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一般社団法人秋田県建築士会の定時会員総会が、平成２７年６月１９日午後２時から秋田市のキャッス

ルホテルで開催されました。

総会に先立ち湯沢隆市会長より、「代表に就任して早２年が経ちましたが、これまで何とかやって

こられたのは、皆さんのご協力の賜と心より感謝しております。特に、昨年１０月に福島県郡山市で開

催された全国大会には、本県からも約９０名の皆さんに参加していただきありがとうございました。福

島県の会長も大変喜んでおりました。７年後には、また東北に順番が回ってきますが、その時は秋田

県が開催地となります。平成３３年～３４年頃と思いますが、今回の経験がその時に役立つのではないか

と考えております。また、昨年度の事業の中で、これまで青年大会としておりましたイベントを年代

枠を撤廃して初めて建築士大会として鹿角市で開催いたしました。今年度は能代市で開催を予定して

います。引き続き多くの皆さんに参加していただきたいと思います。それから、約半年間に渡って実

施してきたヘリテージマネージャー養成講座についても、４０名の皆さんに受講していただき、全員そ

ろって秋田県歴史的建造物保全活用推進員として認

定を受けました。地域に残る古い建造物の価値が多

くの皆さんに認識されてきた証ではないかと考えて

おります。いずれにしても建築士会が抱える課題は

まだまだ沢山ありますが、一気に解消することは無

理ですので皆さんのご協力を得て一つ一つ着実に解

決して行きたいと思っております。」との挨拶があ

りました。

次に、事務局から平成２７年４月末現在の正会員数が１，０３９名で、このうち出席者が７２名、委任状提

出者が４１３名、合計４８５名で、本日の総会が定足数を満たしていることが報告されました。続いて、秋

田中央支部の舘岡恒人さんが議長に選出されたほか、議事録署名人に秋田中央支部の舛谷博英さんと

竹田青子さんが選任され議案審議に移りました。

第１号議案の平成２６年度事業の収支決算書類の承認の件（会計監査報告含む）と、報告事項である

平成２６年度の事業報告、平成２７年度の事業計画及び収支予算については、それぞれ審議が行われ何れ

も原案どおり承認されました。

また、第２号議案の理事及び監事の選任の件については、任期満了に伴う役員改選のため理事２３名、

監事３名がそれぞれ新たに選任されました。

さらに、総会終了後直ちに臨時理事会を開催し、会長及び副会長等の選任案件を議題としたところ、

湯沢隆市会長の留任が全会一致で決定したほか、副会長３名と専務理事１名、常務理事３名を新たに

選任しました。役員の皆様については、本誌に別途紹介していますので御覧下さい。

続いて、午後３時３０分から「式典」が開催され、主催者である湯沢会長の式辞の後９名の方々に永

年功労者表彰が授与されたほか、ご来賓の秋田県議会副議長の近藤健一郎様と秋田県建設部建築住宅

課長の小玉嘉裕様からご祝辞をいただきました。また、休憩を挟んで午後４時から祝賀会が開催され、

県議会建設委員会副委員長の沼谷純様のご祝辞の後、秋田県建築士事務所協会会長の渡邊純悦様の音

頭で乾杯が行われ、終始和やかな雰囲気の中で祝宴が催されました。

平成２７年定時会員総会が開催されました

定時会員総会
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本日ここに、秋田県議会近藤副議長様、建設委員

会沼谷副委員長様、秋田県建設部小玉建築住宅課長

様をはじめ、関係団体の代表の皆様をお迎えし、式

典を挙行できますことを厚く御礼申し上げます。ま

た、会員の皆様には、日頃より建築士会の活動にご

理解・ご協力をいただいておりますことに、感謝申

し上げます。

冒頭、黙とうをささげましたが、昨年度は三名の

方がご逝去されました。当会の発展にご尽力をいた

だいた方々であり、そのご労苦に対し感謝申し上げ

ますとともに、ご冥福をお祈り申し上げます。

また、こののち、九名の永年功労者表彰がござい

ます。皆様は、長年にわたり当会の各種活動に大き

く貢献されました。今後とも当会発展のためご指導

賜りますようお願いいたします。

さて、本県のみならず、全国の多くの建築士会の

課題として、会員の減少があり、これに歯止めをか

けるための具体的な方策に悩んでいます。会長就任

から二年経過し、この間、様々な事業を通じ感じた

ことは、固定観念にとらわれず方策を考えること、

そして、考えることを辞めないことが大切ではない

かということです。例えば、現在、当会員は、約千

名です。会員の高齢化や新規に建築士を取得する方

が減っていることから、会員の減少は当たり前・ど

うしようもないと、考えることを辞めるのか、県内

の建築士は約一万名いることから、活動次第では、

減少に歯止めをかけ、まだまだ会員増の余地はある

のではないかと考えるのでは、大きな違いが出てく

ると思います。

どうか、皆様には、自らの問題として粘り強くご

検討いただき、忌憚のないご意見をお寄せいただけ

れば有難いと思っています。

また、ストックの時代を迎え、既存建築物の保存

や利活用が重要となってくるものと思われます。

殊に、歴史的建造物の保全や活用のためには、昨

年度実施しましたヘリテージマネージャー養成講座

のような、我々建築士などを対象とした知識や技術

の向上のための研修・講習はもとより、なにより

も、その必要性について、これら施設を利活用する

県民の皆様や行政の理解を得ることが大切と感じて

います。具体的な活動内容については、今後検討し

ていきたいと思っています。

建築士会としては、引き続き、各建築士が一層県

民から信頼され、頼られる存在となるための各種事

業を実施していきたいと思っていますので、皆様の

ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

結びに、本日ご参会の皆様のご健勝とご活躍を祈

念申し上げまして、式辞といたします。

平成二十七年六月十九日

総 会
式 典

会 長 式 辞

一般社団法人 秋田県建築士会 会長 湯 沢 隆 市
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と き 平成２７年６月１９日�午後３時１５分～

