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第8回定時総会を終えて

支部長　小澤　勝美
　（一社）神奈川県建築士事務所協会　横浜支部　
第8回定時総会が4月27日（月）午後3時30分より神
事協会議室にて開催されました。
　今年は新型コロナウイルスの影響で支部長、副支
部長、監事のみの出席による横浜支部会員の書面表
決で行いました。
　その結果、会員総数255名（過半数128名）のうち
書面評決提出数172名、第1号議案「令和元年度事業
報告承認の件」及び第2号議案「令和元年度決算報
告承認の件」とも全員の賛成をもって可決されたこ
とを御報告申し上げます。長い歴史の中で初めての
経験でした。
　現在は、新型コロナの影響で、今年3月頃からセ
ミナーや講習会の中止、オリンピックの延期、会議
や委員会などの中止やWeb会議への移行、テレワー
クの推進が進められ、Withコロナということで新た
な生活のスタイルが様々な形で生まれています。
　建築設計や施工の分野でも新たな設計手法や施工
体制等の形が生まれるでしょう。今回は一生に一度
の機会と捉えつつ、今後も起こりうることだと考え、

各自の建築士という環境の中で、我々の知恵を発揮
することが求められます。
　現在、テレワークを基本に設計活動をしています
が、考える時間や読書時間も増え、リフレッシュで
きるこの時間を活かし、一日一日を大切に生きてい
きたいと思います。
　今後も神事協のテーマである「未来に繋げる神事
協」を心掛け、「役に立つ会」を目指し、建築士事
務所の地位向上と地域の建築文化の更なる貢献に向
けて活動していきますので宜しくお願い致します。

令和2年度事業計画

副支部長　千賀　浩一
　今年度の事業計画についてお伝えしたいと思います。
　ご存じの通り新型コロナウイルスの影響で、世界
的に厳しい状況となっており、支部としても事業の
展開が難しいところです。
　すでに、総会は集まりを中止して書面表決とし、
同日行われる予定でした横浜市職員による記念講演
「横浜市のIR政策を理解する」も中止となりました。
また、10月に行われる予定の日事連全国大会・福井
大会が中止となり、それに伴い予定していた支部研
修旅行も中止となりました。
　毎年恒例の「建築しごと展」に関しては、予定して
いた11月末からの年内開催は中止とし、今年度中に行
うか否かを今後の状況を考慮し決定する予定です。
　年末報告会に関しては、予算編成はしております
が、セミナーの件、懇親会の件などについては、今後
の状況によるところです。
　また、会員の皆様にご協力いただいております「
豊かな暮らしと住まいのデザイン相談室」の事業に
ついては引き続き運営していきますが、現在、相談
件数が少ない状況が続いていますので、件数を増や

す方法の検討、相談者へ不安を与えない感染予防対
策等や、それらの周知方法などとあわせ、相談員へ
研修会を行う予定です。
　現在、支部の事業費の一部や総会費が未使用になっ
ています。支部会員への還元として何か出来ないかと
のことから、本会が出している「机の隅に」という冊
子を一事業者に一冊配布する検討をしています。
　6月に入ってからも感染者は出ております。支部
としましても感染対策については十分配慮しつつ事
業の展開をしていく予定ですので、ご協力のほどよ
ろしくお願い致します。

2019年末報告会 和歌山大会受賞者と

2019年末報告会懇親会 2019年末報告会
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東ブロック活動

東ブロック長　坂本　昌己
　皆様、いかがお過ごしでしょうか。今年度は、新型
コロナウイルスの影響でブロック活動はおろか仕事
の依頼も減っており大変厳しい状況です。そのため
特に報告する事もないのが現実です。
　そこで、建築とはあまり関係ありませんが、巣ごも
り時間の過ごし方を私事ですが、書かせてもらいま
す。ご容赦下さい。
　趣味は、オーディオです。しばらくぶりに機器の清
掃と調整等を行いオーディオ雑誌の新刊を手に入れ
て最近の最新オーディオ機器を眺めながら随分と進
化した部分と、やはり変わらない部分があると思いま
した。「音楽を聴く」ということは変わらない真理で

その為に如何に機器を自分好みの音作りをするかが
オーディオの楽しみでもあり、苦労するところです。
　スピーカーの調整には、神経を研ぎ澄まして高域
の音色はどうか、低域の響きはなどしていきます。

南ブロック活動

　昨年は南ブロックで初の研修旅行に行っていた頃
ですねぇ。一泊して温泉に入って千葉県北部の建物
を周ったのだっけ…
　今年もその予定だったのにコロナウイルスなんて
ものが蔓延しちゃって何も出来ません。
　それでも時期的にはかなり後にしましたが、今年
も研修旅行に行くぞ～！
　まだ目的地も決まっていませんけど。何しろ打合
せも出来ませんからねぇ。
　ちなみに昨年は参加者アンケートも取りまして、全
員から次回も参加したいとご回答を頂いています。
　今年は南ブロックの方でなくても、南ブロックに由

