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      日建連発第 23 号 

平成 31 年 4 月 22 日 

 

都 道 府 県 建 築 士 会 会 長 様 

都道府県建築士会女性委員長（部会長） 様 

 

（公社）日本建築士会連合会 

女性委員長  小野 全子 

 

令和元年度 第 29 回全国女性建築士連絡協議会（東京）の開催について 

 

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は、本会の各種事業につき格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  

さて、標記会議を下記により開催いたしますので、貴建築士会の女性委員長（部会長）および女性

会員（オブザーバー）をご派遣下さいますようお願い申し上げます。 

つきましては、ご派遣いただく方の氏名等を同封の回答用紙（別紙）にご記入の上、6月 7日（金）

までにご回答をお願いします。（ＦＡＸ及びメールによる回答でも結構です。 

 FAX:03-3456-2067 E-mail: jigyo1@kenchikushikai.or.jp） 

なお、同文書の写しを各女性委員長（部会長）にも直送させていただきますので、その旨ご了承願

い上げます。                                     敬具 

 

記 

 

１．開催日時及び開催場所 

令和元年 7月 13 日(土)  [CPD4] 

・全国女性委員長（部会長）会議    11：00～12：30 

於：「リロ会議室田町」 （会場案内図参照） 

東京都港区芝 5-26-24 田町スクエア ５階（旧 東京機械本社ビル） 

    ※軽食をご用意しております。 

 

－令和元年度 第 29 回全国女性建築士連絡協議会（東京）－ 

 

・受付                12：45～13：30 

・開会式               13：30～13：50   

・活動報告                            13：55～14：30 

・被災地報告                          14：30～15：30 

   休憩               15：30～15：45 

・基調講演、トークセッション     15：45～17：15 

於：日本建築学会建築会館ホール（会場案内図参照） 

         東京都港区芝 5-26-20 tel 03-3456-2061 

 

    ・交流会               17：30～18：30 

  於：建築会館ホール・ホワイエ 

 

令和元年 7月 14 日(日)  [CPD3] 

・分科会               8：50～10：40 

於：日本建築学会会議室、読売理工医療福祉専門学校（会場案内図参照） 

・全体会               11：00～11：45  

於：日本建築学会建築会館ホール（会場案内図参照） 

   東京都港区芝 5-26-20 tel 03-3456-2061 

 



 

２ 
 

 

２．開催主旨 

令和元年度 第 29 回全国女性建築士連絡協議会では、近年、日本人の生活習慣の変化により地

域の環境に即した伝統的な住まいに暮らす人が減少していることから、自然素材等を活かした和

の空間や要素を改めて見直し、美しい日本の住まいのあり様を次の世代に引き継ぐことが重要で

あると考え、テーマを『未来へつなぐ居住環境づくり』―和の伝統技術の継承と創造―といたし

ました。 

基調講演では、有限会社原田左官工業所 代表取締役 原田 宗亮氏より「和の伝統技術の継承

と創造 ～新たなプロの育て方～」をテーマにご講演頂いた後、有限会社原田左官工業所を経て

ｍａｒｕｍｏ工房にて独立し、子育てしながら左官職人として活動されている金澤 萌氏をゲス

トにお迎えしてトークセッションを行います。 
また、地域の建築士会活動報告や被災地報告も予定しております。 

 

３．分科会について 

   ８つの分科会を予定しております。それぞれ分科会にて討議し、全体会にて発表を行っていた

だく流れとなります。分科会には定員がありますので、申し込みが集中した場合、ご希望に添え

ない場合があります。申し込みの際に希望コースを必ず第２希望までお書きください。 

   分科会の概要については、資料２を参照してくだざい。 

 

４．参加費用等について 

  女性委員長（部会長）の全国女性建築士連絡協議会参加費（資料代含む）、昼食代（500 円程度

を予定）につきましては、本会よりお支払する旅費等より差し引かせていただきます。 

 

 

全建女参加費（資料代含む） 

建築士会会員   2000 円 

会員外   3000 円 

  学 生   無 料 

交流会参加費   1000 円 

 

