
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 建築レンジャー青年部                   青年部  清島光治 

長崎支部青年委員の清島です。日頃からお世話になっております。思い起こせば３年前、当時長崎支部青年委員長の森

岡さんからアツい活動内容をお聞きして青年委員会に入会させていただきました。入会してからは、ボウリング大会や KIZUNA 

in 長崎大会、建築士の集い沖縄大会、景観教室、江崎べっ甲店様保管活動など多くの事業に参加させていただき、さあ、

来年はいよいよ九州ﾌﾞﾛｯｸ長崎大会！…あれ、もう卒業やん！！ 

あっという間の 3 年間でした。建築士会の皆様、青年委員会の皆様と過ごした日々は一生の宝物です。お世話になりまし

た。今後は長崎県青年委員長の竹田さん、長崎支部青年委員長の鯖江さんのもと、青年 OB として馬車馬のように働きま

すので何卒よろしくお願いいたします。 

な が 坂 

編集後記 せっかくの新緑の季節も、新型コロナウイルス感染予防のために外出自粛、人との面会自粛で気が晴れません。 

おまけに今年は梅雨入りも早いとのこと…遠くに行かず、一人で、家の中での楽しみを見つけましょう。まずは元気を出して！ 

一般社団法人長崎県建築士会長崎支部事務局    

〒850-0032 長崎市興善町４－６－６０１号     TEL (095)826-5514 

E-mail：shikai_nagasaki@ngs1.cncm.ne.jp        FAX(095)826-5535 

 

 

事務局担当の 

徳久です。 

事務局から 
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長崎市立図書館 

市役所へ 旧県庁へ 

長崎支部事務局 

付近図 

www.kenchikushikai.ngs.jp/ 

長崎県建築士会からのお知らせ         一般社団法人 長崎県建築士会(TEL095-828-0753)        

(一社)長崎県建築士会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： 

 

先月、長崎支部定時総会が開催されま

した。総会に出席されなかった方には

総会資料を同封しております。 

 

 私の庭 
（女性部会のコーナー） 

次回例会は 5 月 25 日(火)18：40～長崎支部事務局にて行います。皆さまのご参加をお待ちしています！ 

◇令和３年度 【建築士定期講習】日程のお知らせ◇ 

＊建築士事務所に所属する一級/二級/木造建築士のうち、◎平成 30 年度（H30.4.1～H31.3.31）受講した方、 

◎平成 30 年度の建築士試験に合格した方は令和 3 年度中に建築士定期講習を受講する必要があります！！ 

●令和 3年 8月 27 日(金)   ・開催地：長崎市  ・定員：30 名  ・DVD 講習 

●令和 3年 11 月 22 日(月)  ・開催地：長崎市  ・定員：30 名  ・DVD 講習 

●令和 4年 3月 18 日(金)   ・開催地：長崎市  ・定員：20 名  ・DVD 講習 

女性部会は、４月２８日（水）１８時４０分より、令和３年度総会及び４月例会をリモート参加も

併用して長崎支部にておこないました。総会において、令和２年度の事業報告、令和３年度の事

業計画の確認、令和２年度の会計報告を行いました。その後、４月例会をおこない、令和４年度

に長崎にて開催される「建築士の集い」への参加について、住育活動の継続について等話し合い

をしました。参加者５名（うち、リモート参加１名） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎市建築指導課からのお知らせ                         問い合わせ先： ０９５-８２９‐１１７４ 

◆木造戸建住宅の耐震補助事業について（指導係） 

 令和３年度も木造戸建住宅の耐震補助事業を実施します。（４月２1 日に開始しました。） 

①耐震診断費に対して５１，０００円（自己負担額１０，５００円で診断できます）を助成   

②耐震改修計画作成費及び耐震改修工事費をセットで最大１００万円（建替工事費についても最大１００万円）を助成   

③指定対象地域になりますが、除却工事費について最大３０万円を助成 

 ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください（先着順受付、予定戸数になり次第締め切ります）。 

 

 

 

 

 

 

  令和３年６月１１日(金) 16：30～17：30 ※18：00 より懇親会（参加費￥6,000）   
    ◇会場：ホテルニュー長崎 （長崎市大黒町 14-5 TEL095-828-1230） 

