９月勉強会
月 日移動例会を開催しました。本年度テ
ーマ「建築の力」を求めての近江八幡見学会で、
藤森照信氏設計の緑で覆われたラコリーナ近江
八幡のサスティナブルデザインを中心に、八幡
堀の瓦ミュージアム、伝建地区等持続可能なデ
ザインに触れてみました。限られた時間でした
ので特に求めてはなかったのですが、街中に点
在するヴォーリスの建物は伝統的なまち並みに
溶け込み、その通りをいっそう魅力的なものに
する光を放っていました。藤森さんはやはりす
ごいです。こんなことを実際にやってのける設計
者・施主がいるんですね。そして新町通りを中
心として、伝統的建物に静かにしっかりと生活
する近江八幡のまちこそサスティナブルデザイ
ンそのものでした。
ラコリーナの焼きたてバームクーヘン、生カス
テラ、生ドラおいしかったです。心配された昼
食の近江牛も歯の悪い私でも支障無く食べら
れ、皆さんからのクレームも無く評価も良かっ
たようです。近江牛そぼろ、若鮎の甘露煮、丁
子麩等どれも家族に喜ばれました。
この移動例会に参加いただいた皆様のご好意
と設計クラブ会員の絆に深く感謝いたします。
テーマ・交流委員会 委員長 柴田 晴夫

月移動例会

９月 日９月勉強会を開催しました。本年
度テーマ「建築の力」を確認しようと岡山の
中心市街地の建物を評価してみました。
岡山駅をスタートし、桃太郎大通りを城
下で南に曲がり、ルネスホール、おかやま信
用金庫まで一時間を掛けて歩きました。参
加十六名で３グループに分かれての評価と
しました。３箇所は全員評価、あとは参加者
１建物評価で全員参加のまち歩きです。最
初の試みですので共通の評価テーマは定め
ず、個人の好き嫌いで良しとし、とにかく参
加者は必ず意見を述べることを目指しまし
た。
まち歩きのあとは食事をしながらの意見
交換会です。ノートパソコンにデジカメで撮
影した画像を写しながらの発表・意見交換
です。１分／人以内の発表と決めても簡単に
無視されてしまう設計クラブの個性爆発で
した。普段は車でよく通っている中心市街地
ですが、改めて歩いてみると結構新しい発見
もあり新鮮な体験でした。外部講師に頼ら
ず、会員主役でみんなの意見が聞けた貴重
な勉強会でした。
テーマ・交流委員会 委員長 柴田 晴夫
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納涼例会報告
納涼例会報告

結果発表

上村 祐子

担当者変更のお知
担当者変更のお
のお知らせ
パナソニック株式会社
ＥＳ社 岡山事業所

編集後記

総務･広報委員会
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ください。
編集 小野 優
(オカカン）
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岡山建築設計クラブ
最優秀賞（
最優秀賞（１点）
中国デザイン専門学校 ＣＯＤチーム
優秀賞（２点）
優秀賞（
岡山理科大学 チームＨ
岡山理科大学専門学校 ＲＩＳＥＮ Ｂチーム
奨励賞（２点）
奨励賞（
岡山理科大学専門学校 ＲＩＳＥＮ Ａチーム
岡山理科大学 ＹＡＳラボチーム
学会奨励賞（１点）
学会奨励賞（
岡山理科大学 高橋・中村チーム
総合資格賞（１点）
総合資格賞（
岡山後楽館高校 Ｔａｉｇａ Ｓｈｉｒａｋａｓｉ
岡山建築設計クラブ賞
岡山建築設計クラブ
クラブ賞（５点）
山陽学園大学 チーム
ノートルダム清心女子大学 チーム
岡山科学技術専門学校 カギセン Ａチーム
岡山科学技術専門学校 カギセン Ｂチーム
岡山科学技術専門学校 カギセン Ｃ チーム

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

日本酒について学
日本酒について
について学ぶ

月移動例会
13

71

８月 日に納涼例会を、アークホテルで開催
しました。正会員 名、賛助会員 名の 名の
参加がありました。
テーマは｢幸運をゲットしよう！納涼ゲーム大
会｣で、リンボーダンス、ポイでぽいぽいリレー、
じゃんけんゲームと３種類のゲームをしまし
た。
司会は、中川さん、工藤さん、中谷さんが、ブル
ゾンちえみｗｉｔｈＢになりきり、盛り上げてく
れました。リンボーダンスは、１位松山さん、２
位大石さん、針原さん、ポイでぽいぽいリレー
は、委員会対抗で、１位代表チーム、２位総務広
報、３位親睦、４位事業、５位テーマ交流委員会
じゃんけんゲームは、大塚さんと村岡さんが、
勝ち抜きました。
簡単なゲームでしたが、みなさん一生懸命し
て頂き、また賞金もかかっているので、真剣にし
て頂き、大変盛り上がりました。賞をとられた
方には、少しばかりの賞金が出ました。皆さん
その賞金をもって、またそれぞれの二次会に、
行かれたようです。
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回ワンデーエクササイズ