来がある方ならご参加頂けるようにして規模も大き
くしたいと思っております。
　日程と旅行先が決まりましたら広く募集致します
のでご参加を宜しくお願いします。

中ブロック活動

　中ブロック長の一級建築士事務所SorA金子と言い
ます。中ブロックは、中地区(43名）西地区（28名）
保土ヶ谷地区（4名）の計75名の方が所属するブロッ
クとなります。各地区には、地区長として、古室建築
設計事務所　古室様（中地区）、星工務店　星様
（保土ヶ谷地区）、西地区につきましては私が地区長
を務めています。
　本来であれば3地区合同でブロック会議を開ければ
いいのですが、昨今の状況を鑑みると、難しく思えま
す。ですので、各地区で話し合った内容を各地区長
にまとめていただき、それを元に、3人の地区長で話
し合い、ブロックで行う活動を決める形にできればい

いなと考えています。
　新型コロナウイルスの影響で今後の活動は、不透
明な部分が多いですが、各地区長などと力を合わせ
てブロック活動を行っていければと思います。

南ブロック長　鈴木　武昭

中ブロック長　金子　裕

2019しごと展にて（前列中央） 自慢のオーディオセット

保土ヶ谷地区　研修旅行 保土ヶ谷地区　ホテル前にて

昨年は初日快晴！ 翌日は大雨！
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西 末吉　哲哉 末吉アーキテクツ・オフィス

地区名 事　務　所 〒 住　所氏　名
253-0056 茅ケ崎市共恵1-14-5-1

中 岩田　智司 環デザイン室一級建築士事務所 231-0002 横浜市中区海岸通2-6-403

中 井上　玄 株式会社GEN INOUE 231-0003 横浜市中区北仲通4-45 松島ビル4F

中 岸本　和彦 有限会社acaa建築研究所 231-0868 横浜市中区石川町2-78-10 b'casa石川町402

港南 小河　泰隆 アメジスト建築設計 一級建築士事務所 233-0001 横浜市港南区上大岡東2-19-19

旭･泉･瀬谷 笠井　勇人 ライフアップステージ株式会社 二級建築士事務所 245-0013 横浜市泉区中田東3-1-12-1F

旭･泉･瀬谷 佐藤　雅之 凛建築工房 241-0814 横浜市旭区中沢2-8-10

港北 甘利　智明 合同会社HITOMA design office 二級建築士事務所 222-0037 横浜市港北区大倉山3-5-11

鶴 見 神奈川 南 磯･金 港 南 旭･泉･瀬 緑･青 都 筑
合計

西 中 保土ヶ谷 戸･栄 港 北

東 南 西 北中

19

地区名

ブロック名

 事務所数 27 28 43 4 13 16 1817 21 24 17 9 256

ブロック長さん・地区長さん新入会員です。 宜しくお願い致します。  

会勢報告 　令和2年6月1日現在　

中 旭･泉･瀬谷菊池　理夫 株式会社サンユウ設計 山下　宗晄株式会社テリトプラン一級建築士事務所

中 旭･泉･瀬谷藤井　伸介 小澤建築設計事務所 小澤　吉太郎藤井伸介建築設計室

中 戸塚･栄川戸　仁 株式会社長倉設計 長倉　俊宏東匠技術株式会社一級建築士事務所

南 緑･青葉池谷　透 株式会社デザインデポ一級建築士事務所 三浦　修株式会社イケ建築事務所

南 緑･青葉田中　秀夫 村松企画建築設計室 村松　健児秀一級建築士事務所

地区名 事　務　所 氏　名 地区名 事　務　所 氏　名
退　会　■令和元年12月から今までに退会された事務所の方々

国立西洋美術館　企画展

港北地区長の名和さんと

横浜能楽堂　能舞台

㈱トライアングルにて

西ブロック活動

西ブロック長　雨森　隆子
　これまでの企画をご紹介致します。
　2017年は、上大岡駅近くの和食懐石料理店「懐石・
花里」。特別に、茶室等を見学させて頂きました。四
季折々の料理に舌鼓、日本庭園も見事で、癒しの空間
でした。
　2018年は、横浜市の文化財「横浜能楽堂」のプラ
イベート見学会を企画。能楽堂担当者には、ご丁寧
な対応を頂き、頭の下がる思いでした。懇親会は、
「リストランテマンジャーレ伊勢山」で開催。お洒
落なレストランで、味はもちろん、目を楽しませる
お料理でした。
　2019年は、国立西洋美術館にて「ル・コルビュジェ
絵画から建築へーピュリスムの時代」の企画展。懇親

会は、館内のレストラン「すいれん」にて、企画展の
ランチメニューを頂きました。
　どの企画も個人では、なかなか行けない、見られな
い、聞けないが得られる事がポイントです。会員同士
の交流が、会の活性化に繋がっています。今後も、建
築物見学と懇親会の企画を続けたいと思います。
　皆様、ご期待下さい!!

北ブロック活動

北ブロック長　志村　孝次
　緊急事態宣言の解除を受けて、今年度の北ブロック
活動について、港北区の名和地区長と打ち合わせを行
いました。
　北ブロックでは、数年研修会＆懇親会を実施してい
ました。昨年度は、各地区長の企画により、3回の実
施計画を立てていましたが、コロナ禍で、最終の活動
を中止せざるを得ませんでした。
　そこで、今年度の第1回活動として『リベンジ』し
ようということになました。
　また、ソーシャルディスタンスやオンライン業務な
ど新たなキーワードを意識して、これまでの常識に捕

らわれない、新しい業務の取り組み方で建築士事務
所の皆様のお役に立てるような、研修会も企画してい
きたいと思います。