ところ 秋田キャッスルホテル

只今、御紹介を頂きました、秋田県議会副議長の

近藤でございます。

本日は、秋田県建築士会平成２７年度定時総会の式

典にお招き頂きまして、誠にありがとうございまし

た。本日の定時総会が関係の皆様多数御出席のも

と、盛会裏に終了されましたことを、心からお祝い

申し上げます。

また、永年功労の表彰を受けられた９名の皆様に

おかれましては、永年にわたる御努力と御精進に対

し、深く敬意を表しますとともに、心からお祝いを

申し上げます。

さて、改正建築士法の施行が目前にせまり、皆様

におかれましては、適正に運用されるよう準備を進

められていることと存じます。近年、ライフスタイ

ルの多様化や人口減少に伴う少子高齢化の進行によ

り、年々増え続ける空き家への取り組みが本県が抱

える課題の一つとなっております。先月、空き家対

策特別措置法が完全施行され、住民に危険がおよぶ

恐れのある空き家に対する、行政の権限が強化され

るなど、阻害していた問題の解決が図られておりま

すが、一方で、まだ活用し得る空き家をどのように

有効利用していくかということも重要な課題である

と認識致しております。

どうぞ、皆様におかれましては、これまで培って

こられました知識・技術はもとより、豊かな感性や

新しいアイディアを活かし、県民が安心して快適に

暮らせる住環境の整備に、引き続きご尽力を賜りま

すようお願いを申し上げます。

私ども県議会と致しましても、魅力ある地域、活

力ある街づくりとは何かを、皆様と一緒に考えなが

ら、全ての県民が安全で安心して暮らせる地域づく

りに、尚一層努力を重ねて参る所存であります。

結びに、秋田県建築士会の益々の御発展と、本日

御出席の皆様の更なる御活躍と御健勝を心から祈念

致しまして、お祝いの言葉とさせて頂きます。

本日は誠におめでとうございました。

総 会
式 典

式 典 祝 辞

秋田県議会副議長 近 藤 健一郎

― ４ ―



日時：平成２７年６月１９日�午後３時１５分
場所：秋田キャッスルホテル

ご紹介いただきました建築住宅課長の小玉でござ
います。
まずもって、平成２７年度定時総会が滞りなく終え

られましたことを、心からお祝い申し上げます。
また、本日、永年功労の表彰を受けられました皆

様におかれましては、これまでの功績に深く敬意を
表しますとともに、今後のなお一層のご活躍と引き
続き後輩へのご指導をよろしくお願い申し上げま
す。
併せて、ご列席の皆様におかれましては、日頃か

ら本県の建築・住宅行政の推進にご協力いただきま
して、この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。
県では、このたび、人口減少社会にあって、「日

本にとってなくてはならない秋田」、「自立する秋
田」を目指し、官民一体となり有形無形の資源を最
大限活用した取り組みを進めるため、「雇用創出の
ための産業振興」、「移住・定住対策」、「少子化対
策」、「新たな地域社会の形成」の４つの視点で、「秋
田県版総合戦略」をこの秋を目途に策定し、自らの
地域は自らで新しく創るという気概を持って県民の
皆様と知恵を出し合いながら、実効性のある施策を
盛り込むことにより秋田の創生に向けて全力で取り
組んでいくこととしております。
さて、近年の空き家の増加により、老朽危険空き

家の倒壊等による住民への具体的危険が発生してお
り、今後、高齢夫婦のみの世帯や高齢者の一人暮ら
し世帯がさらに増加することと相まって、様々な問
題が数多く発生することが懸念される状況に対処す
るため、『空家対策特別措置法』が、この２月に施
行されております。
その中で、倒壊や衛生上著しく有害となる恐れの

ある老朽危険空き家の所有者に対する市町村の権限
を強化するほか、空き家対策を円滑に進めるため
に、必要な費用の補助や税制上の措置などを講じる
ことが法律に盛り込まれております。
県内の多くの市町村では既に先行して空き家条例

を制定しておりますが、法律の施行により空き家の
撤去を阻害している問題への対策が加速することが
期待されます。
そして、倒壊や衛生上著しく有害となる恐れのあ

る状態である「特定空家等」に対する措置について
も法律で位置づけられておりますが、今後、「特定
空家等」の判断の参考となる国が示した基準に基づ

き、市町村で具体的に判断する際には、協会の皆様
にご協力いただく場面もあると思われますので、そ
の際はよろしくお願い申し上げます。
また、建築士法につきましては、昨年、改正法が
議員立法により可決成立し、この６月に施行される
運びとなりました。
従来は、建築士事務所の契約責任が不明確である
ため、建築紛争の増大や長期化を招いていることに
加え、建築士の「なりすまし」という問題も発生し
ておりましたが、これらの問題に対処するため、一
定規模を超える建築物の設計業務の書面契約の義務
付けや、管理建築士の責務の明確化、さらに、建築
主からの求めに応じた建築士免許証の開示の義務化
とともに、定期講習の受講遍歴や免許証の記載事項
に変更があった場合の書き換え規定の明確化などが
改正法案の主な内容となっております。
建築士の皆様は、今まで以上に重要な役割を担う
ことが期待されるとともに、その責任は益々重く
なってくると思います。
なお、県といたしましては、良質な社会ストック
の形成と県民の豊かな住生活の実現に向け、今後も
各施策の効果的な実施に取り組んでまいりますの
で、皆様方におかれましても、今後とも、建築行政
の推進に、お力添えを賜りますようお願い申し上げ
ます。
終わりになりますが、秋田県建築士会の今後のま
すますのご発展と、会員の皆様のご健勝を心から祈
念いたしまして、お祝いの言葉といたします。本日
は誠におめでとうございます。

平成２７年６月１９日

総 会
祝賀会

祝 賀 会 祝 辞

秋田県建設部建築住宅課長 小 玉 嘉 裕
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小竹 哲夫 連合会も異をとなえていた「新国立競技場建設計画」が白紙撤回され安堵しております。

一建築士として神宮外苑に調和したスタジアムを切望しております。

工藤 次郎 昭和５１年に入会し満４０年。その間多くの役職を経験させていただきました。

私の人生そのものであります。建築士会員の皆様に心から感謝を申し上げます。

現今の社会情勢の中、会員減少の歯止め、策を講ずる事が出来なかったことは心残りであります

が、若い会員の英知に期待をし、今後共、側面から支援を続けて参りたいと考えます。

建築士会の発展、会員皆様の御活躍をご祈念申しあげます。

半田 茂志 今、建築士会を取り巻く環境は大変厳しく、いろいろな問題が散見していますが役員は会員の融

和を図り、一致団結して地域のため頑張ってください。陰ながら応援しています。

和田 寛 『現況報告』

今期の総会で副会長を辞し、ラグビーＷ杯の日本選手の活躍に一喜一憂している今日この頃で

す。永年にわたり士会に係ることが出来たのも会員の皆様の後押しがあればこそと感謝しており

ます。国立競技場建設問題を含め何かと問題の多い建築界ですがさらなる士会のご活躍を願って

やみません。

【役員の皆様からのコメント】

【今回の総会で役員が改選になりました】

役 員
紹 介

顧問

渋谷 正敏
（秋田県議会議長）

顧問

佐藤 雄孝
（秋田県議会建設委員長）

顧問

小竹 哲夫
（（一社）秋田県建築士会前会長）

顧問

工藤 次郎
（（一社）秋田県建築士会前副会長）

顧問

半田 茂志
（（一社）秋田県建築士会前副会長）

相談役

石黒 瓦
（秋田県建設部長）

相談役

小玉 嘉裕
（秋田県建設部建築住宅課長）

相談役

堀 安雄
（秋田県建設部営繕課長）

相談役

和田 寛
（（一社）秋田県建築士会前副会長）

名誉会員

伊藤弥一郎
（デザインシステム研究所秋田出張所）
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再び２年間会長を務めさせていただきま
す。ご指導、ご支援よろしくお願いいた
します。

