01議案第１号議案
平成２６年度事業報告
本会は、平成２６年４月１日から公益社団法人へ移行し、１年が経過しました。
建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善を図り、もって広く社会公共の福祉増進に寄与することを
目的に、行政当局のご指導、ご協力と賛助会員各位のご支援をいただき、会員の参加、協力を得ながら
事業を実施し、概ね所期の目的を達成することができました。
主な事業は次のとおりです。
１．基本重点施策
（１）公益法人に移行し組織の改革を行いました。
（２）指定登録機関として二級・木造建築士登録閲覧業務を行い新規登録二級２５件、木造１件、書換え再交付８
件、住所変更届出１６件を登録し、免許登録証明書の発行３６件、閲覧３件を行いました。
（３）建築士のための講習会に伴う、「小規模建築物を対象とした地盤・基礎解説の講習会」を１0月16日に開催し、
会員61名、一般２名の受講がありました。
（４）ＣＰＤ（建築士会継続能力開発）制度に、会員１４名、一般１４名の合計２８名、累計８５５名の参加がありまし
た。
２．会員の自己啓発と組織強化
（１）「高知建築士」（年６回）の発行と配布
（２）公益社団法人日本建築士会連合会発行の「建築士」の配布
（３）第５７回建築士会全国大会（福島大会）へ２６名参加しました。
その大会において連合会会長表彰を谷豊勝氏（室戸支部）藤田豊氏（高知支部）が受章されました。
また、本会の会長表彰は平成２６年度総会において、岡村卓治氏（高知支部）山﨑直隆氏（香美支部）松田安
夫氏（宿毛支部）前田平氏（土佐清水支部）が受章されました。
（４）建築士免許申請受付、建築士免許証の交付式等を通じて、２５名の新会員の入会を図りました。
３．建築士への事業
（１）二級・木造建築士登録・閲覧業務は１．（２）の通り、一級建築士登録・閲覧の受付業務は、新規登録１１件、書
換え再交付１５件、住所変更届出１８件、死亡届１件、閲覧６件を受付て、日本建築士会連合会へ申請しました。
（２）建築基準法関係規程集・建築関係書類等の紹介斡旋販売
（３）青年委員会・女性委員会による定例勉強会や研究会を開催。第３６回サマーセミナーは、９月２０日土佐和紙
工芸村くらうどに塚本由晴、貝島桃代氏を講師に迎え「建築のコモナリティー」の講演に会員４８名、一般３５
名、学生５３名の合計１３６名参加し開催されました。
４．行政協力
（１）建築物防災週間（年２回）及び違反建築防止週間行事における防災査察等への協力を関係支部の協力を得
て行いました。
（２）高知県被災建築物応急危険度判定講習会を高知市で開催し、新規受講８５名、更新７０名合計１５５名が被災
建築物応急危険度判定士として登録されました。
５．受託事業
（１）建築士試験業務等の受託は、 一級建築士及び二級・木造建築士試験について、受験申込書の配布から受
験申込み受付等試験準備業務及び試験実施業務を受託し業務を行いました。高知県関係では、一級建築士試
験に１１名、二級建築士試験に２５名、木造建築士試験に１名が合格しました。また、これらの免許申請受付及
び免許証明書の交付を行いました。
（２）一級建築士免許登録申請受付・閲覧、二級・木造建築士登録・閲覧業務を受託しました。
（３）一級・二級・木造建築士定期講習業務の受託は、サンピアセリーズで３回講習会を行い、4
2
3
名の受
講がありました。
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６．その他
（１）建築士会中四国ブロック会議、中四国ブロック青年建築士協議会、中四国ブロック女性建築士協議会に参加
しました。
（２）親睦行事は、９月１５日に会員、賛助会員７１名の参加により、土佐カントリークラブにおいて、第３５回親睦ゴ
ルフ大会を、また１１月１６日に、県下８チーム７７名の参加により、かつらしまボウルにおいて、第２２回親睦ボ
ウリング大会を開催し、会員相互の交流と親睦を図りました。
（３）公益法人移行に伴い、ホームページの更新をして情報の提供を行いました。
平成２６年度行事内容
○平成２６年度通常総会
日時 2６.05.2８（水）
場所 三翠園
出席者 総会４６名 委任状5４６名 計５９２名
事項 １．平成2５年度事業報告及び収支決算の承認
２．平成２６年度事業計画及び収支予算書の報告
３．役員改選
４．会長表彰 岡村卓治氏、山﨑直隆氏、松田安夫氏、前田平氏
５．講演会 演題 「高知は日本の桃源郷？！」
講師 映画監督・高知県観光特使 安藤桃子トークショー
６．懇親会 三翠園
○公益法人移行申請
26.04.01 公益社団法人設立登記された
○役員会・支部長会等
