様と私、 タニコ ー㈱佐 藤と なります 。任期
年の間、 皆様に 楽しん でい ただける ような ゴ
ルフコン ペを開 催致し ます ので、秋 開催に つ
きまして も是非 、ご参 加の ほど宜し くお願 い
申上げま す。
タニコ ー株 式会社 佐藤健 治
上位成績 は左記 の通り
優勝 辻政宏 （岡山ガス）
・
・
準優勝 林康幸 （興洋インテリア）
・
・
位 葛原守 （双南舎）
・
・
位 坪井光政 （坪井建築設計）
・
・
位 新谷雅之 （新谷建築設計事務所）
１０４
・
・

41

43

86

83

79

89

15

14

13

24

0

0

0

0

71

69

66

65

0

0

0

0

外国語同好会報告

40

0

・・・・正会員
有限会社 リスプ 環境・ 都市 建築研究 所
一級建築 士事務 所
担当者
中 村 陽二
所属委員 会 事 業委員 会

新入会員紹介
編集後記

・・・・賛助会員
株式会社 ビリー フ
担当者
相澤 暹
所属
総務 ・広報 委員 会
取扱品目 木工 事、家 具・ 建具工事

ＯＫＣ 新年度 第一回 目の ＦＩＬ
Ｅの制作 を担当 させて いた だきま
した。年 々ＯＫ Ｃの活 動内 容が充
実してい くのを ＦＩＬ Ｅの 制作を
通じて感 じてお ります 。
今年の 夏もと ても暑 くな ってき
ました。 節電で エアコ ンを 点けな
かったり 、設定 温度を 上げ てい
らっしゃ る方も おられ ると 思いま
す。熱中 症にな らない よう にこま
めな水分 補給と 休憩を 取っ て体調
管理をお こなっ て、こ の夏 を乗り
切ってい きまし ょう！
編 集担当 田 中 良平

株式会社 ハクス イ工業
担当者
水洗 千 枝子
所属
親睦 委員会
取扱品目 防水 工事

山陽技研 株式会 社
担当者
浅田 浩 信
所属
テー マ・交 流委 員会
取扱品目 機械 設備工 事

編集担当
田中 良平

柴田 晴夫

ＦＩＬＥ 編集 総 務 広報委 員会

･

ヨロブン、アンニョンハシムニカ。 （皆さ
ん、こん にちは ）
恒例の不 定期外 国語同 好会 報告です 。会は 月
回程度、 先生と 会員の 都合 で曜日は 不確定
ですが概 ね月・ 火曜日 で開 催してい ます。
ＶＡＮＳ岡山事務所 （赤澤代表）内の喫茶
「木陽 も-くよう」で午後 時から 時まで
約 時間程 度、食 事・ス ィー ツ、おし ゃべり
をはんで 楽しい 時間を 過ご していま す。Ｂ 級
グルメ、 スィー ツ、日 本酒 、焼酎、 各地の 縄
のれん街 、洋画 ・邦画 ・韓 国映画と なんで も
ござれの 特異な 雰囲気 の赤 澤ワール ドも楽 し
めます。
現在会 員が少 ないの でお 隣の国の 言葉・ 文
化、旅行 等、少 しでも 興味 のある人 の入会 を
待ち受けております。 今は秋夕 （チュソッ
ク 日-本でいう中秋の名月）の食事会を検討
していま す。食 事会だ けの 参加も歓 迎して い
ます。連 絡を待 ってい ます 。これを もって 今
回の報告 としま す。次 回も 乞うご期 待。
江川建 築設計 事務 所
江川 治男

事業系副代表幹事挨拶

25

代表幹事挨拶

今年度 の事業 系副代 表幹 事を務め させ
ていただ くこと になり まし た。中桐 代表
幹事のも と、Ｏ ＫＣ 年目が スタート し
ました。 「ＯＫＣの魅力を再考」という
今年度のテーマに添って、 （さらに発展
できるＯ ＫＣの 在り方 を考 えたい。 ）と
の代表の 思いを 形にで きる ように、 全面
的にサポ ートし ていき たい と思いま す。
ＯＫＣ は自由 な発言 と行 動力で、 建設
的な意見 を発表 できる 開か れた場で す。
今まで築 いてき た絆を ベー スに新た なＯ
ＫＣの在 り方を 、みん なで 考えて行 きま
しょう。 より魅 力的な ＯＫ Ｃにして 行き
ましょう 。
この一 年、ご 協力の 程 宜しくお 願い
します。
㈱フジ サワ建 築設計 事務 所 藤澤 敏典

総務系副代表幹事挨拶
今年度 の総務 系副代 表幹 事を務め させ
て頂く大 丸です 。昨年 度は 設立 周年を
迎え、Ｏ ＫＣの 良い点 ・不 安な点な ど、
年間で した。
在り方そ のもの が問わ れ た
退会され た会員 、新た に入 会された 会員
Ｏ
…ＫＣも少しずつ変わっていくので
しょう。 その変 化の方 向が 、より良 いも
のになる ために 、中桐 代表 幹事が掲 げら
れた今年度のテーマ 「ＯＫＣの魅力を再
考 」するこ とは、 とても 大切な作 業だと
思います 。この 年が、 さら に魅力あ る
新しいＯ ＫＣに 発展し てい く布石と なり
ますよう 、皆様 のご協 力を 心からお 願い
いたしま す。
㈲おお まる設 計 大丸 和 子
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44