引き続きよろしくお願いいたします。

この頃取り組んでいることは
１．地域自主防災活動です。あと防災士
を取得しスキルアップに努めたいと
思っています。

① 平成１８年から町内会自主防災を組織
し、避難訓練はじめ防災研修企画運営

② 平成２４年地域ブロック自主防災連絡
協議会（１５町内１３００世帯）設立し会長
として地域住民の自主防災活動の推進
に努めている。

引き続きよろしくお願いいたします。

能代山本建築士会会長の熊谷です。４期
８年間本部の会計監査を務めさせてもら
いました。長年皆様にはご協力をいただ
き感謝申し上げます。また今度副会長職
を仰せつかり自分にできるかどうか心配
ですけど。一生懸命努力し秋田県建築士
会の発展の為頑張りますのでよろしくお
願いいたします。

建築士会は、地域社会の健全な発展と建
築文化の振興に寄与することを最終目的
としておりますが、少子高齢化の波の
中、会長を補佐し専務理事として目的達
成のためこれからも活動してまいりたい
と思います。

『今日この頃』
「新国立競技場の問題で安藤忠雄が言う
建築デザインって何だろうか」と思う。
建築のデザインって、もう少し科学や経
済をフラスコの中で程よく混合した物だ
と思うのだが。安保法案の可決など昨今
の世相を鑑みて寺山の歌を拝借。「マッ
チ擦るつかのま海に霧深し身捨つるほど
の祖国はありや」あれもこれもそれもと
能力の超える忙しさですっかりアホに
なっています。士会のこと等、頭からほ
とんどすっ飛んで居る今日この頃です。
ご迷惑をおかけするとは思いますが、宜
しくお願いします。

会員退会と新入会員減少を憂慮する一人
ですが、会長のもと県士会の活力ある運
営に努めます。会員各位のご協力をお願
いします。

建築の仕事は多様化しており、士会にも
様々な内容の建築関連の人が集まってい
ます。
そんな状況の中、方向性をある程度絞
り、それに向けて会員一丸となって進ん
でいく、といったことが難しい状況では
あります。それでも私の出来る範囲で県
士会発展のため、頑張りますので、よろ
しくお願いします。

先日、キャリア教育の一環として行われ
ている職場体験学習の依頼があり、中学
生が２日間、事務所に通勤（自転車）し
てきました。生徒の頭の柔らかさに感心
しつつ、夢と希望を持って目指すことの
できる建築業界でありたいと改めて感じ
た次第です。
よろしくお願い致します。

頑張りますのでよろしくお願いいたしま
す。

理事３期目の鳥潟です。今後ともよろし
くお願いいたします。

出来る範囲で精力的に活動したいと思い
ます。
よろしくお願いいたします。

理事３期目の石川です。１期目、２期目
の４年間は何もわからず先輩理事、事務
局にお世話になりっぱなしでした。今期
は積極的に運営に関わっていきたいと思
います。よろしくお願いいたします。

会員減少という、将来にわたり危機的状
況に直面している中、新理事として士会
運営に微力ながら貢献できるよう頑張り
ますので、よろしくお願いします。

会長
湯沢 隆市

常務理事
高久 和彦

副会長
林 康彦

理事
児玉 安広

副会長
村上 文男

理事
石川 成

副会長
熊谷 勝

理事
鳥潟 宏一

専務理事
淡路 孝次

理事
大高 勇

常務理事
�沢富美男

理事
石川 忠則

常務理事
田仲 雅美

理事
赤川 孝則
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理事となって２期目となりますが、わか
らない事ばかりです。
皆様より教えていただきながら、自分な
りに一生懸命勤めていきたいと思いま
す。

この度、総務委員長を仰せつかりました
仙北建築士会の小田島です。委員の方々
の協力を得ながら事業が皆様にとって有
益になるように取り組んで参りたいと思
います。
何卒宜しくお願い致します。

本年度より横手の支部長に就任しまし
た、先輩達に励まされながら頑張ってい
ます。
長年の夢、日本１００名山踏破に間に合う
かどうかぎりぎりの年齢でありますが、
７０歳までには達成したと山行を重ねてい
ます。
現在６４歳、達成名山は３１座、今年中にあ
と３座は登りたいと思っています。

私が、建築の仕事に携わり４０年余りの月
日が経ち、これまで、時代のニーズに沿っ
た設計、施工を心がけ真摯に取り組んで
参りました。少子高齢化が急速に進むこ
の地域において、今後どのような事業展
開を図り、又アプローチするべきかを模
索しながら奮励努力していきたいと思っ
ております。

主に木造建築を手がけています。
人付き合いが苦手で、趣味も他愛もない
ものです。事務所に篭ってこつこつと仕
事をしています。
知人からはよく、「つまらない人生だ！」
といわれますが、本人は、こんな生活を、
割りと気に入っています。

この度、青年委員長を仰せつかりました
由利の工藤です。
青年という年でもなくなってきました
が、諸先輩方のお力をお借りしながら、
若手の戦力として尽力してまいりますの
で、どうぞよろしくお願いします。

初めて理事に選出され戸惑っております
が諸先輩方のご指導を賜り、微力ながら
頑張りたいと思います。
よろしくお願いいたします。

女性委員会は来年３０周年を迎えます。こ
こまで活動されてきた皆様、応援してく
ださっている親会の皆様へ感謝申し上げ
ます。

女性委員会発足の準備段階から仲間に入
れて頂き、その後、出産・子育てを経て、
再び皆様と活動させて頂いております。
会員相互のつながりを大切に女性パワー
全開でがんばります。

