
 

◆ 講講演演会会『『  木木造造建建築築のの耐耐震震性性：：伝伝統統木木造造建建築築かからら 55 階階建建てて木木造造建建築築ままでで  』』 

日本では、古くから木を使って建築物を建て続けてきました。しかし、建築物

は建設された時代の生活スタイルや生産システムに応じて変化し続けています。 

  同じ木を使った建築物でも、その価値観、目標性能が異なれば自然とその解

決方法も異なりその姿は当然、異なっています。 

伝統木造建築から最近の中層木造建築まで、日本のさまざまな木を使った建築

について耐震性という視点からその特徴を整理するとともに、今後も活用し続け

るための技術について考えます。 

 日   時  平成26年6月10日（火） 14：00～16：30 

会   場  アイドーム （一関市東台50-46  電話：0191-21-5444） 

講 習 費  建築士会会員・賛助会員：3,000円   会員外：5,000円 

講   師  腰原幹雄氏（東京大学生産技術研究所 教授） 

申込閉切  6月5日（木） 

主   催 岩手県建築士会一関支部 （ 0191-8-4330 ） 

 

◆◆  速速報報！！  銀銀山山温温泉泉見見学学会会    

    銀山温泉には銀山川両岸に大正から昭和初期 

にかけての三層四層の旅館が立ち並び、その外装 

には鏝絵が施されています。また、温泉街には古 

くからの「大湯」、近年できた「しろがね湯」（隈研吾 

設計）の共同浴場、遊歩道には足湯「和楽足湯わらしゆ」があります。 

  日   時 平成26年7月12日（土）  能登屋旅館にて昼食 

盛岡8：00～一関9：20～達古袋小学校～銀山温泉着12：00 

        銀山温泉発15：00 ～あら伊達な駅～ 一関 ～盛岡着18：30 

申込閉切  7月5日 （日） 

会   費  6500円位 （交通費、昼食代、保険代含） 

主   催 岩手県建築士会女性委員会 

※ 後日、メールにて、申込書付きの詳しい案内をおおくりします。 

 

◆ 新役員 及び 本年度事業計画 

 5/24の総会にて、下記の通りに新役員が決定いたしました。2年間、お

世話になります。よろしくお願いいたしました。 

******************************************************** 

◇ 委 員 長 阿部えみ子：一関支部 

◇ 副委員長  大坂久子：花巻支部   佐藤美香：盛岡支部  

豊川映子：盛岡支部   平山光江：遠野支部   

 