↓ 10

10

日本酒について学ぶ
←

28

第

平成 年９月 日に勉強会「日本文化の歴
史と伝統を受け継ぎ、さらに進化を続ける
日本酒について学ぶ」ｐａｒｔ２を、アスパラガ
ス 岡山ガスショールームで、行いました。
昨年の６月例会が好評だったので、今年は
親睦委員会で、企画しました。
講師、お酒の手配は、赤澤さん、料理は橋本
さん、お弁当の手配は、山本さんにお願いし
ました。親睦委員会でないのに、大変お手数
をおかけしました。
正会員 名、賛助会員 名の参加があり
ました。赤澤さんが用意した８種類の日本
酒を、１本づつ説明してもらいながら、少し
ずつ頂いたのですが、すべて空になりました
。上質なお酒だけに、酔って頭が痛くなりま
せん。また、橋本さんは、その場でどんどん
お惣菜を作っていきます。すべておいしいの
ですが、鳥皮飯が、すごくおいしかった。
来年もまた、やりたいと、声が聞こえてき
ました。
親睦委員長 小川 修市
8

↑

月勉強会
↑ 9

ＦＡ 電話 住所 郵便
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番号
８ ０８ 岡山 ７
６６市０
ーー北０
２２区ー
４４下０
１
ー ー１ 中野 ９７
００３３
１６３
４９７
６３番
１
０
６
→最優秀賞
中国デザイン専門学校ＣＯＤチーム

24
10

今年度の第 回ワンデーエクササイズは平成
年 月 日(土)に岡山市勤労福祉センター
において開催されました参加者は大学３校・専
門学校３校・高校２校から全 チーム、 名の
学生が参加し、「子供が楽しいまちづくり！」～
人が集まる建築と現代アート～の課題で岡山
イトーヨーカ堂跡地を課題地として岡山の文
化と歴史、観光を多くの多世代の方々に親しん
でいただくことのできる岡山の魅力発信の拠点
とし、人（若者）が育ち、人と人がつながりそし
て多世代から次世代につながる新しい価値を創
造できる建築の提案を発表しました。
提案作品はどれも岡山中心地が未来に向け
夢あふれる、人々が集える楽しい空間の表現が
されていた。図面、模型の完成度も力作ぞろい
プレゼンにも学生たちからの若々しさと熱さを
感じとることができる、夢のつまった作品が並
んだ。
審査にあたっては、審査委員長に建築家の加
茂紀和子先生をお招きし、具体的で的確な講
評は、各作品の取り組んだ成果に対して参考に
なり今後の課題や実際に社会に出た時の取り
組みに生きてくると思います。
「同作について」と題してご講演を頂きました。
学生の皆さんは熱心に聞き入り、心に響くメッ
セージとなったようです。
今回のワンデーを終え、学生とＯＫＣとの交流
の中からそれぞれに得るものは大きかったので
はないかと思います。これからも岡山建築設計
クラブの「まちづくり、ひとづくり」のテーマの
もと、学校と共に、大切に育てていかなければ
ならないと思います。
事業委員長 佐々木 満
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親睦委員長 小川 修市
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29
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納涼例会
↑

秋冬号

18

審査委員長の加茂紀和子先生
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FILE/2017

10

↑

3

建球会報告
回岡山建築設計クラブ建球会
第 回岡山建築設計クラブ
クラブ建球会ゴルフコンペ
建球会ゴルフコンペ
開催日
コース
参加者

ＯＫＴＣ

ＯＫＴＣ会長 長島 誠

暑さにもめげず、寒さにもめげず、頑張ってま
す。皆さん筋肉が落ちると骨への負担が大きく
なり膝・腰が痛くなりがちになる様です。何か
のスポーツなり、歩くなりした方が良いとの事
です。ＯＫＴＣもテニスで頑張ってます。いつでも
参加下さい。

「これがのぞきだ
これがのぞきだ!!」
これがのぞきだ

ボウリング交流会
ボウリング交流会

16

成 績

県北の秋はすでに深く素晴らしい紅葉のコー
スで、快晴のもと最高のコンデションの中、一日
を怪我無く楽しくプレーを楽しむことができ
ました。
成績発表の際は岡山に急ぎ帰る予定の方も
おられましたが、最後まで親睦を深めること
ができました。
多くの景品を提供していただき大変有難う
ございました。お陰でもれなく参加者全員に
当たりました。
会長・幹事の任期２年が過ぎ次の会長・幹事
を決めて、来年の春に向けて準備を進めてまい
ります。
今回のコースは希望する方の意見を協議して
決めました。希望のコースがありましたら教え
てください。協議して決めてまいります。
準備では長島様、工藤様の両幹事には、大変
お世話になりました。
建球会会長 大石雅弘

19

51

「これが七五三だ
これが七五三だ」
これが七五三だ
長男が結婚式を挙げた思い出の
吉備津神社での初孫の七五三です。
。
「どんな建物でも守る！これが屋根のプライドだ
どんな建物でも守る！これが屋根のプライドだ!!」
どんな建物でも守る！これが屋根のプライドだ