３期目となりますが今後ともよろしくお
願いします。

建築士会員になり足かけ４０年 建築士会

においては青年委員会など色々経験させ

て頂いてきましたが、今回、監事に選ん

でいただき大変名誉なこと思っておりま

す。

無事役職を務めあげる事が出来るか不安

ではありますが精一杯務めたいと思って

居ります。

若輩ではありますが宜しくお願い致しま

す。

監事３年目となりましたが、外部の視点
で監事の務めを果たせるよう、一般財団
法人の運営に携わった経験を活かしたい
と考えています。

理事
正木 和美

女性委員長
戸嶋真紀子

理事
小田島 誠

同副委員長
伊藤加久子

理事
照井 郁人

監事
早山 政美

理事
菊池 泰美

監事
中西 純悦

理事
今 康博

監事
河辺 実

青年委員長
工藤 博臣

同副委員長
加納 大輔
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平 成２７年 度 通 常 総 会

会 長 表 彰 者 紹 介

氏 名 鳥 潟 宏 一

勤務先（名称） アトリエ１０５

（住所） 秋田県大館市柄沢字狐台５４－８７

会 員 歴 ３０数年？

コ メ ン ト 大館に戻って㈱田中建築設計事務所に入社後から当士

会へ入会し今に至ります。若い頃は周りにたくさんの建

築士の仲間がいて、盛んに勉強会や飲み会で盛り上がっ

たものですが、今や激減して寂しい限りです。

ただただ年をとった証だろうとは思いますが、この度

は永年功労者表彰をいただき、ありがとうございまし

た。まだもう少し頑張ろうと思いますので今後ともよろ

しくお願いいたします。

氏 名 大 高 勇

住 所 〒０１６－０８６４ 能代市字鳥小屋２２－２５

勤務先（名称） 大高設計舎

（住所） 〒０１６－０８６４ 能代市字鳥小屋２２－２５

会 員 歴 ２７年？

趣 味 野球（審判含む）、バドミントン、ゴルフ、アコギ

コ メ ン ト この度の表彰、誠にありがとうございます。建築士会

活動や交流で知り得た多くの先輩、仲間、知識、情報、

その他全てが今の私の財産であり、より「士」としての

自覚、自信を形成づけたものと思っております。未だ未

熟ではありますが、今後も会の発展の為に頑張りたいと

思っております。

功労者
表 彰

永年功労者表彰
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氏 名 北 嶋 信 義

住 所 〒０１８－１６２２ 南秋田郡八郎潟町字一日市１６５－２４

勤務先（名称） ㈱渡辺佐文建築設計事務所

（住所） 〒０１０－０９５４ 秋田市山王沼田町６－８

会 員 歴 ３９年

趣 味 下手の横好きで多趣味

コ メ ン ト 建築士会活動において、表彰に値するのかとの思いも

ありますが、この度の受賞に対し改めて感謝と御礼を申

し上げます。

（２２年前に受賞した亡き父との親子受賞）

建築の仕事に就いて４２年となり、最近年齢を感じるこ

とが多く、寝ていると苦痛で早起き（午前４時頃）する

毎日で、時々ご飯をこぼして、箸をかじることもあり、

一人で照れ笑いをしています。

近所では子どもを見かけることが少なくなって寂しく

なりましが、時々メールで送られてくる孫の写真や動画

を見て元気を貰っています。

連日のように起こる地震、火山の噴火、台風被害、河

川の氾濫などが報じられるなか、比較的災害が少なく、

文化の香り豊かな、我が秋田県のなかで育まれた『地域

を誇りに思う心』を大切にしながら、今迄以上に『ご恩

返し』を心がけていきたいと思っています。

氏 名 池 田 昌 憲

住 所 〒０１０－００６２ 秋田市牛島東二丁目１－２６

勤務先（名称） ㈱償研

（住所） 〒０１０－００６２ 秋田市牛島東二丁目１－３０

会 員 歴 約３０年

趣 味 トレッキング

コ メ ン ト 還暦を過ぎてなお、この様な名誉ある賞をいただき、

誠に感謝に堪えません。今後も微力ながら、建築士会活

動を応援して行きたいと考えております。会員皆様の

益々のご活躍をご祈念申し上げます。ありがとうござい

ました。

氏 名 伊 藤 師

住 所 〒０１１－０９４１ 秋田市土崎港北三丁目３－７６

勤務先（名称） ㈱小南工務店

（住所） 〒０１０－０９５１ 秋田市山王一丁目８－１４

会 員 歴 ３０年程

趣 味 野球（５００歳野球チーム所属）、ランニング、スポーツ観

戦

コ メ ン ト この度は永年功労者表彰を頂きまして、誠にありがと

うございました。

この場をお借りして会員の皆様にお礼申し上げます。

建築士会入会後３０年程になります。

微力ではありますが建築士会会員として運営に協力し

てまいりたいと思います。
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以上の方の他に由利支部の黒木隆治さんも受賞されました。おめでとうございます。

氏 名 斉 藤 英 人
住 所 〒０１９－１４０４ 秋田県仙北郡美郷町六郷字小安門４１－２
勤務先（名称） 斉藤建築設計一級建築士事務所

（住所） 〒０１９－１４０４ 秋田県仙北郡美郷町六郷字小安門４１－２
会 員 歴 ２４年
趣 味 運動をすること。（水泳以外）
コ メ ン ト 建築士会に入会してから２４年余り、時が過ぎるのは早

いもです。この度は、永年功労者表彰をいただき大変あ
りがとうございました。
入会当初２年ぐらいは、活動には全く参加していませ
んでした。当時の青年委員長さんから青年大会に誘われ
参加したのが、建築士会デビューでした。その後は、い
ろいろな行事に参加し、各支部のたくさんの人達と出会
うことができました。
士会の会員数は、年々減少してきています。青年部に
関しては２０代がほとんどいなくとても寂し状況になって
います。今後は、建築士会をもっと魅力的、活気ある会
になるようがんばっていきたいと思います。