◇ 各支部女性委員長  

 一関：町田裕子  奥州：千田輝子  北上：鈴木千也子  花巻：藤根滝子  

遠野：平山光江  釜石：松山梨香子  気仙：千葉日路子  盛岡：広田智子  

宮古：芳賀紀子  二戸：小森直美  岩泉：佐野志保  久慈：佐々木みゆき 

******************************************************** 

◇本年度の事業計画です。皆様のご協力、ご参加よろしくお願いいたします。 

6/1（日） 第13回花咲（はなさか）プロジェクト IN 野田・・・担当：小山田・鈴木貴子 

6/7（土） 第14回花咲プロジェクト IN 吉里吉里・・・担当：小山田・鈴木貴子 

7/6（日） 建築士試験管理員協力 二級学科・・・担当：広田 

7/12（土） 見学会（達古袋小学校見学～銀山温泉）・・・担当：豊川、佐藤美香 

7/27（日） 建築士試験管理員協力 一級学科・・・担当：広田 

9/6（土）～7（日）  東北ブロック会女性委員会 於：秋田県横手市増田 

10/24（金）～25（土） 全国大会「ふくしま大会 」・・「建築士」5月号参照 

10/*  第15回 花咲プロジェクト IN 野田・・・担当：小山田・鈴木貴子 

10/*  第16回 花咲プロジェクト IN 吉里吉里・・・担当：小山田・鈴木貴子 

11/*  第1回役員会 及び 土沢まちなか美術館見学会・・・担当：大阪、平山 

2/27（金）～28（土）  全建女  於：東京 

3/*  第2回役員会  一関 

***************************************************** 

◇平成25年度事業報告 

4/13（土）東北ブロック会女性委員会                     小山田：仙台市   

5/18（土）第9回花咲プロジェクト IN 野田・久慈        18名：久慈、野田 

6/1(土)～2（日） 第10回花咲プロジェクト IN 吉里吉里、総会 23名：吉里吉里、遠野 

6/30（日） ＵＩＦＡ ＪＡＰＯＮ「どこでもカフェ」               3名：岩泉 

7/７（日） 建築士試験管理員協力 二級学科                4名：盛岡 

7/28（日） 建築士試験管理員協力 一級学科             4名：盛岡 

7/13（土）～14（日）  全建女 小山田さん発表            3名：東京 

8/2５（日）六角鬼丈設計教室 共催：一関支部  8名（全体19）：一関、岩出山 

9/3（火） 第1回役員会                        7名：アイーナ 

9/7（土）東北ブロック会女性委員会         48名：陸前高田市～大船渡 

10/19（土）全国大会「しまね大会 」                    5名：島根 

10/26（土） 第11回花咲プロジェクト IN 吉里吉里       11名：吉里吉里 

11/9（土）  第12回花咲プロジェクト IN 久慈             7名：久慈 

3/16（日）  第2回役員会                       7名：アイーナ 

3/22（土）～23（日） ＵＩＦＡ ＪＡＰＯＮ「どこでもカフェ」         4名：岩泉  

 

◆◆  44 月月～～55 月月  活活動動報報告告  

4/12  東北ブロック会女性委員会             小山田、阿部：仙台市 

5/19  本部理事会                                  小山田：アイーナ 

5/24  女性委員会総会                      16名：アイーナ 

＜主な議題＞①平成25年度活動報告及び平成26年度事業計画（案） ②各 

支部平成 25 年度活動報告及び平成 26 年度事業計画（案） ③役員改選、

及び承認 ④東北ブロック大会 ⑤全国「ふくしま大会」 ⑥全国女性建築士

連絡協議会 

5/25 ＵＩＦＡ ＪＡＰＯＮ「どこでもカフェ」岩泉             4名：岩泉 

 

いい  わわ  てて  女女  性性  委委  員員  会会  通通  信信  

2014/5/31

                

  11..  講講演演会会『『木木造造建建築築のの耐耐震震性性』』        22..  速速報報！！『『  銀銀山山温温泉泉見見学学会会  』』  

    3.  総総会会のの報報告告  新新役役員員  及及びび  本本年年度度のの事事業業計計画画    前前年年度度事事業業報報告告 

   4. 女女性性委委員員会会44～～55 月月活活動動報報告告  

        55..    ＵＵＩＩＦＦＡＡ  ＪＪＡＡＰＰＯＯＮＮ  「「  どどここででももカカフフェェ  」」岩岩泉泉  レレポポーートト  

        66..  一関の「なかなか遺産」と景観まちづくり報告  レポート                            

      77..  支支部部たたよよりり・・・・・・達達古古袋袋ななかかななかか大大学学校校  春春季季講講座座レレポポーートト  

  



◆ ＵＵＩＩＦＦＡＡ  ＪＪＡＡＰＰＯＯＮＮ  「「  どどここででももカカフフェェ  」」岩岩泉泉     盛岡支部：小山田サナエ 

UIFAJAPONの東京を中心とした方々が来て、お茶っこ会をしながら、住民の

皆さんとお話しします。 

 お菓子・抹茶・コーヒー・紅茶全て、UIFAが用意します。 

 私たちは当日行って、給仕をしたりお話し相手になったり、です。2012年12月

の時は、岩泉支部の西倉さんがお菓子を作ってきてくれました（材料費は支給さ

れます）。 

 初めのころは支援物資も喜ばれましたが、この頃は残っています。 

 時間は長い時でお昼を挟んで4時間くらい。短めでは、午前と午後とそれぞれ

2時間くらいです。 

スタッフが多く、住民の皆さんの参加は少なめですが、これを楽しみに待ってい

る方もいて、またいろいろな情報交換や状況の確認もでき、住民コミュニティー

の一助になっています。 

※ ＵＦＡ ＪＡＰＯＮ（ﾕｲﾌｧ・ジャポン）：国際女性建築会議 日本支部 

 