ＯＫＣ川柳
ＯＫＣ川柳 お題 「希望」
希望」

「これが野生動物だ！
これが野生動物だ！」
これが野生動物だ！
世界文化遺産の厳島神社がある宮島の
シカです。人に慣れているように見えます
が、彼らは野生のシカ。お互い、適度な
距離を保ちたいものです。
総務・広報委員会は、会員相互のコミュニケー
ションを図るため、夏にはボウリング大会、冬に
はピンポン大会を行っています。近年は他団体
との交流を深めるため建築士会との対抗戦状
態となっています。
今年も７月 日ジョイポリス 両備ボウルにて
岡山建築設計クラブ 名、建築士会 名が参
加し白熱したゲームが繰り広げられました。激
戦の末、佐々木･中川･大石･赤木宏チームが久
しぶりＯＫＣに優勝をもたらせてくれました。
よい汗をかいた後、懇親会にて一層親睦を深
め次期ピンポン大会に向けての作戦を練りまし
た。
総務･広報委員長 赤木 定
25

写真 お題「これが＊＊＊だ‼・」
正 備 10
会中月
員 高 26
名5 原北房 日（木
賛カ）
助 ン 時9
会員 ト
リー 53分
11
名 倶楽 スタ
計 部 ート
16
名

三準優
位 優勝 勝
長 佐 藤原
島藤光
誠 直人 啓
（日 （ ㈱（
東物 文化 建
産㈱ シャ 築工
） ッタ 房い
ー㈱ づき
））

「これが○○美女だぁ～。
これが○○美女だぁ～。」
これが○○美女だぁ～。

三協立山㈱三協アルミ
三協アルミ社
三協立山㈱
アルミ社

池田修作

塚本雅久

岡山へ単身で来て４年目、実家に嫁・大学・高校の二
人の子を持つ今年で４８才になるおやじです。夜、休
日は暇で、ふらふらとよく飲み歩いてるこの頃です。
こんな私ですがよろしくお願いします。

塚本雅久建築設計事務所

安井倫紀

岡山県の最西南の笠岡市で設計事務所を開設して
おります。関西で学び、働き、独立と共に笠岡に戻っ
てきまして開設十二年となりました。カブトガニのよ
うに末永く愛されるように頑張っていこうと思ってお
ります。こんな私ですがよろしくお願いします。

株式会社フォルム設計
株式会社フォルム
フォルム設計

（トヨッチより）

・ちびっ子の 澄んだ瞳に 地球（ほし）想う
・宝くじ 枝番当たり 高望み

（だるま）

（熟年夫婦）
（ガス太郎）

（きび助）

豊田和弘

・タイ犬に 希望を託す 介護かな

（ＯＫＣみんなの希望）

（助さんの錬金釜）

（望月）
（厨房やさん）
・ワンデーに 希望を託して チャレンジす （建築士を目指す学生）

・新人と 一緒に学ぶ 六年目

・叶っても 叶わなくても 希望好き

・ファジアーノ 来年こそは Ｊ１へ！ （金さん）

・岡山に 帰ってこいや 中川直子

・まぶしいな 希望に満ちた この笑顔 （みやさや）

・希望など 持ってはダメと 言いきかせ （なんてなっ❤）

・小遣いの 値上げ希望も 排除され （単身苦民）

・年末に いつか行くぞ ハワイ島 （カブトガニ）

・持ち続け 半世紀すぎ こりゃダメじゃ （希望と言う名で）

・夢と希望 排除をしたら 失望に

・希望持て 未来はそんなに 悪くない （ただいま絶不調者）

・かなうなら 埋もれてみたい 札束に （心）

・野望もち 希望あげたが 排除かな

・我が希望 忖度しろと 妻は言う

・何度でも 息子の背中 立ち上がれ！ （過保護の父親）

・雨降るな 願い見上げる 曇り空

（ぽいと）

たこ焼き・ヤンキー・吉本新喜劇でおなじみの大阪よ
りやってまいりました。日頃は、ねじ・くぎ・ジョイナー
から外を見れば、ウッドデッキ・換気扇、中を見れば、
天井・フロアー迄、いつも現場を駆け抜ける私です。こ
んな私ですがよろしくお願いします。

三洋工業 株)岡山営業所
三洋工業(株
岡山営業所

もうじき岡山にきて２年になろうとしています。毎
日、昼は営業活動で走り回り、夜は牌を片手に一喜一
憂し、年中無休かつ昼夜なく気ままに働いて？おりま
す。こんな私ですがよろしくお願いします。

三谷
三谷セキサン
セキサン株式会社
セキサン株式会社 岡山営業所
西野高充

岡山出身の 歳です。妻と子供２人がおり、子育て
真っ最中です。週末は、家の掃除、子供の面倒をみる
のに奮闘しています。自分の時間が大切なことを実感
し少しでも確保できるように奮闘中です。こんな私で
すがよろしくお願いします。
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・ＡＩの 進化するのを 希望する （認知Ｍ）

「こんな私ですが、よろしくお願いします」のコーナー m(_ _)m