26.04.21 平成26年度会長・連合会長表彰候補者の推薦について（事務局）出席者４名
26.04.22 平成25年度会計監査（事務局）出席者４名
26.04.24 第１回理事会・支部長会合同会議（建設会館）出席理事１８名、出席監事１名
１．平成25年度事業報告及び収支決算について
２．平成26年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
３．平成26年度通常総会の開催について
26.05.28 第2回理事会（三翠園）出席理事１８名、出席監事２名
１．平成26年度会長及び副会長選定について
26.11.17 第3回理事会(建設会館4階ホール) 出席理事１９名
１．平成２6年度上半期事業報告及び予算執行状況について
２．平成27年度事業計画及び収支予算書について
27.01.05 平成27年度勲章・連合会長表彰候補者の推薦について（事務局）出席者４名
27.03.05 第4回理事会・支部長会合同会議（建設会館）出席理事１９名、監事２名、支部長７名
１．平成27年度事業計画（案）及び収支予算（案）公益法人の変更認定申請（案）について
２．平成26年度各支部決算書提出について
３．平成27年度通常総会会長表彰候補について
○総務委員会
26.04.21 第1回委員会（事務局） 出席者１０名
１．平成25年度事業報告及び収支決算について
２．平成26年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
３．平成26年度通常総会について
26.07.15 第2回委員会（事務局）出席者１０名
１．地域貢献活動センター募集について
26.11.04 第3回委員会 （事務局）出席者９名
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１．平成２6年度上半期事業報告及び予算執行状況について
27.02.23 第4回委員会 （事務局）出席者１０名
１．平成27年度事業計画（案）及び収支予算（案）公益法人の変更認定申請（案）について
○会員委員会
26.06.12 第1回委員会（事務局）会員名簿発行・ゴルフ・ボウリング大会開催について出席者１０名
26.08.07 第2回委員会（事務局）会員名簿・ゴルフ大会開催について出席者８名
26.09.05 第3回委員会（ズムズム）ゴルフ組合せ出席者５名
26.09.15 第35回親睦ゴルフ大会（参加者７１名）
（土佐カントリークラブ）
26.11.06 第4回委員会（事務局）ボウリング大会開催について出席者７名
26.11.16 第22回親睦ボウリング大会（参加者７７名）
（かつらしまボウル）
○事業委員会
26.06.11 全国大会「ふくしま大会」参加について（事務局）出席者９名
26.09.03 全国大会「ふくしま大会」参加について（事務局）出席者５名
26.10.24 第５7回建築士会全国大会ふくしま大会（郡山市） 参加者２６名
27.02.20 全国大会「石川大会」参加について（事務局）出席者８名
＊建築士試験関係
26.04.10～14 二級・木造建築士試験受験申込受付、申込者二級学科94名、二級製図
１9名、木造学科2名、木造製図1名（事務局）
26.05.08～12 一級建築士試験受験申込受付、申込者学科72名、製図15名（事務局）
26.06.27 平成26年度建築士試験監理員連絡会議（建設会館）
１．平成26年度建築士試験のスケジュールについて
２．平成26年度建築士試験監理員の委嘱について
３．平成26年度二級建築士試験の申込状況について
４．平成26年度建築士試験「学科の試験」の分担等について
５．平成26年度建築士試験の実施要領について
26.07.06 二級建築士試験「学科の試験」 受験者95名
（高知工業高校）
26.07.27 一級建築士試験・木造建築士試験「学科の試験」 受験者一級81名、木造1名
（高知工業高校）
26.08.26 二級建築士試験「学科の試験」合格者発表 高知県関係合格者二級40名
26.09.09 一級・木造建築士試験「学科の試験」合格者発表 高知県関係合格者１５名、木造０名
26.09.14 二級建築士試験「設計製図の試験」 受験者6２名 （高知工業高校）
26.10.12 一級建築士試験「設計製図の試験」 受験者 一級４０名・木造1名（建設会館）
26.12.04 二級建築士試験・木造建築士試験「設計製図の試験」合格者発表
高知県関係合格者 二級２５名、木造１名
26.12.18 一級建築士試験「設計製図の試験」合格者発表 高知県関係合格者１１名
27.02.24 二級建築士免許証明書交付式（建設会館）二級２５名、木造１名
27.03.17 一級建築士免許証明書交付式（建設会館）１１名