氏 名 村 田 久

住 所 〒０１３－０００１ 横手市杉沢字中島１８３番地

勤務先（名称） 伊藤建設工業㈱

（住所） 〒０１３－００２１ 横手市大町１０番１９号

会 員 歴 ３４年

趣 味 温泉めぐり

コ メ ン ト この度は永年功労者表彰を頂き誠に有難うございま

す。

永年建築士会に入会させて頂き、仕事にも自分にも大

変勉強になっていると共に良い仲間にも巡り合えて、士

会に参加するのを楽しみにしている今日このごろです。

今後共宜しくお願いします。

氏 名 高 久 和 彦

住 所 〒０１２－０８２３ 湯沢市湯ノ原１－６－３

勤務先（名称） ㈲オーシャンビルド

（住所） 〒０１２－０８２３ 湯沢市湯ノ原１－６－３

会 員 歴 ２７年

趣 味 ゴルフ、読書、歴史的建物見学

コ メ ン ト 士会に入会させていただき、２７年ほど、その間自分は

何をしてきたのかと思い起こすと、特に大した活動を

やってきたとは思えず、この度の表彰は大変恐縮に思い

ます。

雄勝湯沢の会長として会員が必要としている情報をこ

れからも提供していければと考えています。

―１１―



新入会員からのメッセージ

建築士会に入り、２年目になります。

建築技術者は、幅広い範囲の知識、経験が必要となりますので、建築士会

を通じて、同年代や先輩技術者の皆さんより、多くのことを学びたいと思い

ます。

趣味とまでは言えませんが、昨年より、体調管理のためにランニングを始

めました。

一年ほど続いたので、そろそろフルマラソンを意識したトレーニングを開

始したいです。

現在、現場管理の仕事に携わっております。

常日頃から自分の考え、行動が正しいのか、客観的に分析するように心が

けています。

建築士会の活動や情報を通じ、知識を増やして行きたいと思います。

まだまだ経験不足ですが、これからよろしくお願いします。

趣味：釣り

この度、入会しました畠山祐弘と申します。

建築設計の仕事に従事しておりますが、日々ＰＣの画面に向かい、打ち合

わせや現場へ足を運ぶという毎日を送っております。このような業務を通じ

て感じることは、建築士として研鑽に努めなければという思いです。

会員の諸先輩方との交流を深め、たくさん学ぶことが出来ればと思ってい

ます。

よろしくお願いいたします。

趣味：ポタリング（自転車散歩）

新入会員紹介

秋田中央支部

多田 俊基

秋田中央支部

齊藤 孝純

仙北支部

畠山 祐弘
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地域貢献
活 動
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事務局だより

建築士に対する
定期講習のお知らせ

平成２０年１１月２８日施行の改正建築士法により、建築士事務所に所

属するすべての建築士は、登録講習機関が行う定期講習を３年以内

ごとに受講しなければなりません。

建築士事務所に所属する方で、平成２４年度に建築士定期講習を修

了した方及び平成２４年度以前に建築士試験に合格し建築士として登

録した方でまだ受講していない方は、平成２６年度中に当該建築士定

期講習を受講しなければなりません。

今回は平成２７年度の第４回目の講習（最後）になりますので是非

受講をお勧めします。

第４回定期講習（１Ｅ－０４）
と き：平成２８年３月１０日�
ところ：秋田市文化会館

募集期間：平成２７年１１月１０日から平成２８年２月２９日

登録講習機関 公益財団法人 建築技術教育普及センター

受付機関 （一社）秋田県建築士会 本部事務局

受講申込書を希望する方は各支部、本部まで電話かＦＡＸで連絡を

お願いします。

電話０１８－８６３－６３４８ ＦＡＸ０１８－８８８－１７３３

平成２７年１１月２日�に大仙市大曲交流センターで行う第３期講習会も１０月２０日�
まで受付しております。
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投稿だより
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会 務 報 告

