
一般社団法人 民家再生協会 かごしま　令和元年 11月度 例会 【 議 事 録 】
令和元年 11月20日（水）　議事録作成：栄・永田

・  会合名 　一般社団法人 民家再生協会 かごしま　11月度例会
・  開催日 　令和元年11月20日 水曜日  午後6時 ～ 7時40分（相談会含み8時30分まで）
・  会　 場 　かごしま環境未来館２階研修室

出欠

 会 員 ・出席 ： 栄・寺地・小森・岩田・川畑・松村・濱崎・高橋(佑)・古市・川島 以上31名
（出席）

（出席率）
　　       ・内田(勝)・内田(典)・瀬畑(龍)・瀬畑(裕)・龍本・篠原(禎)　　　　　　　　　　 の内 20/31

　　　　 ・高山(元)・高山(紗)・永田

   欠席11名 計20名 64.5%
（欠席）：末重・中俣・野元・川越・脇黒丸・高橋(友)・篠原(奈)・坂元・小川(領)

　　　　 ・小川(麻)・ﾌｫﾚｽﾄﾎｰﾑ
 準会員 ・是枝（1名）

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ ・春口・多川・坂上・関山・釘山・牧田・新村・東條・池田(×2) オブザーバー参加：10名
 研修生 ・佐野・平野・鮫島   欠席：末吉/北山・八反田・宮地・大村・岩戸・藤崎        研修生参加：   3名

   前田・山内・潤・愛甲・高見・新越・春田             ※ 敬称略   合計 33名
□  今月の主な  1) 本会報告　2) その他報告　3) 協議及び確認　4)スキルアップ研修（勉強会）

 議事内容  5) 自由討議・相談会
　議長 ： 栄　　記録 ：栄・永田

① 開会挨拶  今月もお忙しい中お集まり頂きありがとうございます。
朝晩めっきり寒くなってきました。体調管理には十分ご留意ください。
 さて、先月はコンペの発表会等があり当会に関係ある皆さんが輝かしい成績を収めた月となり、誠におめでたい
ことでした。また、阿久根での「伊勢海老祭り」も楽しく、美味しく堪能させて頂きました。
 既存建物現況調査に於いては、先月1件、今月1件を行ない協力頂いた会員の皆さんへ改めて感謝申し上げます。
この2件は研修と言うより、各人が調査員となり現況を確認して頂いたことに意義あるものだったと判断します。
これを機に、2件とも所有者となられる方が会員となられましたので、色々な相談がダイレクトに行われると
考えています。会員相互の情報共有、スキルアップが益々重要になってまいりますのでよろしくお願い致します。
 それでは、本日も最後までよろしくお願い致します。（栄）

② 出席確認  本日の出席者は会員19名、準会員1名、オブザーバー10名、研修生3名の計33名の方が出席されました。
事前の欠席連絡の方を除き、本日ご参加の方の確認をさせて頂きました。
よって会員出席率64.5%となり、本会が有効に成立しますことをご報告申し上げます。（永田）

③ 前回議事録   割愛・・・前もってメールにより配信しており、修正も出ておりませんので決定事項を含み全て承認された
 確認 　　　　　  ものと判断して処理させて頂きました。（永田）

④ 配布資料  当月は、特にありません。

1.  議　事 　1.　本会報告　（栄）　　　　　　　　　　                   
 10月度例会（10月16日開催）より5週間、前述の2件の継続とは別に新規相談は1件でした。相談者が香港
在住とのことでメールで対応させて頂きました。他、色々と慌ただしい感じで処理させて頂いています。
 来月は、例会は休会としていますので、連絡、報告はメール中心となりますことをご承知おきください。

　2.　その他報告　　　　　　　　　　　　　　　                    
  ① 既存建物調査研修終了報告　
   1) 国分
　・実施日：令和元年10月26日（土）午後1時～4時30分
　・参加者：会員7名　調査責任者：岩田
　・建物概要：木造本葺瓦平屋建　約61坪　築98年
　・報告書作成完了・・・12月中旬以降原本提出予定（メールでの報告済）
   2) 福山
　・実施日：令和元年11月16日（土）午後1時～3時10分
　・参加者：会員4名　調査責任者：小森
　・建物概要：木造セメント瓦葺平屋建　約43坪　築106年
　・報告書作成完了・・・本日（20日）提出
 ② 阿久根「伊勢海老祭り」
　・実施日：令和元年11月 2日（土）終日
　・参加者：会員11名　主催：寺地
　・当日行程：川内駅→黒之瀬戸大橋→昼食→ながしま造形美術展→阿久根風テラス→いわしビル→寺地宅
　　11名の内8名が乗り継ぎに遅れ、川内駅で2次会？を行ないました。併せていい思い出となっています。
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 ③ 住宅設計コンペティション「鹿児島を楽しむための家」主催：県住宅産業協会
　・開催日：令和元年11月 2日（土）
　　最優秀賞作品名～街路住ー鹿児島のふたつの街をむすぶ家～
　・川島先生及び小森さんよりメール配信にて最優秀賞の結果報告をして頂きました。
　・前述行事と重なってしまいましたが、改めておめでとうございます。

上記は、11月6日付 南日本新聞に「鹿児島を楽しむための家」～県住宅産業協が初コンペ～
　　　　県短1年生4人最優秀賞「街結ぶ空中の家」を設計   として掲載されました。
併せて、11月16日付 同新聞、みなみネット欄で「エビの釣り堀マルシェ出店」指宿地域協力隊企画
　　　　において高橋さんも掲載されました。・・・・ご報告まで