2

珍しい、スポーツを楽しむ 「テニス同好
会・ＯＫ ＴＣ」 があり ます 。このよ うな元
気を感じ させる 楽しい 会は 、ＯＫＣ ならで
はではな いかと 思いま す。 活発な部 分を活
かして、 日頃の 健康管 理や 体力増強 などを
考え、出 来る限 り皆様 と共 に吉備路 マラソ
ンなどに もチャ レンジ し、 元気の欲 しい昨
今、ＯＫ Ｃから 元気を 発信 するんだ という
心意気で 、一年 間活動 した いと思っ ており
ます。
日頃は 、仕事 上お忙 しい 皆様では ござい
ますが、 ＯＫＣ の活動 にご 理解とご 協力を
賜ります ようお 願いい たし ます。
㈲中 桐建築 設計事 務所
中桐 愼 治

URL http://www.optic.or.jp/okcc/
E-mail okcc@optic.or.jp
〒700-0022
岡山市北区岩田町2-26 ニュー中桐ビル
TEL.086-233-1276
FAX.086-233-8351
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賛助会幹事長挨拶
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岡山建築設計クラブ
岡山建築設計クラブ
1
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中桐代 表幹事 の舵取 りの もと、Ｏ ＫＣは
年目のス タート をきり まし た。発足 年
の歴史と 伝統を 引き継 ぎな がら、こ の 年
は今年度の基本方針である 「ＯＫＣの魅力
を再考」 に基づ いて、 各事 業におい て元気
で活発な 活動を 行い、 ＯＫ Ｃの歴史 にまた
新たな ページを 付け加 えて いきたい と思
います。 正会員 ・賛助 会の 方々には 、例会
や各事業 に出来 るだけ 参加 していた だき、
今まで以 上に交 流を深 めて いただく ととも
に、ＯＫ Ｃを楽 しんで いた だきたい と思い
ます。
この 年間ＯＫ Ｃの活 動の 中心とな るよ
うに頑張 ります ので、 代表 幹事・幹 事・正
会員の方 々、ま た賛助 会の 皆様方の ご理解
とご協力 を何卒 よろし くお 願い申し 上げま
す。
岡山 ビルサ ッシ工 業株
大島 右 三
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今年度 、代表 幹事を 務め させて頂 くこ
とになり 、私自 身、一 年間 本当に大 丈夫
かと不安 を感じ ながら 新年 度をスタ ート
させまし た。今 までは 、ご 経験の豊 富な
方々が代 表幹事 を務め られ ており、 若輩
者の私自 身が感 じてい るの ですから 、皆
様には大 きな不 安を与 えて いるので はな
いかと思 います 。そう いう 中で、早 四ヶ
月目を迎え 「学校との懇談会」 「六月例
会」と着 々と事 業が、 副代 表各委員 長を
はじめ、 皆様の ご協力 もと 進んで参 りま
した。昨 年度は 周年と 言う 大きな節 目
を迎え、 ＯＫＣ 活動の 魅力 を再度考 えな
がら、今 まで以 上に会 員相 互の連携 と交
流を大切 にし、 元気よ く活 発に活動 を行
いたいと 思って います 。そ して、活 動も
多様化す る中で 、事業 を合 理的に進 める
べく、ヴ ィジョ ン委員 会を 中心に検 討を
行い、今 後のＯ ＫＣ活 動に 繋がる試 みを
思案した いと思 ってお りま す。
ＯＫＣ は、地 域的に 岡山 市を中心 に活
動が行わ れてお ります が、 今年度は 倉敷
市でも事 業を行 い、活 動の 場につい て幅
広く目を 向けて いきた いと 思い、学 校と
の懇談会 はライ フパー ク倉 敷で開催 され、
ワンデー エクサ サイズ も同 会場で予 定さ
れており ます。 また、 一昨 年、昨年 と活
動につい て皆様 と共に 見つ め直す機 会も
ありまし た。こ のよう な事 から、建 築関
係各団体 との交 流や意 見交 換など積 極的
に行う事 により 、お互 い共 益に結び つく
のではな いかと 思い、 これ からを見 据え
た一歩寿 前進で きるよ うな 活動も心 掛け
たいと思 ってお り、六 月例 会ではＪ ＩＡ
と共同企 画でセ ミナー を開 催し、内 容・
運営費な ど充実 した内 容と なったの では
ないかと 思いま す。
そして 、ＯＫ Ｃには 建築 関係団体 には
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建球会報告
20

24

5

16

第 回岡山 建築設 計クラ ブ建 球会ゴル フコン
ペが参加 者 名で平成 年 月 日
『たけべ の森ゴ ルフ倶 楽部 』にて盛 大に開 催
されまし た。
当日は 前日か らの悪 天候 がつづき 、雨が
降ったと 思えば 急に暑 くな ったりと 最悪の コ
ンディシ ョンで のゴル フと なりまし た。こ の
ようなコ ンディ ション の中 、見事優 勝した の
は辻政宏さん （岡山ガス）でした、同組の方
は辻さん の飛距 離に驚 愕し たそうで す！
今回出 席でき なかっ た、 正会員・ 賛助会 員
様からも 多数の 協賛品 を頂 き、表彰 式では 全
員に豪華 賞品授 与が行 われ 歓談の後 解散と な
りました 。
今回よ り幹事 が交代 して おり、新 幹事は ㈲
建築事務 所双南 舎葛原 先生 、大協建 工㈱工 藤
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