　　　している旨の報告をした。

議　事

議案第１号　会員入会の承認及び会員の動向について

　　　　　　＜承認＞　

入会名簿（令和４年5月１日～７月25日）

正会員：５人   準会員：6人　賛助会員：0社

◆議長より、会員入会の承認について、理事に諮ったと

ころ、異議なく承認された。

議案第２号　令和４年度事業計画の実施について

　　　　　　＜協議＞　

【重点施策】について　

・建築士の資質の維持、向上の為に講習会・研修会を

適宜実施する。

・会員増強運動の推進を図るとともに会報「いしづ

ち」等広告掲載の推進を図る。

・貸会議室を一般へ貸し出し、収入の増加を図る。

【公益目的事業の活動】

（1）一級建築士・二級建築士・木造建築士試験の実施

（2）建築士の資質向上のための研修・講習　他

【収益事業等】　

令和４年度収支予算について

当期経常増減額：△4,694千円

令和４年度収支予算について　公益比率について

かして避難し、一人の犠牲者も出さなかったというもの）
や「津波てんでんこ」（津波の時、自分の命は自分で守
るという言い伝えで、自己中心的な考えでなく自分の責
任で自分の命を守るという考え）を聞き、宇和島の子ど
もたちにもそうなってほしいと思ったのです。
　この経験をした子どもたちが防災リーダとなり、被災
時に人々を動かしてしてくれることを確信しております。
宇和島市のＰＴＡでは今でも防災教育を進めており、防
災の輪が広がっていることは嬉しいことです。　
　皆さんにはもっと災害の時にどのような行動をとるか
？　家族の安否情報・連絡方法はどうするのか？　等を
今一度話し合ってほしいのです。
　また、防災グッズとして何をどれだけ備えなければな
らないのか？　もっともっと話して下さい。

　とりとめのないお話をしてしまいましたが、建築の輪
とともに防災の輪も広げて頂ければ幸いです。
　私のお話は終わりますが、次にまた「けんちくの輪」を
つなぎますのでお楽しみにして下さい。ありがとうござ
いました。

宇和島支部　兵頭　友義

建築と災害（記憶の大切さ）
お知らせ
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第３回理事会
（支部長会合同会議）概要報告