＊講習会
26.06.25 建築士定期講習会（受講者190名） （サンピアセリーズ）
26.09.04 高知県被災建築物応急危険度判定講習会（新規受講８５名、更新７０名登録者１５５名）
（サンピアセリーズ）
26.10.16 小規模建築物を対象とした地盤・基礎講習会（受講者６３名）
（建設会館）
26.11.26 建築士定期講習会（受講者153名） （サンピアセリーズ）
27.02.18 建築士定期講習会（受講者８０名） （サンピアセリーズ）

3

○編集・情報委員会
26.04.03 高知建築士５月号編集（事務局）出席者７名
26.04.18 高知建築士５月号編集・校正（事務局）出席者６名
26.06.03 高知建築士７月号編集（事務局）出席者６名
26.06.17 高知建築士７月号編集・校正（事務局）出席者６名
26.08.01 高知建築士９月号編集（事務局）出席者５名
26.08.19 高知建築士９月号編集・校正（事務局）出席者７名
26.10.02 高知建築士１１月号編集（事務局）出席者６名
26.10.17 高知建築士１１月号編集・校正（事務局）出席者５名
26.12..01 高知建築士１月号編集（事務局）出席者６名
26.12..16 高知建築士１月号編集・校正（事務局）出席者５名
27.02..03 高知建築士３月号編集（事務局）出席者５名
27.02..17 高知建築士３月号編集・校正（事務局）出席者6名

○技術委員会
26.10.20 第１回委員会ヘリテージマネージャー養成講座等（事務局）出席者８名
○災害防止特別委員会
26.11.11 第１回委員会 災害防止対策について（事務局）出席者５名

○青年委員会高知支部
※連合会事業
26.06.14 中四国ブロック徳島大会（1 日目）

徳島市

26.06.15 中四国ブロック高知大会（2 日目） 徳島市
26.06.15 中四国ブロック青年・女性合同理事会
26.09.13 中四国若手建築志(士)交流会 in 島根

出席者 23 名<高知 10 幡多 05 女性 08>
出席者 21 名<高知 09 幡多 05 女性 07>

徳島市

出席者 05 名<高知 03 女性 02>

隠岐の島

出席者 03 名<高知 03>

26.10.23 全国建築士フォーラム IN ふくしま 福島県 郡山市

出席者 10 名〈高知 07 女性 03〉

26.10.24 建築士会全国大会 福島大会

出席者 11 名〈高知 08 女性 03〉

26.11.08 中四国ブロック青年女性建築士協議会

出席者 05 名〈高知 03 女性 02〉

27.01.31 中四国ブロック青年理事会

出席者 02 名〈高知 02〉

27.01.31 中四国ブロック青年会議

出席者 4 名〈高知03 女性01〉

27.02.06（1 日目） 全国まちづくり会議 東京都港区・笹川記念会館

出席者01 名〈高知01〉

27.02.07（2 日目） 全国まちづくり会議 東京都港区・笹川記念会館

出席者01 名〈高知01〉

27.03.07（1 日目） 全国青年委員長会議 東京都中央区晴海

出席者 01 名〈高知 01〉

27.03.08（2 日目） 全国青年委員長会議 東京都中央区晴海

出席者 01 名〈高知 01〉

※青年委員会総会、役員会
26.04.01 青年委員（高知支部） 役員会

龍馬の生まれたまち記念館

26.04.19 青年、女性合同総会 建設会館 4F

出席者 08 名<高知08>

出席者 27 名<高知 09 女性 16 幡多 02>

26.05.07 青年委員会（高知支部）役員会

龍馬の生まれたまち記念館

出席者 08 名<高知08>

26.06.03 青年委員会（高知支部）役員会

龍馬の生まれたまち記念館

出席者 06 名<高知 06>

26.07.01 青年委員会（高知支部）役員会

龍馬の生まれたまち記念館

出席者 05 名<高知 05>

26.07.05 青年委員会（高知支部）臨時役員会
26.08.05 青年委員会（高知支部）役員会

旬屋
龍馬の生まれたまち記念館

出席者 14 名<高知 14 >
出席者 06 名<高知06>
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26.09.02 青年委員会（高知支部）役員会

