ＩＴ推進室の活

私共青年部会は

くお願い申し上げます︒

協力と青年部 会員のご尽 力をよろし

にしてまいりますので︑関係各位のご

二年間の成果 を上げられ るような年

親会運営﹄を行う予定です︒﹃２００

には﹃臨時総会︑レクリエーション懇

営﹄を９月実施予定︑平成２０年１月

新規事業として﹃三県合同懇談会の運

このような中︑

動として﹁会員

０誌﹄におきましては部会長︑各委員

た︒
入札方法の改変は多くの場合が私

取り入れる自 治体が出て まいりまし

波や風を受ける業界の中において
﹁負

列記いたしましたが︑
当協会が多くの

今年度︑
各委員会活動計画の一部を

ーそして会
員の皆様の
御協力のお

陰で平成１８年度総会︑懇親会の運営︑
また﹃会員手帳﹄の更新︑﹃２０００
誌第１７号・第１８号﹄の発刊や﹃協
会だより﹄
の原稿寄稿と特別事業の青
年部会創立１０周年式典・懇親会を行
いました︒
今年度︑
４月２７日には平成１９年
度定時総会・懇親会も無事開催するこ
とが出来ました︒会員数も年々減って
くる中で動員 数も昨年と ほぼ同様の
出席を頂けた 事に対して 皆様方の御
協力に感謝し ているとこ ろでありま
す︒
今年度の今 後の事業と 致しまして

昨年度に引き続き﹃会員手帳の更新﹄
﹃２０００誌の発刊﹄
﹃協会だよりの
原稿寄稿﹄を行う予定です︒今年度の

します︒

後ともご協力 の程よろし くお願い致

て行きたいと 考えており ますので今

る交流出席率 アップを目 標に頑張っ

最後に残りの期間 も会員間の更な

ております︒

しまれる２０ ００誌にな ればと思っ

されております︒これにより︑より親

原稿寄稿参加することに決定し︑掲載

＋アルファと して副委員 長さんにも

対策として５ 月理事会に て今回から

への有益な情報

昨年度は

長︑室長だけの掲載によるマンネリ化

共に影響があり︑
より一層の企業努力

けない組﹂として存続するために︑青

委員メンバ

とは何か﹂とし
て﹁喜ばれる・役に立つ情報発信﹂を
試行・実践してまいります︒
又︑近隣︵熊本・宮崎︶の青年部会

おかげさ
まで平成
との交流を総 務委員会の 段取りで鹿
計画を認識し合い︑
当青年部会や協会

１９年度
会の総会も無事に終了いたしました︒

にフィードバ ックするよ うに努めま

児島で実施し︑
互いの現状報告や活動

昨年度は青年 部会創立１ ０周年記念
す︒

の青年部

として式典と 懇親会を開 催させてい

工事の現場見学会を開催し︑
その規模

次に︑
会員研修委員会では大型民間

年部会への叱咤激励をいただく等︑
大

や雰囲気︑
工法を研修いただきたいと

ただき︑
多くの来賓や親会の皆様に青

変ありがたい一年でした︒
一年間お世

考えております︒

して︑
﹁建築展﹂への参加促進に力を

少年の興味や 理解をいた だく活動と

更に︑活動委員会では︑建築への青

話になった皆 様と支えて いただいた

青年部会員に この場を借 りて心より
御礼申し上げます︒
さて︑
現時点において各自治体での

を求められる こととなっ てまいり ま

年部会として 試行錯誤し ながらも新

入れる計画を立てております︒

す︒大変なことですが︑この動きは拡

しい事業や改善した事業等を推進し︑

入札取り組みの中で︑
一般競争入札を

大していくことと考えられます︒
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れていますが﹁県︑各市町村の電子入