◆一関の「なかなか遺産」と景観まちづくり 旧達古袋小学校保存活用による  

阿部えみ子さんの発表をお聞きして…      花巻支部：高橋みゆき 

先日5月24日、盛岡駅西口 

ｱｲｰﾅ会場にて岩手県建築士会 

女性委員会総会後、一関支部阿 

部様よりこの発表をお聞きする機 

会に恵まれた。  

青い空とこんもりとした緑の木  々

を背に細長く伸びる旧達古袋小学 

校。地元の方々の御尽力により建築され、多くの方々に愛されつつも昨年少子

化の波にのまれ廃校となったこと、そしてその後、改築案まで出て耐震診断が発

端となり大学の先生方や地域の方々そして一関支部の皆様と共に「なかなか遺

産」として景観を含んだこの建物の保存活動により 次々と栄養剤のごとき明後

日朝顔ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄや鑑賞会、達古袋なかなか大学校などがそそがれ、再びその

建物や土地が脈打っていく様子がわかり易く発表された。 

保存活動というと、ややもすると今後の維持費や予算や…といった重苦しい何

かとの闘いといった風にも感じるものであるが、一関のみなさんのこの旧達古袋

小学校の保存活動はちょっと違う。 

かかわる方々の様子が 『とっても楽しそう！』 に感じるのは私だけではないと

思う。大学の教授の方々、そして地域の方々も一緒になって四季折々の風景と

共に建物や校庭や山や自然ととことん遊びそこから学び豊かな時を共有してい

る凄さに感動する。奥深いところでは寝る間も惜しんで、保存活動のために広報

活動に自らの命を注いでいる多くの人の姿がしっかりとそこには有る。 

「なかなか遺産」はやはりなかなか凄い。そして世界的にもなかなか珍しい活

動ではないだろうかと感じた。 

ふと自分の小学校の頃の木造校舎がよみがえる。古びてはいたが木の感触や

無垢の持つ光沢やなぜか不思議と間取りも案外覚えている。でもそこにはもう二

度と足を踏み入れることはできない。私の心の中だけとなってしまった。 

 

◆ 支支部部だだよよりり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 一関支部 ：阿部えみ子 

 『 達古袋なかなか大学校 春季講座    

-達古袋小学校博物誌 春編- 』  

達古袋小学校のまわりは自然がいっぱい。 

校舎の前の池には、まだ水芭蕉が咲き、ス 

ミレやタンポポには蜜蜂が飛びまわり、桃色 

の乙女椿が咲き誇っていました。裏山で青大 

将に遭遇。神松先生の指導のもと、大人も子 

供も青大将に親しみ、なんと初めは恐がっていた村松さん。青大将と昼寝をする

ほどに・・・。小学校の西側の池には、不透明なアケビの果実のような形、綿菓子

のような黒サンショウウオの卵のう、ドーナツ形の東北サンショウウオの卵のう、そ

れぞれ一対を発見。残念ながら孵化して卵はありませんでしたが、生命の不思

議に心癒やされたアットいう間の3時間でした。                      

講座終了後、スケッチをバックに参加者全員で記念撮影。達古袋36景に参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月には、達古袋小学校博物誌 最終章夏編 開催の予定です。 

※ 8月中旬に、『達古袋なかなか大学校夏学校』（たてもの科、いきもの科

等）を計画しています。達古袋小学校博物誌 最終章夏編は、いきもの

科の授業です。 

 

 

 

 

した子供達が友

達を誘って参加

してくれました。 

藤本さんからは、

素敵な達古袋小 

学校博物誌春編

の表紙が届きま 

した。 

〒020-0887 盛岡市上ノ橋町1-50 岩繊ビル内 TEL 019-654-5777  

岩手県建築士会女性委員会 女性委員長 阿部えみ子 