龍馬の生まれたまち記念館

出席者 03 名<高知03>

26.10.07 青年委員会（高知支部）役員会

龍馬の生まれたまち記念館

出席者 08 名<高知08>

26.11.11 青年委員会（高知支部）役員会

龍馬の生まれたまち記念館

出席者 06 名<高知06>

26.12.02 青年委員会（高知支部）役員会

龍馬の生まれたまち記念館

出席者 04 名<高知04>

27.01.06 青年委員会（高知支部）役員会

龍馬の生まれたまち記念館

出席者 06 名<高知06>

27.01.20 青年委員会（高知支部）役員会

龍馬の生まれたまち記念館

出席者 05 名<高知05>

27.02.03 青年委員会（高知支部）役員会

龍馬の生まれたまち記念館

出席者 08 名<高知08>

27.02.10 青年委員会（高知支部）役員会

龍馬の生まれたまち記念館

出席者 04 名<高知04>

27.02.24 青年委員会（高知支部）役員会

龍馬の生まれたまち記念館

出席者 07 名<高知07>

27.03.03 青年委員会（高知支部）役員会

龍馬の生まれたまち記念館

出席者 05 名<高知05>

27.03.17 青年委員会（高知支部）役員会

龍馬の生まれたまち記念館

出席者 05 名<高知05>

※青年委員会定例勉強会
26.05.20 定例会勉強会「中四国ブロック大会発表に向けて」勤労者交流館
出席者 11 名 <高知 06 女性02>
26.06.17 定例勉強会「瓦を学ぶ」 龍馬の生まれたまち記念館

出席者 08 名<高知 06 女性 02>

26.07.15 定例勉強会「ヘリテージマネージャー」勤労者交流館

出席者20 名 <高知 6 女性 14>

26.08.15 定例勉強会「アトリエワン勉強会」龍馬の生まれたまち記念館
出席者11 名<高知 08 女性 03>
26.10.22 定例勉強会「板金講座」勤労者交流館

出席者12 名<高知 07 女性 04>

26.11.22 定例勉強会「四万十町森林」四万十町

出席者 18 名<高知 06 幡多 06 女性 06>

27.01.31 定例勉強会「ヒートポンプについて」四国電力

出席者 11 名 <高知 10 女性 01>

27.02..17 定例勉強会「照明手法・システムキッチン商品」

出席者 10 名＜高知 02 女性 08＞

※まちづくり研究会
26.04.03 徳島大会地域実践活動報告資料作成 イサナ創庵

出席者05 名<高知 03 女性 02>

26.04.17 徳島大会地域実践活動報告資料作成 イサナ創庵

出席者05 名<高知 03 女性 02>

26.05.01 徳島大会地域実践活動報告資料作成 イサナ創庵

出席者05 名<高知 03 女性 02>

26.05.08 徳島大会地域実践活動報告資料作成 イサナ創庵

出席者07 名<高知 05 女性 02>

26.05.23 徳島大会地域実践活動報告資料作成 イサナ創庵

出席者07 名<高知 06 女性 01>

26.05.29 徳島大会地域実践活動報告資料作成 イサナ創庵

出席者05 名<高知 03 女性 02>

26.06.05 徳島大会地域実践活動報告資料作成 イサナ創庵

出席者04 名<高知 03 女性 01>

26.06.12 徳島大会地域実践活動報告資料作成 イサナ創庵

出席者04 名<高知 03 女性 01>

26.06.26 とさっ子タウンミーティング 龍馬の生まれたまち記念館

出席者04 名<高知 03 女性 01>

26.07.07 とさっ子タウンミーティング 龍馬の生まれたまち記念館

出席者07 名<高知 04 女性 03

26.07.29 とさっ子タウンミーティング 龍馬の生まれたまち記念館

出席者06 名<高知 03 女性 03>

26.08.06 とさっ子タウンミーティング 龍馬の生まれたまち記念館

出席者07 名<高知 04 女性 03>

26.08.15 とさっ子タウンミーティング 龍馬の生まれたまち記念館

出席者08 名<高知 05 女性 03>

26.08.16 とさっ子タウン 2014

かるぽーと

出席者 10 名<高知 05 女性 03 その他 02>

26.08.17 とさっ子タウン 2014

かるぽーと

出席者 09 名<高知 04 女性 03 その他 02>

26.08.28 建築士フォーラム発表資料作成

イサナ創庵

出席者08 名<高知 05 女性 03>

26.09.11 建築士フォーラム発表資料作成

イサナ創庵

出席者06 名<高知 05 女性 01>

26.09.18 建築士フォーラム発表資料作成

イサナ創庵

出席者06 名<高知 05 女性 01>

26.09.25 建築士フォーラム発表資料作成

イサナ創庵

出席者05 名<高知 04 女性 01>
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26.10.02 建築士フォーラム発表資料作成