５．費用負担について 

   女性委員長（部会長）１名分の旅費は本会規定の半額を負担させていただきます。 

  お振込みさせて頂きますので、参加申し込みの際に旅費振込先届に記載の上ご返送お願いいた 

します。 

 

６．参加申込について 

   貴会において参加希望者をとりまとめていただき、資料４の「参加申込書」に必要事項をご記

入の上、6 月 7 日（金）までに連合会事務局にお申し込みください。 

  ※ 変更・取消等のご連絡は、直接、日本建築士会連合会にご連絡ください。 

 

 

 

７．宿泊予約について 

宿泊予約につきましては、参加者各自にてご準備下さいますようお願い致します。 

 

８．託児希望について 

同伴される就学前の児童について、託児のご希望がある場合は、必ず参加申込書の備考欄に、

年齢性別と共に「託児希望」と明記してください。 

  *保険料として 1000 円ご負担いただきます様お願いいたします。 

   ご都合によりキャンセルになった場合も返金できかねますのでご了承ください。 
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9．交流会について 

   7 月 13 日（土）の全体会終了後、交流会を開催いたします。 

時間は 1時間程度の予定で会費は 1,000 円となります。 

参加をご希望の方は参加申込書の交流会参加希望欄に記載をお願いいたします。 

   ※交流会にて各ブロックから１県程度の活動紹介、近況報告、最近の気になる話題などを報告

して頂く予定ですので、是非ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

10．添付書類 

資料１ 令和元年度 第 29 回全国女性建築士連絡協議会（東京）プログラム 

資料２ 令和元年度 第 29 回全国女性建築士連絡協議会（東京）分科会概要 

資料３ 令和元年度 第 29 回全国女性建築士連絡協議会（東京）開催会場案内図 

資料４ 令和元年度 第 29 回全国女性建築士連絡協議会（東京）参加申込書 

資料５ 令和元年度 第 29 回全国女性建築士連絡協議会（東京）における 

全国女性委員長（部会長）会議について（ご依頼） 

資料６ 女性委員長（部会長）旅費振込先届 

資料 7 女性委員会部会活動報告（冊子用） 

以 上 



 

令和元年度 第 29 回全国女性建築士連絡協議会（東京）プログラム 

「未来へつなぐ居住環境づくり」 

―和の伝統技術の継承と創造― 
 

 

令和元年 7 月 13 日（土）         総合司会 山中 路代 

 

[受付]                  12：45～13：30     

於：日本建築学会建築会館ホワイエ 

                             

[開会式]                13：30～ 13：50  

於：日本建築学会建築会館ホール 

・開会の辞 

・主催挨拶          公益社団法人 日本建築士会連合会会長    三井所清典 

・委員会担当副会長挨拶   公益社団法人 日本建築士会連合会副会長     岡本 森廣   

・委員長挨拶、運営説明   公益社団法人 日本建築士会連合会女性委員長  小野 全子 

 

[活動報告]                    13：55～ 14：30（35分）（各15分×2） 

・岩手県建築士会  

・秋田県建築士会  

[被災地報告]                    14：30～ 15：30（60分）（各20分×3）                        

・北海道建築士会  

・福島県建築士会  

・岡山県建築士会  

                ＝ 休憩 ＝   15：30～ 15：45 

 

[基調講演]                    15：45～ 16：30（45分） 

  「和の伝統技術の継承と創造 ～新たなプロの育て方～」  

・講 師         有限会社原田左官工業所 代表取締役      原田 宗亮氏   

  

〈 トークセッション 〉  16：30～ 17：15（45分）  

・ゲスト      ｍａｒｕｍｏ工房     金澤  萌氏 

・コーディネーター 連合会女性副委員長    石貫 方子 

 

  

 

＝ 交流会準備 ＝ 17：15～ 17：30 

 

 

交流会：日本建築学会建築会館ホール・ホワイエ   17：30～ 18：30  

・ワンバイワン                           （20分） 

・交流会                              （40分） 

 