となり︑そ

会の一員

会の理事

青 年 部

の皆様のお役にたてれば幸いです︒

ころです︒委員会の事業を通して会員

などをテーマ に協議を重 ねていると

し﹂︑﹁建設業界の社会的地位の向上﹂

ＰＯ︵柳谷隊︶通称ヤネダンの町おこ

札︑電子納品のＣＡＬＳ化﹂︑
﹁鹿屋Ｎ

の大変さ

本 年も委 員会の メンバ ーと共に 力

でも最大規模 の施設とし て注目され

学の模様です︒報告は次回にさせてい

※ 原稿入 稿後に 開催さ れた現場 見

ろしくお願い致します︒

のさらなるご 指導ご鞭撻 ご協力をよ

を合せて努力 して行きま すので皆様

大切さ︑事業を企画︑実行する難しさ
を感じた一年目でした︒
さて︑本年度の会員研修委員会の事
業ですが︑今︑鹿児島県において多数

ている 仮称﹁イオン鹿児島東開ショ

ただきます︒

の大規模商業施設が進出︑出店する中

ッピングセンター﹂ の現場見学会・
技術者講習会を計画しております︒
他 県でも 起こっ たＳＣ 乱立戦争 が
鹿児島でも起こるのでしょうか︒そし
て既存店の対応は・・・︒
地元住民には︑
ショッピング出来る
ところが増え るのは良い ことでしょ
うが︑街創りとしては︑どうなのでし
ょうか︒
考えさせられるような気がし
ます︒
建設業界も大変な時代ですが︑
他の
業界も厳しい時代のようです︒
また︑
もう一つの事業の経営者講習
会ですが︑
今までも何回か取り上げら
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新年度が
始まり３ヶ
月が過ぎま
した︒
活 動委 員会 の事 業と して ７月 末日
に昨年に引き続き身障者・高齢者擬似
体験を行なう予定です︒ぜひ奮って参
加してくださ います様お 願い致しま
す︒
も う一つ の事業 であり ます青少 年
育成事業です が１０月に 開催される
﹃かごしま住まいと建築展﹄に小学生︑
中学生︑
高校生を対象に招待する計画
をしています︒
地方の学生また一般の
学生にとって
﹃かごしま住まいと建築
展﹄
のことはあまり知られていないよ
うな感じがします︒そこで子供たち対
して建築展に参加する機会を与え︑
少
しでも建築に興味を持って頂き︑建築
の魅力︑
意義を理解してもらいどのよ
うな形でも良 いので建築 に関わって
もらえればよ いと思い計 画していま
す︒まだ学校関係者の理解を得る等の
課題はありま すが解決し て建築業界
のイメージア ップ活動に なればよい
と思いますの で皆さんの 協力よろし

くお願い致します︒

社会になってきています︒

この世
の中︑切
っても切
れないパ
ソコンの
我々︑建築業界でも電子入札・電子
納品・電子カタログと言ったパソコン
を使わないと いけない時 代になって
きました︒
イ ンター ネット につな げば最新 の
ニュースが︑
また家にいながら買い物
も出来ます︒
今からはＩＴ化の時代だ
と思います︒
建築協会としましては︑平成１８年
度にグループウェアソフト
︵サイボウ

ズ︶を使いＦＡＸレスになりました︒
初めは会員の 方の戸惑い も有りまし

たが１年がすぎて定着してきました︒
本年度は︑
我々のサイボウズに納入
業者の掲示板 を設けよう としていま
す︒その中で︑宣伝・広告を行い﹁建
築協会の会員 だけのメリ ットの有る
掲示板﹂にして行きます︒
次に︑
建築協会のホームページを見