イサナ創庵

出席者06 名<高知 04 女性 02>

26.10.09 建築士フォーラム発表資料作成

イサナ創庵

出席者04 名<高知 04 女性 00>

26.10.16 建築士フォーラム発表資料作成

イサナ創庵

出席者04 名<高知 04 女性 00>

27.03.06 とさっ子タウン 2015・よろずユニット会議 高知市市民サポートセンター
出席者05 名<高知 03 女性 02>
※サマーセミナー実行委員会
26.06.26 第１回小ミーティング 上田建築事務所
26.07.12 会場調査

出席者05 名<高知 04 女性 01>

土佐和紙工芸村「くらうど」

出席者 02 名<高知 02>

26.07.16 第 2 回小ミーティング 上田建築事務所
26.07.18 会場調査

出席者07 名<高知 06 女性 01>

土佐和紙工芸村「くらうど」

出席者 02 名<高知 02>

26.08.01 第 1 回全体ミーティング ガス生活館 PIPOT

出席者 10 名<高知 08 女性 02>

26.08.05 第3 回小ミーティング 上田建築事務所

出席者03 名<高知02 女性01>

26.08.19 第2 回全体ミーティング 龍馬の生まれたまち記念館

出席者11 名<高知08 女性03>

26.08.28 第 4 回小ミーティング 上田建築事務所

出席者08 名<高知 04 女性 04>

26.08.30 会場現地レイアウト 土佐和紙工芸村「くらうど」

出席者06 名<高知 04 女性 02>

26.09.10 第 5 回小ミーティング

出席者 05 名<高知02 女性03>

K’S カフェ

26.09.19 直前ミーティング ひろめ市場

出席者 08 名<高知 04 女性 04>

26.09.20 第36 回サマーセミナー本番準備 土佐和紙工芸村「くらうど」
出席者28 名<高知 16 幡多 02 女性 10>
26.09..20 第 36 回サマーセミナー

講師 アトリエワン 塚本由晴+貝島桃代

「建築のコモナリティー」に出席者１３６名 <会員４８名、学生５３名、一般３５名>
※建築研究会
26.05.24 住宅見学会 HOME BASE 高知市 みづき
出席者 79 名<高知 07 女性 03 その他 69>
26.06.21 住宅見学会 こうない坂のコートハウス 高知市 朝倉
出席者 46 名<高知 09 女性 02 その他 35>
26.07.20 住宅見学会
26.11.08 建築見学会

高知市 加賀野井
いの町新庁舎

いの町

出席者 74 名<高知 02 女性 01 その他 71>
出席者15名<高知02女性02その他09>

26.12. 21 赤岡町・古民家再生プロジェクト 香南市赤岡町・宗石邸
26.07.20 住宅見学会

ハイルーフの家 いの町天王

出席者 05 名<高知 03 女性 02>

出席者45 名<高知07 女性02 その他36>

27.02. 01 赤岡町・古民家再生プロジェクト 香南市赤岡町・宗石邸

出席者 06 名<高知 04 女性 02>

27.02.22 WORKS2015会場下見

出席者06名<高知06>

27.03.02 赤岡町・古民家再生プロジェクト 藤岡史朗建築設計事務所 出席者03名<高知02女性01>
27.03.03 赤岡町・古民家再生プロジェクト 香南市赤岡町・宗石邸 出席者 02 名<高知 01 女性 01>
27.03.18 赤岡町・古民家再生プロジェクト 香南市赤岡町・宗石邸
出席者05 名<高知 02 女性 02 その他 01>
※居住支援研究会
26.05.01 古民家改修概要説明

高知県庁

26.05.14 田野町奈半利町古民家調査

出席者 03 名<高知 01 女性 02>

田野町奈半利町

26.07.27 奈半利町プロジェクト現地調査

奈半利町

出席者 05 名<高知 02 女性 03>
出席者 08 名<高知 05 女性 03>

26.07.28 奈半利町プロジェクトミーティング 龍馬の生まれたまち記念館
出席者 10 名<高知 06 女性 04>
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26.08.05 奈半利町プロジェクトミーティング 龍馬の生まれたまち記念館
出席者10 名<高知 04 女性 06>
26.08.15 奈半利町プロジェクト現地調査