 

 

 



令和元年 7 月 14 日（日）         総合司会 山中 路代 

             

[分科会]                     8：50～10：40 （110 分）   

於：日本建築学会会議室、読売理工医療福祉専門学校 

 

・Ａ分科会「被災地支援の取組み」          司会者 : 藤田 ゆか里（福岡県建築士会） 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ: 木村 洋子 （福岡県建築士会） 

 

・Ｂ分科会「心地よい暖かさの住まいを求めて」   司会者 : 小林 淑子 （宮城県建築士会） 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ: 星 ひとみ （宮城県建築士会） 

 

・Ｃ分科会「歴史的建造物と建物再生」        司会者 : 八木 景子 （兵庫県建築士会） 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ: 磯田 節子 （熊本県建築士会） 

  

・Ｄ分科会「会員拡大へ向けた取組み」        司会者 : 石貫 方子 （大阪府建築士会） 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ: 髙源 真由美（徳島県建築士会） 

 

・Ｅ分科会「木造塾」                司会者 : 村上 良枝  (香川県建築士会) 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ: 川口 洋子  (香川県建築士会) 

 

・Ｆ分科会「子どもと住環境」            司会者 : 吉田 輝代美 (福井県建築士会) 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ: 辻 明子   (福井県建築士会) 

田上 順子  (和歌山県建築士会)       

  

・Ｇ分科会「高齢社会と住まい」           司会者 : 新海 直美  (北海道建築士会)  

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ: 髙野 栄子  (岐阜県建築士会) 

                            伊藤 麻子  (岐阜県建築士会) 

  

・Ｈ分科会「クリークの再生とまちづくり」     司会者 : 松野 範子  (山梨県建築士会) 

                       ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ: 滿原 早苗  (佐賀県建築士会）  

 

＝ 全体会会場へ移動 ＝ 10：40～11：00 

 

[全体会]                11：00～11：45   

於：日本建築学会建築会館ホール                 

・分科会報告（3 分間×8 分科会）               各分科会司会者 

・全体総評（3 分）                                       連合会女性副委員長 本間 恵美 

・令和元年度全国女性建築士連絡協議会アピール(3 分)      連合会女性委員長  小野 全子 

・第 62 回全国大会北海道大会参加のご案内（5 分）      北海道建築士会女性委員会 

・令和 2 年度 第 30 回全国女性建築士連絡協議会（福岡）参加のご案内（3 分）  

福岡県建築士会女性委員会 

・閉会の辞   



 

 

令和元年度 第 29回全国女性建築士連絡協議会（東京） 

開催案内図 

7月 13日（土）  

・全国女性委員長（部会長）会議      11:00～ 12:30   ①リロ会議室田町（５階会議室）   

・令和元年度 第 29国女性建築士連絡協議会 13:30～ 17:15  ②日本建築学会（建築会館ﾎｰﾙ） 

 ・交流会                 17：30～18：30  ②日本建築学会（建築会館ﾎｰﾙ） 

7月 14日（日） 

・分科会 8:50～10:40 ②日本建築学会（建築会館）③読売理工医療福祉専門学校  

A分科会  会場未定                 E分科会  会場未定 

B分科会  会場未定                 F分科会  会場未定 

C分科会  会場未定                G分科会  会場未定 

D分科会  会場未定                        H分科会  会場未定 

・全体会 11:00～11:45 ②日本建築学会（建築会館ホール）  

 ※ 分科会会場については、各分科会の参加者数が確定後に発表いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《最寄り駅》JR 田町駅、都営三田線・浅草線三田駅 

■ JR 田町駅より徒歩 3 分 

■ 都営三田線・浅草線三田駅より徒歩 3 分 

 

②日本建築学会（建築会館ホール 他） 

全国女性建築士連絡協議会・全体会・

分科会会場 

 

①田町スクエア（リロ会議室田町） 

全国女性委員長（部会長）会議 

 

●読売理工医療

福祉専門学校 

③読売理工医療福祉専門学校 

分科会会場 


