建球会報告
ＯＫＣ ６月例会報告
【正会員
正会員】
正会員】
㈱地域設計
杉井 昭夫
郵便番号 七一四-０００二
住所 笠岡市甲弩一九四
電話 ０八六五ー六五―０八八一
ＦＡＸ ０八六五―六五―０八八一
ゲン設計一級建築士事務所
㈱ゲン設計一級建築士事務所
代表
東元 久雄
ＯＫＣ担当者
ＯＫＣ担当者 蜜石 陽平
郵便番号 七００ー０八三八
住所 岡山市北区京町一０―二
電話 ０八六―二二五―一三六七
ＦＡＸ ０八六―二二三―二０七０
【賛助会
賛助会】
賛助会】
㈱ワカサ
代表取締役 若狭 洋一
ＯＫＣ担当者 片岡 章人
ＯＫＣ担当者
郵便番号 七一二ー八０一一
住所 倉敷市連島町連島四五三一―
一
電話 ０八六―四六五―二二二七
ＦＡＸ ０八六―四六五―一五九七

新入会員のご紹介
新入会員のご
のご紹介

興洋インテリア
優勝 林 康幸 ㈱興洋インテリア
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岩水開発㈱
準優勝 丸岡 正季 岩水開発㈱
ＯＵＴ ＩＮ
＝
ＨＤＣＰ
ＮＥＴ
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事業系 副代表幹事挨拶
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おります。
これらを成功させるため、事業を担当
している方だけでなく、多くの会員の
皆様に参加して頂くことが、必須にな
ります。ＯＫＣという楽しい会を、
「これからモットモットＯＫＣ」を掲
げて、 周年を盛り上げていただけた
らと思います。皆様のご協力よろしく
お願いいたします。
ヴァンクス一級建築士事務所
小川 修市

賛助会幹事長挨拶
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建築工房いづき
３位 藤原 光啓 ㈱建築工房いづき
ＯＵＴ ＩＮ
＝
ＮＥＴ
ＨＤＣＰ
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今年度事業系副代表幹事を務めさせて
頂くことになりました土田です。
今年度のテーマ「温故知新」から「次
世代へつなぐ」を掲げた、大垣代表幹
事を中心に、皆様と共に楽しみながら
活動に取り組みたいと思っています。
そして、今年度で 周年を迎えました。
今年度のテーマの通り 年間の活動を
「次世代へつなぐ」ための節目の年と
なります。例年の活動に加え周年事業
も多数予定されていて、活発な一年と
なります。活動の一つ一つが次世代へ
つながっていける内容になるよう心が
け、設計クラブが、建築業界が盛り上
がっていく、そんな一年になることを
願いこの一年を過ごし？乗り切り？頑
張り？たいと思います。
とにかくやるからには楽しみながらや
りましょう。皆様どうぞご協力いただ
けるようよろしくお願いします。
「もっともっと↖↖↖」
㈱やなぎ建築設計事務所 土田 利行

ＦＩＬＥ編集：総務・広報委員会

大垣代表幹事の新年度がスタートしま
した。今年度はＯＫＣ発足 周年目の
記念すべき年度です。大垣代表は「温
故知新」から「次世代へつなぐ」の
テーマを基に、情熱的に行動されてお
ります。通常年度活動事業はもとより、
周年記念行事「記念式典・記念事業
（映画・視察旅行等）・記念誌・名簿
改訂版作成」など着々と走り始めてお
ります。私もこの記念すべき年に、賛
助会幹事長の大役を 周年の時に続き、
再び受けることとなりました。賛助会
も 周年の時より 数社目減りいたし
まして現在 社となり多少微力ではあ
りますが、 社 社の会員の皆様のご
支援ご協力を集中して、全員参加のも
と大垣代表のキャッチフレーズ「これ
からモットモットＯＫＣ」を合言葉に
推進事業を全面的にバックアップする
決意です。また、正会員・賛助会会員
どうしでの事業の交流も今後共深めて
行きたいと考えておりますので、今ま
でにもまして皆様のご協力をよろしく
お願い致します。
㈱建築工房いづき
藤原 光啓
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また次回・第 回は、
月 日（木）に開
催致します（場所未
定）。
周年ということも
あり、皆様方の多数
の参加をお願い致し
ます。
今回から
会長 大石雅弘
幹事 工藤・
長島
でやっており
ます。
応援・ご協力
よろしくお願
いします。
建球会幹事
長島 誠
17