奈半利町

出席者 04 名<高知 03 女性 01>

26.08.21 奈半利町プロジェクトミーティング 龍馬の生まれたまち記念館
出席者07 名<高知 05 女性 02>
26.08.27 奈半利町プロジェクトミーティング 龍馬の生まれたまち記念館
出席者07 名<高知05 女性02>
26.09.02 奈半利町プロジェクトプレゼン 奈半利町

出席者 02 名<高知 01 女性 01>

26.12.04 居住支援研究会ミーティング

出席者 08 名<高知 05 女性 03>

※その他
26.06.18 大谷明典氏送別会

追手筋宴舞堂

出席者49 名<高知24 女性12 一般 13>

26.12.12 女性青年合同忘年会 飲喰処 ぽん太

出席者 27 名<高知 17 女性 10>

27.03.21 青年女性合同忘年度会 高知市シャララ

出席者42 名<高知14幡多3 女性6一般19>

○青年委員会幡多支部
26.04.11 三役会

たにぐち

出席者 06 名

26.04.15 通常総会

ホワイトキャッスル

出席者 12 名

26.04..23 ﾄｱｲｱﾝｸﾞﾙ‘94 20ｈ準備会①

文化センター

出席者 08 名

26.04.19 高知支部総会

建設会館（高知市）

出席者 02 名

26.04.30 ﾄｱｲｱﾝｸﾞﾙ‘94 20ｈ準備会②

桜カフェ（大月町）

出席者 10 名

26.05.19 三役会

八坂（宿毛市）

出席者 04 名

26.05.22 ﾄｱｲｱﾝｸﾞﾙ‘94 20ｈ準備会③

四万十市役所

出席者 0７名

26.05.30 木造耐震改修研修会

幡多土木事務所

出席者 08 名

26.05.30 同上懇談会

やまさき料理店

出席者 03 名

26.06.14 中四国ブロック大会（１日目）

徳島市

出席者05 名

26.06.15 中四国ブロック大会（２日目）

徳島市

出席者05 名

26.07.01 木造住宅完成見学会

三原村

出席者 15 名

26.07.05 安藤忠雄講演会

かるぽーと（高知市）

出席者 02 名

26.07.29 ﾄｱｲｱﾝｸﾞﾙ‘94 20ｈ準備会④

四万十市役所

出席者 09 名

26.08.05 ﾄｱｲｱﾝｸﾞﾙ‘94 20ｈ準備会⑤

四万十市役所

出席者 07 名

26.08.18 ﾄｱｲｱﾝｸﾞﾙ‘94 20ｈ準備会⑥

四万十市役所

出席者 08 名

26.09.09 ﾄｱｲｱﾝｸﾞﾙ‘94 20ｈ準備会⑦

四万十市役所

出席者 09 名

26.09..20 サマーセミナー

くらうど（いの町）

出席者 08 名

26.09..29 ﾄｱｲｱﾝｸﾞﾙ‘94 20ｈ準備会⑧

四万十市役所

出席者 09 名

26.10.09 ﾄｱｲｱﾝｸﾞﾙ‘94 20ｈ準備会⑨

四万十市役所

出席者 09 名

26.10.25 ﾄｱｲｱﾝｸﾞﾙ‘94 20ｈ大会（１日目）四万十市役所

出席者 09 名

26.10.26 ﾄｱｲｱﾝｸﾞﾙ‘94 20ｈ大会（2 日目）中村駅、ﾎﾋﾞｰ館

出席者06 名

26.11.06 親睦ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会

出席者07 名

ﾎﾞｳﾙかづらしま（高知市）

26.11.13 忘年会

かど店（宿毛市）

出席者０８名

27.02.04 防災教室（ＤＩG）準備会

四万十市役所

出席者０８名

27.02.10 防災教室（ＤＩG）

小筑紫小学校（宿毛市）

出席者 08 名

27.03.21 青年女性合同忘年度会

高知市

出席者０３名
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○女性委員会
※連合会事業
26.06.14 中四国ブロック徳島大会（1 日目）