（平成２７年１月～平成２７年７月）

１月 １０日 ●ヘリテージマネージャー養成講座

開催。

於：横手市 かまくら館

１３日 ●田仲事業委員長、事務局打合せ会

議開催。

於：建築士会 本部 会議室

２４日 ●ヘリテージマネージャー養成講座

開催。

於：横手市 かまくら館

２月 １日 ●ヘリテージマネージャー養成講座

開催。

於：横手市 かまくら館

６～７日 ●連合会平成２６年度全国まちづくり

委員長会議へ、田仲事業委員長出

席。

於：東京都 笹川記念会館

７日 ●平成２６年度第２回幹事会開催。

於：ルポールみずほ

出席者 戸嶋委員長 外１１名

議 題

１．東北ブロック会の報告、今

後の活動について

２．その他

７日 ●第３回学習会及び意見交換会開

催。

於：ルポールみずほ

１２～１３日 ●連合会東北ブロック会事務担当者

会議へ、小野事務局長、大高事務

職員出席。

於：福島県 郡山市

１４日 ●第４３回秋田県工業系高校生徒によ

る建築作品コンクール表彰式開

催。

１９～２０日 ●連合会東北ブロック会長会議へ、

湯沢会長、小野事務局長出席。

於：仙台市

２１～２２日 ●住宅新築リフオーム講座開催。

於：秋田市 イオンモール

２１～２２日 ●住宅新築リフオーム講座開催。

於：横手市 横手交流センター

２６～２７日 ●連合会平成２６年度全国建築士会職

員会議へ、小野局長、大高事務職

員出席。

於：東京都

２７～２８日 ●連合会平成２６年度全国女性建築士

連絡協議会へ、戸嶋委員長外４名

女性委員出席。

於：東京都

３月 ６日 ●秋田建築デザイン専門学校卒業式

へ、湯沢会長出席。

於：ホテルメトロポリタン秋田

７～８日 ●連合会平成２６年度全国青年委員長

会議へ、樋渡青年委員長、工藤青

年委員出席。

於：東京都

７～８日 ●住宅新築リフオーム講座開催。

於：大館市

いとくショッピングセンター

１２日 ●「すべての建築士のための総合研

修」開催。

於：秋田テルサ

１４日 ●ヘリテージマネージャー養成講座

開催。

於：横手市 横手プラザ

１９日 ●一級・二級・木造建築士定期講習

開催。

於：秋田市文化会館

受講者 ７１名

２０日 ●優良図書寄贈のため、小野事務局

長出張。

於：横手清陵高等学校

２３日 ●優良図書寄贈のため、小野事務局

会 務
報 告
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長出張。

於：大館工業高等学校

２４日 ●優良図書寄贈のため、小野事務局

長出張。

於：能代工業高等学校

３０日 ●平成２６年度第４回理事会開催。

於：ホテルメトロポリタン秋田

出席者 湯沢会長 外２３名

議 題

１．平成２７年度事業計画（案）

平成２７年度収支予算書（案）

２．報告事項 第２回ブロック

会長会議 第５８回全国大会

３．協議事項 役員改選、委員

会活動の活性化、全国大会及

び会委員総会での表彰者の推

薦について

４．その他

４月 ７日 ●平成２７年度第１回青年委員会開

催。

於：伊藤工業㈱

出席者 樋渡委員長 外９名

９～１３日 ●平成２７年二級・木造建築士受験申

込受付。

申込者 二級 学科 １２５名

製図 １３名

木造 学科 ０名

製図 ０名

１０日 ●秋田建築デザイン専門学校入学式

へ、湯沢会長出席。

於：ホテルメトロポリタン秋田

１１日 ●横手建築士会平成２７年度通常総会

へ、湯沢会長出席。

於：鶴ヶ池荘

１７日 ●秋田県木造住宅等地域材利用拡大

事業推進協議会設立総会へ、湯沢

会長出席。

於：ホテルメトロポリタン秋田

５月７～１１日 ●平成２７年一級建築士受験申込受

付。

申込者 学科 ６１名

製図 ２名

１４日 ●（一社）秋田県設備設計事務所協会

通常総会へ、湯沢会長出席。

於：ホテルメトロポリタン秋田

２１日 ●秋田中央建築士会平成２７年度通常

総会へ、湯沢会長出席。

於：アキタパークホテル

２３日 ●由利建築士会平成２７年度通常総会

へ、湯沢会長出席。

於：本荘グランドホテル

２６日 ●湯沢雄勝建築士会平成２７年度通常

総会へ、湯沢会長出席。

於：湯沢ロイヤルホテル

２６日 ●平成２６年度会計監査開催。

於：建築士会 本部 会議室

出席者 湯沢会長 外６名

議 題

１．平成２６年度会計状況

２．その他

２８日 ●（一社）秋田県建築士事務所協会第

４９回定時総会へ、湯沢会長出席。

於：秋田ビューホテル

２９日 ●能代山本建築士会平成２７年度通常

総会へ、湯沢会長出席。

於：プラザ都

６月 ２日 ●平成２７年度第１回理事会開催。

於：秋田キャッスルホテル

出席者 湯沢会長 外２２名

議 題

１．平成２６年度事業報告及び決

算承認の件

２．平成２７年度収支予算（変

更）承認の件

３．その他

� 平成２７年度定時総会につ

いて

� 役員改選

� その他

５日 ●仙北建築士会平成２７年度通常総会

へ、湯沢会長出席。

於：大曲エンパイヤホテル
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１２日 ●連合会平成２７年度通常総会及び意

見交換会へ、湯沢会長出席。

於：東京都 建築会館ホール

１２日 ●大館・北秋田建築士会平成２７年度

通常総会開催。

於：プラザ杉の子

１３日 ●平成２７年度女性委員会幹事会・学

習会・意見交換会開催。

於：サンパル秋田

１５日 ●（一財）秋田県建築住宅センター評

議員会へ、小竹前会長出席。

於：ルポールみずほ

１９日 ●平成２７年度第２回理事会開催。

於：秋田キャッツスルホテル

出席者 湯沢会長 外２０名

議 題

１．本総会について

２．その他

１９日 ●平成２７年度定時会員総会開催。

於：秋田キャッスルホテル

２３日 ●平成２７年度「住宅新築・リフオー

ム講座」実務者検討会開催。

於：伊藤工業㈱ 会議室

出席者 樋渡プロジェクトリー

ダー 外４名

２６日 ●（公社）福島県建築士会第３２回「青

年の集い」へ、樋渡前青年委員長

出席。

於：福島県 福島市

２７日 ●平成２７年度（一社）青森県建築士会

三沢大会へ、工藤青年委員長出

席。

於：青森県 三沢市

２９日 ●秋田県地域材利用モデル住宅提案

審査委員会へ、湯沢会長出席。

於：秋田県木材会館

２９日 ●秋田県特殊建築物調査・検査協会

平成２７年度通常総会へ、湯沢会長

出席。

於：ふきみ会館

２９日 ●平成２７年度鹿角建築士会通常総会

開催。

於：鹿角市「御宿 馬ぶち」

７月 ２日 ●平成２７年度三役・委員長会議開

催。

於：建築士会 本部 会議室

出席者 湯沢会長 外６名

議 題

１．委員会のメンバー構成

２．その他

５日 ●平成２７年二級建築士学科試験実

施。

於：秋田県ＪＡビル

受験者 １７７名

１１日 ●鈴木誠一氏旭日双光章受賞を祝う

会へ、湯沢会長出席。

於：秋田キャッスルホテル

１４日 ●連合会東北ブロック会平成２７年度

ブロック会総会並びに会長会議

へ、湯沢会長、小野局長出席。

於：仙台市

２６日 ●平成２７年一級・木造建築士学科試

験実施。

於：秋田県ＪＡビル

受験者 一級 １４０名

木造 ０名

２９日 ●第１回秋田県地域材利用住宅優良

事例選定委員会へ、湯沢会長出

席。

於：秋田県木材会館

３０日 ●一級・二級・木造建築士定期講習

開催。

於：秋田市文化会館

受講者 ９３名

３１日 ●秋田県地域材利用住宅優良事例選

定委員会第１回委員会へ、湯沢会

長出席。
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�鹿角支部

平成２７年

６月１２日（於 鹿角広域交流センター）

出席者１４名

第１回理事会

１．鹿角建築士会通常総会について

（開催は６月２９日�）

２．県建築士会総会について

３．全国大会（石川大会）について

４．本年度予定の講習会開催について

５．その他

６月１６日（於 鹿角広域交流センター）４名出席

会計監査

６月２９日（於 御宿まぶち） 出席者 会員１６名

第２回理事会

１．鹿角建築士会通常総会準備

２．全国大会について

３．その他

６月２９日（於 御宿まぶち）

出席者 会員２４名 来賓９名

平成２７年度 鹿角建築士会通常総会

第１号議案 平成２６年度事業報告及び収支決

算承認の件

秋田県建築士大会（鹿角大会）

の決算報告

第２号議案 平成２７年度事業計画（案）及び

収支予算（案）承認の件

第３号議案 任期満了に伴う役員改選の件

第４号議案 会則改正承認の件（入会金の廃

止を決議）

８月１９日（於 ホテル鹿角 コンベンションホー

ル「天翔」） 出席者５名

隈研吾講演会

演題「大湯温泉地区観光拠点施設整備とまちづ

くりについて」

�北秋支部

平成２７年

１月２８日 平成２７年会員新年会

講演会 大館市における「まち育て」

について

講師 秋田職業能力開発短期大学・住

居環境科 教授 小笠原吉張

於 プラザ杉の子

（出席）３３人

２月８日 衆議院議員「金田勝年君を励ます会」

出席

於 プラザ杉の子

（出席）畠山副会長

２８日 大館建設技能組合総会懇親会出席

於 大館労働福祉会館

（出席）鳥潟専務理事

４月１７日 三役委員会

平成２７年度通常総会について

於 事務局

（出席）石川会長

三浦副会長

小笠原副会長

鳥潟専務理事

事務局 福士

５月１９日 平成２６年度会計監査

於 北部コミニィティセンター

（出席）４人

１９日 第３回理事会

・平成２７年度通常総会について

・平成２６年度事業報告の件

支部だより平成２７年１月～平成２７年７月
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・平成２６年度会計報告、監査の件