64.7％の見込み

◆議長より、令和４年度本会事業計画の実施及び収支予

算の適切な執行について、理事及び各支部の協力をお

願いした。

議案第３号　令和３年度地域貢献活動委託費（支部事業） 

　　　　　　実績報告及び令和４年度地域貢献委託費

　　　　　　（支部事業）について＜協議＞　

各支部とも公益事業比率が低く、コロナ禍が影響して

おり事業計画に苦慮しているのではと推察される。

各支部共新型コロナウイルス拡大もあり非常に厳しい

状況であるとは思われるが、建築士の日の事業に係る

補助金は令和5年２月末日までに実施できる場合は交

付可能なので、無理のない範囲で実施して欲しい。

◆各支部の昨年度の活動状況及び今年度の活動計画につ

いて各々説明があった。

◆議長より、令和4年度地域貢献事業（支部事業）の実

施（推進）について、コロナ禍の影響は大きいとは思

われるが今後のアフターコロナの状況も踏まえながら

検討していく必要があるため、引き続き各支部の事業

計画の推進をお願いした。

議案第４号　特別委員会委員等の任命について＜議決＞

１．会長業務代行

　　第一順位：松山　清　第二順位：花岡直樹 

２．委員会総括

①松山副会長：文化財・まちづくり委員会、情報・

広報委員会

②花岡副会長：青年委員会、女性委員会

③武内常務理事：総務・企画委員会

④宮﨑常務理事：教育・事業委員会

３．特別委員会委員の決定

　・専攻建築士審査評議会

　・CPD制度・専攻建築士制度推進委員会

　・建築甲子園委員会

　・地域貢献団体助成事業運営委員会

　・建築士会館運営委員会

　・愛媛県建築士会まちづくり活動部会　地域リーダー

　　　　※7部門：日本建築士会連合会の活動に参画

◆議長より、特別委員会委員等の任命について、理事に

諮ったところ、異議なく議決され任命することとなった。

議案第5号　令和4・5年度教育・事業委員会委員につ  

　　　　　　いて＜議決＞

故　柚山一利副委員長の逝去に伴い、委員会規定第３

条第２項から第４項の規定に基づき新しい委員会委員

の決定を求めた。

◆議長より、新居浜支部から推薦のあった瀬尾祐貴氏の

任命について、理事に諮ったところ、異議なく議決さ

れ任命することとなった。

議案第６号　会長、副会長、常務理事の職務執行状況等

　　　　　　について＜報告＞

・会長、副会長、常務理事の職務執行状況等及び、６

月30日現在の財務状況について説明した。

議案第７号　会費滞納者への退会勧告について＜報告＞

７名に退会勧告を行い会員の資格を喪失したことを報

告した。

議案第８号　令和4年度建築士会全国大会「あきた大会」

　　　　　　について＜報告＞

・７月27日時点において52名の参加者がありうち本

会ツアーへの参加者は30名となっていることを報

告した。

議案第９号　建築士会技術研修講習会の実施について

　　　　　　＜報告＞

　公益社団法人日本建築士会連合会から各都道府県建

築士会において連合会が作成したテキストを利用した

技術研修会を開催するよう依頼があったことから、連合

会から提供のあったテキスト並びにDVDの内容につい

て説明したうえでこれらを利用した講習会の開催に対

する各理事の意見を聞いたところ以下の意見があった。

・講習会の内容は会員の若手技術者の技術力向上や新

規会員の獲得とツールとしても利用できる可能性が

あることから基本的に支部開催でよいのでは。

・事務局でまず基本的なタタキ案を示して欲しい。

・会員と会員外で料金にある程度の差を設けて欲し

い。

・講習会費用と実費としてかかるテキスト代の差額に

ついては支部の収入とすると同時に収益の利用法に

ついても支部の裁量に任せてして欲しい。

・講習会場については各支部で決めることとし会場費

については支部の経費対応でいいのでは。

・他県で何処か先行しているところがあればそこの状

況等も確認し参考にしてみては。

・会員へのDVD無料配布についてはコピーガードは

ついていないがあくまでも講習会として利用するよ

う定められていることから配布は不可。

・このテキストは国の承認のうえ「監理技術者講習

会」用テキストとして作成されたものにつきテキス

ト利用が問題ないのか連合会に再度確認しておいて

欲しい。

これらの意見を踏まえ再度講習会実施(案)を策定し理

事会に示し（書面開催等による）再協議することと

なった。

　以上、議案の審議等を１6時25分に終了した。

 詳細については、本会事務局へお問合せ下さい。 

支部
新居浜

松山

宇和島

氏名
伊藤　大樹
一色　真吾
江島　賢一
日野　弘幸
田中　悌二
成松　　健
仲田　利生

資格
正
準
準
準
正
正
準

氏名

浦　　正志
多賀　一晃
川本　愛里
深川　貴教

資格

準
準
正
正

区分

正

準

賛助

合計

四国中央

92

9

-

101

新居浜

72

17

-

89

八幡浜

56

14

-

70

西 条

112

8

-

120

今 治

132

15

-

147

松 山

501

91

-

592

伊 予

76

5

-

81

大 洲

65

9

-

74

宇和島

117

11

-

128

西 予

30

2

-

32

本 部

-

-

53

53

合　 計

1,253

181

53

1,487

〔会員の動向〕令和４.７.25現在
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　公益社団法人として、異業種や全ての皆様から建築士会の枠を超えて原稿を広く募集して広く購買して頂く
ようにしています。是非、寄稿して頂きますようお願い致します。本年度は年６回発行となります。
（尚、営業的色彩の濃いものにつきましては、掲載されない場合もありますので、ご了承ください。）

「いしづち」の次号の原稿締切日
　　　令和５年　１月号（150号）　令和4年11月24日（木）

※校正印刷の関係で締切延長の最終期限は一週間後の木曜日とします。
※１ページ写真込みで2150文字（25文字×43行×横2段）のWORD様式を事務局で用意していますので
ご活用ください。
写真は１ページ当たり３枚程度まで題名を付けて添付してください。
また宜しければ投稿者の写真（免許写真程度の顔写真）を添付してください。
会員の皆様のご参加をお待ちしております。また記事等についてのご意見・ご感想もお寄せください。
（尚、投稿された原稿につきましては、要旨を変えない程度の若干の訂正等を加えることがあるかもしれませ
んので予めご了承ください。）
この誌面を通じて、会員の方々、そして一般の方々にまで、建築についての対話等の輪が広がればと願って
います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情報・広報委員会

　公益社団法人愛媛県建築士会は、今年70周年。

　尾藤会長からは、「いしづち」70周年記念号を発刊したらどうかとご意見を頂いています。広報委員会でも話し合

いを行い、愛媛県建築士会の歴史をメインにしたらどうかという意見が上がってきており、今から素敵な記念号にな

るように検討をして行こうと考えています。その他に記念号に上げて欲しい記事がありましたら、事務局にご連絡頂

けたらと思います。

　また、10月上旬に西予市に於いて、尾藤会長、松山副会長、下元女性委員長、情報広報委員長及び情報委員２名で、

今後の愛媛県建築士会について話し合う場を設けて頂きました。理事会では話すことがない熱い思いを伝えることが

でき、活動の情報発信、士会の魅力アップ、会員増強について語り合うことが出来ました。今後もこのような会を他

の地域で出来れば良いと思いました。会長及び副会長宜しくお願いします。

あなたの原稿をお待ちしています。

「いしづち」に関するご意見・ご提案などをお寄せください。お待ちしています。
「いしづち」編集委員会（士会事務局内）宛

FAX　089－948－0061
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