徳島市

出席者08 名

26.06.15 中四国ブロック徳島大会（2 日目）

徳島市

出席者 07 名

26.06.15 中四国ブロック青年・女性合同理事会

徳島市

出席者 02 名

26.10.23 全国建築士フォーラムIN ふくしま

福島県郡山市

出席者 03 名

26.10.24 建築士会全国大会 福島大会

福島県郡山市

出席者 03 名

26.11.08 中四国ブロック青年・女性建築士協議会

岡山市

出席者 02 名

27.01.31 中四国ブロック青年会議

岡山市

出席者 01 名

27.02.27 全国女性建築士連絡協議会部会長会

東京都

出席者01 名

27.02.27 全国女性建築士連絡協議会

東京都

出席者01 名

27.02.28 全国女性建築士連絡協議会

東京都

出席者 01 名

※総会、役員会
26.04.19 総会

建設会館4F

出席者 16 名

26.05.16 臨時役員会

はと時計

出席者 07 名

26.09.30 前期役員会

はと時計

出席者 11 名

27.01.17 臨時役員会

岡本佐代子－事務所

出席者 ０４名

27.03.16 後期役員会

はと時計

出席者 13 名

26.05.20 「中四国ブロック大会発表に向けて」他

勤労者交流会館

出席者 02 名

26.06.17 「瓦を学ぶ」

龍馬の生まれた町記念館

出席者 02 名

26.07.15 「ヘリテージマネージャーについて」

勤労者交流会館

出席者 14 名

26.08.19 「アトリエワンの建築勉強会」

龍馬の生まれた町記念館

出席者 03 名

26.10.22 「板金講座」

勤労者交流会館

出席者 04 名

26.11.22 「四万十町森林組合見学」

四万十町

出席者 0６名

27.01.31 「業務用ヒートポンプ給湯システム」

高知電気ビル

出席者 01 名

27.02.17 「照明手法・システムキッチン商品」

龍馬の生まれた町記念館

出席者 08 名

26.08.01 第 1 回サマーセミナー準備会

四国ガス

出席者 02 名

26.08.19 第 2 回サマーセミナー準備会

龍馬の生まれた町記念館

出席者 03 名

26.09.12 第 3 回サマーセミナー準備会

四国ガス

出席者 05 名

26.09.20 サマーセミナー「建築のコモナリティ」

くらうど

出席者 17 名

26.04.03 とさっ子タウン徳島大会報告準備会

イサナ創庵

出席者 02 名

26.04.17 とさっ子タウン徳島大会報告準備会

イサナ創庵

出席者 02 名

26.05.01 とさっ子タウン徳島大会報告準備会

イサナ創庵

出席者 02 名

26.05.08 とさっ子タウン徳島大会報告準備会

イサナ創庵

出席者 02 名

26.05.23 とさっ子タウン徳島大会報告準備会

イサナ創庵

出席者 01 名

26.05.29 とさっ子タウン徳島大会報告準備会

イサナ創庵

出席者 02 名

※定例勉強会

※サマーセミナー実行委員会

アトリエワン 塚本由晴+貝島桃代
※まちづくり研究会
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26.06.05 とさっ子タウン徳島大会報告準備会