・その他

於 北部コミニィティセンター

（出席）１８人

２０日 秋田県建築士事務所協会県北支部総会

懇親会出席

於 プラザ杉の子

（出席）石川会長

６月１２日 平成２７年度通常総会

於 プラザ杉の子

（出席） ６８人

正会員 ３０人

委任状 ３８人

１２日 総会終了後懇親会開催

於 プラザ杉の子

（出席）３６人

８月２８日 事務所協会合同商品説明会とビール会

於 プラザ杉の子

�能代山本支部

平成２７年

１月２７日 「市営松山住宅」構造見学会開催

１６名出席

２月７日 平成２６年度講習会開催

於 プラザ都 ２０名出席

５月２９日 青年委員会開催

於 プラザ都 ３名出席

５月２９日 平成２７年度通常総会開催

於 プラザ都 １９名出席

６月８日 青年委員会開催

於 いとうや ６名出席

６月２２日 青年委員会開催

於 梵天丸 ６名出席

７月７日 平成２７年度第１回理事会開催

於 中田建設会議室 ８名出席

７月１３日 青年委員会開催

於 宝むらん ５名出席

７月２７日 青年委員会開催

於 阿佐ヶ谷 ５名出席

�秋田中央支部

平成２７年

１月１８日 女性部会

住宅改修・福祉用具相談

（於 ＬＬ財団）

２３日 ひびき編集委員会

第２回委員会 （於 以和世）

１．ひびき３６号決算見込みについて

２．部会報告

３．その他

２月７日 女性部会

第４回学習会（於 ルポールみずほ）

「和のおもてなし」

講師 佐藤友子先生

１２日 理事会

第３回理事会・懇親会

（於 アキタパークホテル）

１．ひびき３６号決算見込みについて

２．委員会報告

３．その他

３月１２日 役員会

１．平成２６年度一般会計収支決算見込

み （於 以和世）

２．平成２７年度一般会計収支予算案

３．平成２７年度特別会収支予算案

４．今後の日程について

５．その他

４月２２日 監査

平成２６年度一般会計・特別会計収支決

算監査 （於 アキタパークホテル）

２５日 女性部会

会計監査 （於 秋田市交流館ＡＵ）

２８日 理事会

第１回理事会

（於 アキタパークホテル）

１．平成２６年度事業報告

２．平成２６年度一般会計・特別会計収

支決算報告

３．平成２７年度事業計画

４．平成２７年度一般会計・特別会計収
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支予算書

５．役員改選について

６．平成２７年度表彰について

７．その他

５月２１日 理事会

第２回理事会（於 ルポールみずほ）

総会準備

通常総会

平成２７年度通常総会

（於 アキタパークホテル）

議案第１号

� 平成２６年度事業報告

� 平成２６年度一般会計収支決算承認

の件

� 平成２６年度特別会計収支決算承認

の件（ひびき３６号）

� 会計監査報告

議案第２号

� 平成２７年度事業計画

� 平成２７年度一般会計収支予算案決

定の件

� 平成２７年度特別会計収支予算案決

定の件（ひびき３７号）

議案第３号

役員改選の件

議案第４号

その他

懇親会

６月１６日 役員会

案件

１．平成２７年度顧問、相談役について

（於 以和世）

平成２７年度委員会構成について

２．その他

７月４日 事業委員会

平成２７年度「建築士の日」全国等一事

業

青年部会

「住まいの安全・安心総点検」

（於 秋田市アルヴェ）

女性部会 ① 建築相談会

② 建築パネル展

７月８日 事業委員会

平成２７年度優良建物見学会

（於 ルポールみずほ）

１．説明会

２．見学会

秋田市新庁舎建設工事現場

３．懇親会

�由利支部

平成２７年

１月２８日 ●第３回理事会及び新年会

於 職業訓練センター

・今後の事業計画及び日程について

・上期決算について

・その他

３月９日～４月１３日

●二級・木造建築士試験申込書配布

４月１日～５月１１日

●一級建築士試験申込書書配付

４月１５日 ●第２回運営会議 於 支部事務局

・平成２７年度予算書（案）について

・仮決算について

・その他

４月２１日 ●第１回理事会
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小田島会長挨拶

平鹿地域振興局
大橋副主幹様

大仙市建設部建
築住宅課
鈴木主席主査様

於 職業訓練センター

・平成２６年度決算書、平成２７年度予算

書（案）

・総会来賓範囲について

・支部、県表彰者推薦

・役員改選について

４月２１日 ●平成２６年度会計監査

於 支部事務局

・平成２６年度実施事業報告書及び収支

決算書

・上記に係る諸帳簿

５月２３日 ●総会準備会

於 本荘グランドホテル

・総会進行について

・その他

５月２３日 ●第３回通常総会

於 本荘グランドホテル

・平成２６年度事業報告及び収支決算承

認の件

・平成２７年度事業計画（案）及び収支

予算書（案）決定の件

・功労者表彰

・懇親会

７月９日 ●第１回青年委員会

於 由利建築士会事務局

・青年委員会事業計画について

・親子体験学習「気持ちのいい家をつ

くろう」in 由利について

７月２３日 ●第２回理事会

於 本荘由利地域職業訓練センター

・女性委員会親子体験学習について

・市民祭り開催について

・全国大会（石川大会）

７月２３日 ●建築関連講習会

於 本荘由利地域職業訓練センター

改正建築士法及び建築確認申請手続き

変更について

講師：由利地域振興局建設部建設課

専門員 建築主事 斎藤省吾氏

�仙北支部

平成２７年

１月３０日 平成２６年度仙北建築士会講習会

５５名参加＜大曲プラザたつみ＞

・会長挨拶

・「建築基準法の改正について」

平鹿地域振興局建設部建築課建築指

導班 大橋副主幹

・「改正建築士法の今後のスケジュー

ル等について」

大仙市建設部建築住宅課

鈴木主席主査

・「最近の法令改正について」

大曲仙北広域市町村圏組合大曲消防

署 武藤予防主席主査

―２６―



大曲消防署
武藤主席主査様

茂木副会長挨拶

大仙市建設部建
築住宅課
古屋参事様

終了後新年会 ５１名参加

３月１８日 平成２６年度第４回常任理事会

５名出席＜事務局＞

・役員改選について

・監査及び理事会の日程について

・総会の日程について

４月１４日 会計監査 ４名出席＜事務局＞

４月２２日 平成２７年度第１回常任理事会・理事会

１５名出席＜大曲職業訓練センター＞

・平成２６年度事業報告及び収支決算に

