
平成 25 年度 九州ブロック建築士研究集会「建築士の集い大分大会 in日田」  

開催要領 

                             平成 25年 4月 8日 

 

1. 開催日時    平成 25年 6月 29日（土） ・受付開始 11:30 ～ 

      ・研究集会 12:30～18：00 

      ・意見交換会受付 18：30 開催 19：00～21：00 

       

2. 会  場    [研究集会] パトリア日田    

〒877-0016大分県日田市三本松一丁目 8番 11号 

・TEL 0973-25-5000 FAX 0973-25-5001 

                              

 [意見交換会] マリエールオークパイン日田 

〒877-0082大分県日田市日の出町 1-1 

・TEL 0973-22-1155 FAX 0973-24-3137 

  

3. テーマ わたしたちの可能性   ～ 今、我々建築士に何ができるのか ～ 

 

4. 開催趣旨 

近年の災害による被害は言葉には表せない悲しみや絶望があります。 1 人の建築士と

して、建築士会という団体として、社会に向け何をすればよいのか、常に考え続けなけれ

ばなりません。 人と人が繋がる事で情報や技術も繋がっていくのではないでしょうか。

その為に、過去から伝承された技能、これから学ばなければならない先進の技術を共有す

る場が必要です。 今回の大分大会では、過去、技術、繋がりを学ぶ為の場となるよう、

５つの分科会を設けました。 第１分科会は、地域実践活動のワークショップを行い、各

県の取り組みや情報の共有を行います。 第２分科会は、伝統建築の多く残る豆田町の探

索を行い過去から現在への変化を学ぶ場とします。 第３分科会は、旧鉄道施設及び茅葺

住居の見学を行い、過去の歴史にふれていただきます。 第４分科会は、大分で産まれた

木材の乾燥技術を学んで頂きます。 第５分科会は、災害時に設置される応急仮設住宅に

ついて実際に経験された方の意見を聞き考える場とします。 

 

わたしたちの可能性 今、我々建築士に何ができるのか。 

 

5. 分科会内容   第１分科会：今、我々建築士に何ができるのか～地域実践活動情報共有～ 

 第 2分科会：過去から未来へ～豆田のまちを探索～ 

 第 3分科会：過去を学ぶ～豊後森機関庫・茅葺建築をめぐる～ 

 第 4分科会：木材の特質を知る～大分方式乾燥材とは～ 

 第５分科会：仮設住宅とは何か～本当に必要とされる仮設住宅とは～ 

  

 

熊本県建築士会員向け 



6. 予    算   九州ブロック支弁金９０万円 

 

7. 大会登録料   1,000円 

          

8. 意見交換会登録料    5000円 

 

9. 宿 泊    参加者各自負担（ホテル予約も各自とします。） 

 

10. 参加者申込    大会参加者申込書にて申し込みをお願いします。 

 申込締切 ： 平成 25 年 5 月 18日 

（熊本県建築士事務局へは 5月 15日（水）までに、申込用紙により申し込みを

お願いします） ※大会参加登録料は、事務局より後日請求します。 

 分科会希望 ： 参加者は希望分科会番号を記入して下さい。（各コース定員

がございます。応募状況によっては別なコースに割り振られ希望通りにならな

い場合があります。ご容赦下さい） 

 今回の集いでは日田市コンベンション誘致事業補助金制度の利用を考えて

います。宿泊人数を日田市 商工観光部 観光課 観光振興係に報告する事を

ご了承ください。最終的な宿泊状況を各県で取りまとめのうえ大分県建築士会

事務局までご連絡ください。 

 大会中は、記録、情報共有の為の撮影等を行い HPで掲載致します。 

 

11. 申  込  先   公益社団法人大分県建築士会 

（熊本県建築士会で取りまとめますので、5/15までに申込をお願いします） 

   〒870-0022 大分県大分市大手町２丁目２－７田原ビル２F 

   TEL：097-532-6607  FAX：097-532-6635 

   e-mail： info@oita-shikai.or.jp 

 

ホテル推薦          

① アル・ステージ小松軒 

② ホテルソシア 

③ プラザホテルフジノイ 

④ 亀山亭ホテル 

⑤ サンホテル日田 

⑥ かんぽの宿 日田 

⑦ パークインサトー 

 

 

 

 

 

 

 



平成 25年度 九州ブロック建築士研究集会建築士の集い大分大会スケジュール 

～研究集会～ 

 

① 開催日時    平成 25年 6月 29日（土）  受付開始 11:30 ～ 

      研究集会 12:30～18：00 

② 会  場    パトリア日田 

    〒877-0016 大分県日田市三本松一丁目 8番 11号 

    TEL 0973-25-5000 

③ テ ー マ   これからの建築士に問われるビジョン －今、建築士にできる事―（仮） 

④ スケジュール 

   9：00～ 準備開始 

        九州ブロック青年・女性建築士協議会運営委員会（９：００～１２：００） 

  11：30～ 受付開始・開場 

 12：30～ 開会式 

         開会の辞                大分県建築士会副会長 

   建築士の歌斉唱 

   建築士会綱領唱和 

         九州ブロック会会長挨拶          

九州ブロック青年建築士協議会会長挨拶   

開催県会長挨拶             大分県建築士会会長 

         実行委員長挨拶             大分県建築士会青年部会長 

         来賓祝辞                日田市長 

 12：55～ 運営説明                  大分県建築士会青年部会副部会長 

13：00～ 地域実践活動報告 （各県代表者各１名 計８名） 

14：30～ 地域実践活動投票及び各分科会への移動開始 

 14：45～ 分科会開始 

         第１分科会：今、我々建築士に何ができるのか～地域実践活動情報共有～ 

         第 2分科会：過去から未来へ～豆田のまちを探索～ 

         第 3分科会：過去を学ぶ～豊後森機関庫・茅葺建築をめぐる～ 

         第 4分科会：木材の特質を知る～大分方式乾燥材とは～ 

         第５分科会：仮設住宅とは何か～本当に必要とされる仮設住宅とは～   

17：00～ 分科会終了全体会議場へ移動開始 

17：20～ 閉会式開始（地域実践活動報告結果発表） 

        ・第１分科会報告（地域実践活動報告者） 

        ・第２分科会報告（長崎県青年委員長） 

・第３分科会報告（長崎県女性委員長） 

・第４分科会報告（佐賀県青年委員長） 

・第５分科会報告（佐賀県女性委員長） 

・大会講評   （九州ブロック女性建築士協議会会長） 

・閉会の辞   （九州ブロック女性建築士協議会会長） 

17：40  終了 

 



平成 25年度 九州ブロック建築士研究集会建築士の集い大分大会スケジュール 

～意見交換会～ 

 

 

１） 開催日時    平成 25年 6月 29日（土）受付 18：30～ 開催 19：00～21：00 

 

２） 会  場    マリエールオークパイン日田 

          〒877-0082 

        大分県日田市日の出町 1-1 

TEL 0973-22-1155 

 

３） テ ー マ    つながるっち楽しいけん、みんなで語ろう～え 

 

４） スケジュール 

 

  18：30～ 受付開始。 

 

  19：00  開会式 

         開会の辞          建築士の集い in大分副実行委員長 

         開会挨拶・乾杯       大分県建築士会副会長 

 

 19：45～ 懇談・余興 

        各県挨拶（沖縄・熊本・宮崎・鹿児島・佐賀・福岡※順不同） 

        次回開催県挨拶 

・平成 25年度「建築士の集い」  長崎県 

        開催県挨拶                大分県 

 

20：50～ 閉会の辞            建築士の集い in大分実行委員長 

 

21：00  閉会・解散 

 