イサナ創庵

出席者 01 名

26.06.12 とさっ子タウン徳島大会報告準備会

イサナ創庵

出席者 01 名

26.06.26 とさっ子タウン2014 ミーティング

イサナ創庵

出席者 01 名

26.07.07 とさっ子タウン2014 ミーティング

イサナ創庵

出席者 03 名

26.07.29 とさっ子タウン2014 ミーティング

イサナ創庵

出席者 03 名

26.08.06 とさっ子タウン2014 ミーティング

イサナ創庵

出席者 03 名

26.08.15 とさっ子タウン2014 ミーティング

イサナ創庵

出席者 03 名

26.08.16 とさっ子タウン2014

かるぽーと

出席者 03 名

26.08.17 とさっ子タウン2014

かるぽーと

出席者 03 名

26.08.28 建築士フォーラム発表準備会

イサナ創庵

出席者 03 名

26.09.11 建築士フォーラム発表準備会

イサナ創庵

出席者 01 名

26.09.18 建築士フォーラム発表準備会

イサナ創庵

出席者 01 名

26.09.25 建築士フォーラム発表準備会

イサナ創庵

出席者 01 名

26.10.02 建築士フォーラム発表準備会

イサナ創庵

出席者 02 名

26.10.23 全国建築士フォーラムＩＮふくしま 発表 福島県郡山市

出席者 01 名

27.03.06 とさっ子タウン2015 ミーティング

高知市民活動サポセン

出席者 02 名

26.09.05 ヘリテージマネージャー養成講座準備会

高知会館

出席者 07 名

26.12.21 赤岡町・古民家再生プロジェクト

香南市赤岡町・宗石邸 出席者 02 名

27.02.01 赤岡町・古民家再生プロジェクト

香南市赤岡町・宗石邸 出席者 02 名

27.03.02 赤岡町・古民家再生プロジェクト

藤岡史朗建築設計事務所出席者 0１名

27.03.03 赤岡町・古民家再生プロジェクト

香南市赤岡町・宗石邸 出席者 01 名

27.03.18 赤岡町・古民家再生プロジェクト

香南市赤岡町・宗石邸 出席者 02 名

※建築研究会

※居住支援研究会
26.07.27 居住支援研究会「奈半利町古民家見学」

奈半利町

出席者03 名

26.07.28 居住支援研究会「ミーティング」

龍馬の生まれた町記念館 出席者04 名

26.08.05 居住支援研究会「ミーティング」

龍馬の生まれた町記念館 出席者01 名

26.08.15 居住支援研究会「奈半利町古民家見学」

奈半利町

出席者01 名

26.08..21 居住支援研究会「ミーティング」

勤労者交流会館

出席者02 名

26.09.02 居住支援研究会「プレゼンテーション」

奈半利町役場

出席者01 名

26.12.09 居住支援研究会「ミーティング」

龍馬の生まれた町記念館 出席者03 名

※いたわり住宅研究会
27.03.20 講演会

林のヤモリ

出席者28 名

26.11..30 マンションの防災ワークショップ

勤労者交流会館

出席者03 名

※その他
26.06.18 大谷明典氏送別会

追手筋宴舞堂

出席者12 名

26.12.12 女性・青年委員会合同忘年会

飲喰処ぽん太

出席者09 名

27.03.20 異業種交流会

林のヤモリ

出席者28 名

27.03.21 忘年度会

ＳＨＡ.ＬＡ.ＬＡ

出席者10 名

※木造と防災研究会

9

○建築士会連合会関係
26.05.29 建築士会連合会定例理事会
依光会長出席（東京都）
26.06.13 連合会総会
依光会長出席（東京都）
2610.24 第５7回建築士会全国大会ふくしま大会（郡山市） 参加者１9名
表彰受賞者 連合会会長表彰 谷豊勝氏、藤田豊氏
27.02.26 連合会事務連絡会議 和田事務局長代行、森國出席（東京都）
○建築士会中国四国ブロック関係
26.06.19～20 第１回中国四国ブロック会長会議 依光会長、和田事務局長代行出席（徳島市）
26.09.19 中国四国ブロック事務局長会
和田事務局長代行出席（岡山市）
26.11.6～7 中国四国ブロック職員会議
森國主任出席（徳島市）
26.11.14 第２回中国四国ブロック会長会議
依光会長、和田事務局長代行出席（岡山市）
27.02.06 第３回中国四国ブロック会長会議
依光会長、和田事務局長代行出席（岡山市）
27.03.06 第2回中国四国ブロック事務局長会議 和田事務局長代行、森國出席（岡山市）

○行政協力・受託事業
26.07.18 平成２6年度高知県居住支援協議会第１回定期総会 依光会長出席 （高知城ホール）
26.09.03 平成26年度上期建築物防災査察（県）実施 四万十市２件、土佐市２件、南国市２件に
協力員を派遣
27.03.06 平成２6年度下期建築物防災査察（県）実施 宿毛市１件、大月町１件、いの町２件、香南
市２件に協力員を派遣
27.03.30 平成２6年度高知県居住支援協議会第2回定期総会 依光会長出席 （高知会館）
○各種会議等
26.05.01 高知県建築文化賞第1回実行委員会 依光会長出席 （事務局）
26.05.09 （一社）高知県建設業協会建築部会総会 依光会長出席 （高知新阪急ホテル）
26.05.19 （公社）日本建築家協会四国支部高知地域会総会 依光会長、和田事務局長代行、森國出席
（高知会館）
26.05.23 （一社）高知県建築士事務所協会総会 依光会長出席 （高知新阪急ホテル）
25.05.23 （一社）高知県設備協会総会 植村副会長出席 （城西館）
26.05.30 （一社）高知県設備設計事務所協会総会 依光会長出席 （三翠園ホテル）
26.06.16 高知県建築関係団体協議会 依光会長出席（花鳥風月）
26.11.07 高知県建築文化賞第2回実行委員会 依光会長出席 （事務局）
27.01.05 高知県建設産業団体連合会 依光会長出席 （ザ・クラウンパレス新阪急高知）
27.01.19 公益法人を対象とする研修会 和田事務局代行出席 （高知県庁正庁ホール）
27.02.17 高知県建築文化賞第3回実行委員会 依光会長出席 （事務局）
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