２. 協議及び  ① 「忘年会」開催の件
確認 　1) 開催日：12月7日（土）午後6時30分～ 

　2) 参加費：4,500円/名 
　3) 人　数：15名程度 
   4) 幹   事：濱崎さん
   5) 会　場：梅吉 改め「桔梗（ききょう）」中央駅近辺　　
　　にて、決定しました。濱崎さんにより改めて皆さんへ案内をして頂きます。

 ② 来年初期予定について
　・12月度例会は開催しませんので、1月、2月の予定を協議します。
　☆前述の県短生の皆さん（生活科学科建築デザイン系1年生）により、プレゼンをやって頂く日程を
　　確保させて頂きます。
　（プレゼン内容）
　① 「かごしま空き家活用コンテスト アイデア部門」プレゼン
　　・タイトル：わたしは空き家を知らない！・・・・高見・岩戸さん
　　・タイトル：○○さんちのバス停　　　　・・・・高見・岩戸・春田さん　～発表：高見さん
　② 「鹿児島を楽しむための家コンペ」 プレゼン
　　・Life In Residence In Kagoshima　　 ・・・・新越・藤崎・宮地・山内さん ～発表：新越さん
　　・街路住-鹿児島のふたつの街を結ぶ家　 ・・・・愛甲・潤・八反田・前田さん ～発表：八反田さん
　所要時間は途中質疑、総評を交え35分での「進行予定」を川島先生より作って頂いております。
　☆ 1月度例会（1月15日（水）開催）にて行って頂くことを決定しました。
　　併せて、本年3月9日（土）に多目的ホールでやって頂きました「卒業設計プレゼン」を来年も
　　開催して頂くことで決定・・・・予定日：令和2年3月7日（土）於：多目的ホール
　・川島先生のご指導よろしく県短生の皆さんよろしくお願い致します。
　・了解しました。（川島）

 上記を受けて
　（1月度例会主な議題等）・・・開催日：1月15日（水）午後6時～
　① 「デザイン百覧会」（2月21～23日）出展に伴う協議
　② 来期（3月～）行事予定協議・・・「研修旅行」含む → 行事予定案策定（事務局）
　③ 県短生プレゼン
　④ スキルアップ研修→担当：瀬畑会員
　（2月度例会主な議題等）・・・開催日：2月12日（水）午後6時～
　① 「デザイン百覧会」（2月21～23日）出展に伴う最終協議・・・待機メンバー確定等
　② 来期（3月～）行事予定承認
　③ スキルアップ研修担当者選任協議 → 岩田さん担当
　④ スキルアップ研修→担当：是枝準会員
    を予定させて頂きます。 （栄）                             　　　　　　　　　　～18:55

休憩・準備（10分）

3. スキルアップ
研修

　古市さん担当による「BIM」について講義して頂きました。
  BIM（ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ）を設計業務で活かされています。CAD（ｺﾝﾌﾋﾟｭｰﾀｰ設計支援）も
　日夜進歩しているようです。クライアントにとっては良いプレゼンになるというのを画面を見て理解
　出来ました。まだ勉強中ということですが、これからも頑張ってください。（永田）

  ・次回は、瀬畑さんです。テーマと奥様も併せてどちらがやって頂くかまだ決めておられないようですが
　 楽しみにしておりますので、よろしくお願い致します。（永田）
                                                                                                                                    19:05～19:35
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・案内（岩田）
　今年も「オープンハウス カゴシマ」が開催されます。
期間は11月29日（金）～12月1日（日）の3日間です。
日頃見れない建物を見れる良い機会となっていますので、是非ご参加ください。
なお、詳細はオープンハウス カゴシマでＨＰにて検索してください。

4.  閉　会  本日もお忙しい中、お集まり頂きありがとうございました。本日も一旦締めた後、会員分担で相談会に
入らさせて頂きますので、これにて11月度例会を終了致します。
次回例会は来年となります。忘年会に参加されない方々には大分早いですが、「良い年となるよう祈念させて
 頂きます。」本日はありがとうございました。（栄）
　お疲れ様でした。（一同）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     ～ 19:40

5.  相談会・  ・今から、各会員により初参加の方を含め相談等に対応させて頂きます。
自由討議等 　 会場の時間は８時半までを予定していますので、会員の方は席を確保して頂き対応の程よろしくお願いします。

 ・今月は、４組のご相談対応をさせて頂きました。（永田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     ～ 20:45

6. 会員向け  ☆ 当月より、小川さんご夫妻（本日欠席）、高山さんご夫妻（小森さん対応）が会員となられました。
　  改めて次回例会時にご紹介させて頂きます。（栄）

☆ 本日の要点

　決定事項は本議事録に記載させて頂きました。別途連絡等につきましては都度配信させて
　頂きます。内容等ご確認頂き、記録間違いなどございましたら事務局へご連絡下さい。
（決定事項）
 1) 12月7日（土）開催「忘年会」幹事：濱崎さん → 改めて案内
 2) 県短生プレゼン → 1月15日（水）例会時開催及び3月7日（土）開催予定
 3) 年当初予定及び来期行事予定策定の件
　・行事予定表（案）作成：事務局
　・研修旅行幹事：小森
　・スキルアップ研修講師担当選任案作成：岩田
 4) 個別相談対応 → 特異事項等ありましたら事務局へご連絡ください。

☆  次回例会

日　時 　令和 2年 1月15日 水曜日 午後6時 ～ 

場　所 　かごしま環境未来館2階研修室

  本会報告、連絡事項及び協議並びに研修（プレゼン発表会：県短1年生・勉強会：瀬畑会員担当）、相談対応

※ 次回例会レジュメ（案）配信を1月6日（月）、参加申込締切を1月13日（月）で予定しております。
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