てもらう為に﹁棟上げ情報﹂をブログ

化して載せようと思います︒家を作る

とき︑お施主様と一緒に多くの方が棟

上げを祝って いただける 情報を提供

できる様にしていきます︒

防 災協定 マップ 作りも 行ってい ま

す︒災害が起きた時の為に Google
マ
ップを使い︑会員の会社の所在地が人

目で分かる様 な防災協定 マップを作

ります︒

本年は︑熊本・宮崎・鹿児島で﹁三

県建協合同研修会﹂が鹿児島で行われ

ます︒その為にも他建協会の事例等を

基に勉強して行きたいと思います︒
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パリを

年の秋︑

一 昨

たので最近購 入したハイ ブリッドカ

題材でし

誌は自由

２０００

今回の

さて頂いております黒江浩文です︒

長を務め

会副委員

活動委員

只今︑

の気持ちの高ぶり︑何とも表現しがた

し求めていた ものにめぐ り 合えた時

の出会いと同じで一目ぼれしたり︑探

ても永遠の刻みを次世代に残す︒人と

命ある時計を 保存し持ち 主が変わっ

〜古き良き時代〜 半世紀以上︑生

名が定着したのではないでしょうか︒

訪れる

今 回２０ ００誌 の原稿 の執筆依 頼

い至福の時になる︒私にとって︑それ

プリウス を題材にさ せていただ

がありましたが︑
題材に成りうるもの

がオメガ シーマスターであった︒

ー
きました︒
気になる燃費ですが︑
購入当初がリ

がなく︑
あえて持ち物自慢という事で

機会が

ありました︒
いわゆる観光バスのツア
ーではなく︑
地下鉄などの公共機関を

私 はアン ティー ク時計 の収集趣 味

縄文時代の竪 穴式住居か ら始まり１

建築も同じ︑最新技術工法の開発で

ッター当り１５ km
ぐらいでしたが︑
発進時の加速 を抑えてで きるだけモ

があり︑
私の所有している腕時計が１

０００年以上の歴史を持つ︒何度とな

今回記載させていただきます︒

い つも なら 全く しな い朝 の散 歩な

ーターで走る ようにして 最近ではリ

９５０年前後の物ですので︑厳密に言

く被った大地 震や台風に も耐えた社

使っての気ままな旅でした︒
のですが︑知らない町を歩くというの

ッ ター ２０ kmぐらい まで伸 びて き
ました︒
今までは燃費の悪い車に乗っ

えばアンティ ークに値す るかは疑問

は気持ちのいいものです︒
朝靄がかか

い合いをしているが︑日本の伝統建築︑

ゼネコン︑ハウスメーカーが技術の競

る町からはい つもと変わ らないであ

ていたので頻 繁にガソリ ンスタンド

〜古き良き時代〜

ろう日常生活の音が聞こえ︑
路地裏の

寺仏閣が現在にも残っていることは︑

いかにすぐれた構法であったか︑古き

に行っていたのですが︑
現在は月に１︐ 符が付くかもしれません︒
﹁アンティークの定義﹂

り立っている 事を再認識 したいもの

カフェに立ち 寄ると地元 の人達が楽

逆に注意することは︑
ゆっくり走る

一般的に﹁アンティーク と｣いう言
葉は１００年︑
あるいはそれ以上の年

です︒

２回程度に減りました︒

いるかはさっ ぱりわから ないのです

とモーターで走るので︑
前の歩行者や

月を経た美術 的価値のあ る古い道具

しそうに話をしています︒
何を話して

が︒
こんな何気ない日常風景がとても

自転車が気付いてくれないので︑
危な

を指す場合に用いるが︑２０世紀にな

い その場の空気を味わい︑実 際 に 見

なく現在のところ満足しております︒

高 速や坂 道でも 走りに は特に問 題

で形容するべきではなく︑本来﹁ヴィ

短いため﹁アンティーク﹂という言葉

り発展︑
普及した腕時計はその歴史が

良き時代の上に︑現在の建築工法が成

新鮮に感じたのです︒

い思いをすることです︒

ることで町の一部に触れたよう

また今後燃費 をどれだけ 伸ばせるか

書物や映像だけではわからな

な気がします︒五感をフルに活

ンテージ﹂と呼ぶほうが正しいのかも
しれないが日本語なら﹁古時計﹂とな

が楽しみです︒

かない新しい発見が出来ると感

りそれではあ まりにも 聞 こえが悪い

用することにより︑普段は気付
じた旅でした︒

ので﹁アンティーク時計﹂という呼び
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