ついて

・平成２７年度事業計画案及び収支予算

案について

・新役員について

・総会について

６月５日 平成２７年度通常総会

４７名参加＜大曲エンパイヤホテル＞

・平成２６年度事業報告及び収支決算に

ついて

・平成２７年度事業計画案及び収支予算

案について

・役員改選

・その他

懇親会 ９３名参加

―２７―



�横手支部

平成２７年

Ｈ２７年１月１４日�ＰＭ５：００～

横手ゆうゆうプラザ 出席者２０名

第６回 理事会

① 会務報告 ・平成２６年度 秋田県建築士会鹿

角大会

・平成２６年度 第３回理事会

② 議題 ・平成２７年度通常総会について

・平成２６年度支部講習について

・平成２６年度研修旅行について

Ｈ２７年２月２５日�ＰＭ１：３０～

横手セントラルホテル

支部講習会 参加者８５名

Ｈ２７年３月１２日�ＰＭ１：３０～

第７回理事会

サンサン横手 出席者１５名

① 平成２６年度支部講習会報告

② 平成２７年度通常総会について

③ 支部運営について

平成２７年４月１１日�

鶴ヶ池荘

第１回理事会（総会直前理事会）

出席者２４名

平成２７年度 横手建築士会 通常総会

出席者 ４１名

Ｈ２７年５月２７日�

ゆうゆうプラザ 出席者２８名

第２回合同理事会

・年会費徴収

・理事・運営委員懇親会

Ｈ２７年６月２４日�

サンサン横手 出席者１５名

第３回 理事会

① 会務報告 （県本部）県本部総会

（支 部）合同理事会報告

② 協議事項 ・横手建築士会役割分担について

・横手建築士会会則について

・Ｈ２８年度横手建築士会通常総会

�湯沢雄勝支部

平成２７年

◇平成２７年度第１回理事会

日 時 ４月２０日�１３：００～１５：００

場 所 湯沢ロイヤルホテル

議 題 １．平成２６年度会務報告

２． 〃 収支決算会計監査報告

３．役員改選

４．平成２７年度収支予算計画

５． 〃 事業計画

６．通常総会準備について

出席者 １３名

◇平成２７年度「湯沢雄勝建築士会」通常総会

日 時 ５月２６日�１６：３０～１７：５０

場 所 湯沢ロイヤルホテル

出席者 ２８名 委任状３２名 計６０名

議 題 １．平成２６年度会務（事業）報告

２． 〃 収支決算報告承認の件

３．会計監査報告

４．役員改選

５．平成２７年度事業計画案決定の件

６． 〃 収支予算案決定の件

議案その他、原案通り満場一致で可決

総会終了後、懇親会を盛大に開催。

―２８―



編 集 後 記

北秋支部 石川 成

編集後記の原稿依頼がきて、ハタと困った。何をどう書けばいいのか。他の人

は何を書いているのか。と言うことは、今までほとんど読んでいなかったし、気

にもしていなかったのだ。事務局の大高さんにお願いして以前の原稿をＦＡＸし

ていただいた。「もう！捨ててしまったんでしょう。」と言われ、正直な私は「は

い、そうです。」と即答し、『しまった、また怒られる。』と思ったが、意外にも

何も言われず、直ぐにＦＡＸが届いた。読みながら『広報誌ってどんな内容だっ

たかな』と探してみたが、これもまた無い。いつも「積ん読」なので、この間整

理してしまったばかりだった。

それが今年度の役員改選で、広報部会担当ということになった。

今までの広報を思い出してみると、青年大会や現場見学会の報告・各支部各委

員会等の活動履歴等や終わった事業報告が主だったような気がする。年２回の発

行なのでしょうがないかも知れないが、今後の活動予定を担当者の意気込みをこ

めて語ってもらったら少しは未来志向になれるかな？とか、設計・施工・考察の

自慢話とか、自慢の工事物件の写真などを載せてもおもしろいかな？とか考えて

みた。もう少し会員に寄り添った形の内容に・・・。

自分が今まで読まないからと言って適当なことを考えてみたが、会員減の今、

思い切った方策も必要ではないだろうか。

あまり色々な事を言うと「お前がやれ！」と言われそうなので、この位にしま

す。読んでくれた方、ありがとうございます。

―２９―



表 紙 の 紹 介
今回の表紙の写真は、由利支部の担当でありましたので、去る８月３０日に由利本荘市矢島町で開催した女性

委員会主催の「まちなみ見学会」のスナップを採用しました。この写真は、その時に撮影した「龍源寺」本堂

前ものです。

以下に、本誌の表紙に利用した「龍源寺」と裏表紙に使用した「八森苑」の概要を紹介します。

（秋田県建築士会由利支部）

「龍源寺」の概要

龍源寺は、旧矢島町にある曹洞宗の寺院で、山号は金嶺山です。この寺は、元和９（１６２３）年、常陸国行方

郡新宮より矢島に移封した打越左近光久（打越氏は中世由利十二頭の一つ）により創建されたと伝えられます。

しかし、寛永１７（１６４０）年に讃岐高松十七万三千石の領主生駒高俊公が故あって矢島一万石に国替えされた

ため、龍源寺は、その後明治に至るまで十二代、二百三十年にわたって生駒氏の菩提寺としての役割を果たし

てきました。このため、本堂の裏手には、生駒家の霊屋

と墓所が設けられているほか、創建者である打越氏の墓

所も残されています。

龍源寺は、開創以来、二度の火災にあっていますが、

現在の本堂は「戊辰戦争」で焼失したため、明治１３（１８８０）

年に再建されたもので、平成１６（２００４）年に国の登録有

形文化財に指定されています。

美し曲線美を醸し出している茅葺屋根の本堂をはじ

め、同寺院の造営は庭園を含めてかつての西国大名で

あった生駒家の方針を色濃く反映しているものとされ、

地理的条件にも恵まれていることもあって、地方寺院と

しては稀に見る佇まいを見せています。

矢島町歴史交流館「八森苑」の概要

八森苑は、讃岐高松の領主であった生駒氏が、矢島に

国替えされたとき随行してきた重臣佐藤氏が代々住まれ

ていたところで、「戊辰戦争」の際に焼失したため、現

在の母屋と離れは、明治初期及び大正末期に江戸時代の

様式を取り入れて再築したものとされています。

また、庭園は佐藤氏が先祖の佐藤志摩介道益が創設し

た栗林公園（四国高松）を模してつくったとされ、建築

時を考証し復元されています。併設されている新築棟の

「道益苑」は、矢島町が立町１１０周年を記念して平成１１

年に建てたもので「道益」の名に因んで命名されていま

す。この建物は、明治・大正期の建築物と調和がとれる

ように武家屋敷様式を取り入れて建設されています。

―３０―
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