学校との懇談会報告
学校との
との懇談会報告

第 回ＯＫＣ建球会ゴルフコンペを平
成 年４月 日（木）たけべの森ゴル
フ倶楽部にて開催しました。天候もま
ずまずで 名の参加で行われました。

講演会テーマ…
日本文化の歴史と
歴史と伝統 第 回学校との懇談会が 月 日
講演会テーマ
テーマ…「日本文化の
さらに進化を
ける日本酒 （土）に岡山県生涯学習センター 階
を受け継ぎ、さらに進化
進化を続ける日本酒
大研修室にて、多少天候は悪かったも
について学ぶ」講師：
講師：赤澤輝彦氏
について学
のの大学・専門学校・高校 校の参加
テーマ交流委員会
で教員 名・生徒 名・ＯＫＣ側 名
江川副委員長の趣
の合計 名にて開催されました。出席
旨説明の後、赤澤
者の紹介で始まり、本年度のワンデー
エクササイズについての概要説明に続
講師から日本酒の
き、テーブル懇談会が テーブルにて
歴史・文化等多方
進行されて行きま
面に渡る解説があ
した。その後テー
りました。
ブルごとにまとめ
その中で、①日本
報告を発表致しま
酒は醸造酒では世界で一番アルコール
した。生徒達の
「将来の夢・就職
分が高いとのこと ②最古の酒は奈良
・進路・建築のス
時代には存在しました ③口噛み酒…
キル・街づくり」
男女←なんとも気になるお酒です ④
等の質疑（組織設
精米の技術の進歩が重要なポイントで
計事務所に進みた
す ⑤日本酒のルーツは二箇所→詳し
い。海外で設計に
いことは自分で調べてください ⑥清
携わるには。商店街を開発するには。
酒のルーツ一六００年ころ ⑦一七０
教員になるには。建築のスキルを上げ
るには。建築に関わる仕事での生き甲
０年から一般に飲まれていたよう ⑧
斐とは。）等に対して、先生・ＯＫＣ
江戸ではひとり平均 合毎日 ⑨明治
会員の回答は ①良い物をたくさん観
末期に今の日本酒のカタチに出来上
る ②有名建築家の図面をトレースす
がった ⑩昭和戦中戦後アルコール、
る ③少なくとも 年先の夢は持つ⇒
糖分の添加が始まった ⑪酵母の調達
夢が現実化するには 年程度かかる
→現在では購入する蔵も多い ⑫乳酸
④スキルよりやる気に重点を置いてい
菌を雑菌の繁殖を抑える目的に使う
る ⑤想像力・判断力・決断力⇒情熱
⑥失敗の積み重ねの上に成功・喜びが
などなど多くの学びがありましたが、
成り立っている ⑦夢を描いて計画を
その後の試飲で全
立て具現化して行く⇒後世に残る
てを置いて帰った
などでした。生徒達からは、「教科書
ような気がします。 では味わえない言葉が聞けた」「自分
とても有意義な講
の将来の道を探して行きたい」との感
演会でした。
想を頂きました。また今回は高校生が
半数を占めていたが、その生徒達が
思っていた以上に目標を明確に持って
いる点に感慨を受けました。
事業委員会 幹事長
藤原 光啓
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今年度、総務系副代表幹事を務めさせ
ていただきます小川です。
今年度は、０ＫＣ設立 周年を迎え、
記念事業が、盛り込まれています。す
べての事業に成功するよう大垣代表幹
事のもと尽力したいと思います。
例年の事業に加えて、映画鑑賞会、内
藤廣氏講演会などの 周年事業が多数
あり、会員だけでなく、学生、一般の
方にも、大変興味を持っていただける
事業が盛り込まれています。また・移
動例会は、奈良方面の旅行も決まって
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ＯＫＣに初めて参加したのが平成 年、
以来 年間最も遠い役職と思い込んで
いたこの私が、この度 周年という大
きな節目の代表幹事の重責を務めさせ
ていただくことになりました大垣です。
岡山建築設計クラブは昭和 年の発足
以来「人づくり」「まちづくり」を合
言葉に「建築文化の向上」に貢献する
ことを目標に、 年という長い年月の
間、その時々の代表幹事、また、賛助
会幹事長様をはじめ、会員一丸の努力
と熱意により脈々と受け継がれてきま
した。その継続が実り今では業界の中
でＯＫＣの存在が広く知られる団体と
なっています。
そのような中で、一方近年特に後継者
不足、若者の人材不足が年毎にどの業
界に於いても、深刻な社会問題になっ
ていることは衆目の感ずるところです。
そこで今年度は「温故知新」から「次
世代へつなぐ」をメインテーマに、改
めて 年の業績をたどり次世代につな
ぐ努力を模索して行きたいと思います。
「学校との懇談会」、又今年度で 回
目となる「ワンデーエクササイズ」を
通して次世代と接触、特にまだ将来の
展望も定まっていない子供達との接触
を強く進めていき、一人でも多くの子
供たちが建築に興味を抱いてくれるこ
とを願っています。
そのためには会員の皆様に多大なご負
担をおかけすることになりますが、い
ずれにしても今年度は大きな節目であ
る 周年です。どうか会員一丸となっ
て全ての事業に全員参加で「楽しい一
年」となりますよう、ご協力の程よろ
しくお願い致します。
㈲コア・建築設計事務所 大垣 克己
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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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