     ＊総会：地階「珊瑚の間」  ＊懇親会：地階「海鳳の間」 
       ★総会の出欠の返信をお願いいたします。欠席の方は委任状の提出をお願いいたします。 

       ★懇親会については、予定が変更になる可能性もあります。 

 

 

令和３年度 一般社団法人 長崎県建築士会定時総会のご案内 

◎ ３年度総会資料の確認等について   ◎換気アドバイス講習会について 

◎ その他（令和 4 年度九州ブロック「建築士の集い」長崎大会について） 
 

理事会の話題   4 月 14 日 18：00～  リモート会議にておこないました！  リモート画面→ 

まちぶらプロジェクト 令和 3 年度『中島川・寺町地区まちなみ整備助成事業』募集！  

①対象区域：中島川～油屋町周辺（詳細はお問い合わせください） 

②募集期間：令和３年４月１日（木）～１０月２９日（金）まで（予定） 

③助成対象：区域内において、町家等で伝統的な意匠や形態の維持、保全又は復元のために行なう工事や

町家等以外の建築物等で町家風外観形成に係る工事に係る経費。 

④補助額：町家等の修繕・復元に係る経費の（助成率１/３～１/２以内） 町家等の場合上限 600 万円/件、 

町家等以外の建築物上限 200 万円（新築の場合は上限 100 万円） 

※応募要領等詳細は長崎市ＨＰ「まちなか再生」 にてご確認ください 

【問合せ先】 TEL（095）829-1178  FAX（095）829-1229  E-mail：machinaka@city.nagasaki.lg.jp 
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【助成前】 

 

 

 

 

 

長崎市の景観重要建造物 Vol.3 

第 5 号 常岡歯科診療所（平成 23 年 4 月 1 日指定） 

•所在地 長崎市油屋町 2 番 18 号•アクセス思案橋電停下車徒歩 5 分 

•概要 木造 2 階建、寄棟造、桟瓦葺 

•外観の特徴 昭和初期に建設された商家建築で、1 階が住居、2 階が診療所となっている。和風建築で歯科診

療機能を持つ珍しいケースで、当時の外観と機能を保持している歴史的建造物である。 

•その他（受賞歴等） 長崎県まちづくり景観資産（平成 20 年 9 月 24 日登録） 

※建造物の詳しい情報や他の景観重要建造物を知りたい方はこちらからどうぞ。 ⇒（長崎市 HP）→ 

長崎市景観推進室からのお知らせ                    問合せ先：095-829-1177 

 

 
 

 
(リンク先：Google Map) 

 

 

  

Ｊｗ＿ｃａｄセミナー初級（基本操作編）開催のお知らせ 
令和３年６月６日(日）、６月１３日(日）、６月２０日(日) 9：00～16：00（6 時間×3 日・18 時間） 
＊内  容：Ｊｗ_cad のインストールから基本操作  *場  所：長崎県立長崎高等技術専門校(管理棟 3F 共用パソコン室) 
＊対象者：建設関連、設計関連の職業に就いている方でＪｗ_cad の基本操作方法を習得したい方。 
＊定  員：１０名（先着順）   *募集期間：令和 3 年 4 月 5 日(月)～5 月 24 日(月)（但し定員になり次第締め切り） 
＊受講料：1,000 円（受講決定通知の郵送時に納付書を同封します。）※テキストは一般書店にて各自購入し、ご持参ください。 

＊申込方法：長崎高等技術専門校の HP より申込書をダウンロードのうえお申し込みください。 
＊申込・問合せ先：長崎県立長崎高等技術専門校   西彼杵郡長与町高田郷 547-21 

（TEL095-887-5671/FAX095-813-5676）（http://www.pref.nagasaki.jp/section/na-kogi/index.html 
 

長崎市まちなか事業推進室からのお知らせ                 問い合わせ先： ０９５-８２９‐１１７8 

５月２７日（木）14：30～15：15（※入室開始：14：00～） 換気アドバイス講習開催のご案内 

●受講方法：WEB 配信限定(zoom)※ご自身の端末でご参加下さい 

●受講料：無料 ※使用するテキストは各自ダウンロードしてご準備ください。●定員：100 名（申込先着順） 

●申込締切：5 月 24 日(月)       ※詳しくは同封のチラシをご確認ください。 

●問合せ先：長崎県建築士会 TEL/095-828-0753） 

これからの催し 

新年度のあいさつ                               長崎支部長 中野 善弘 

 皆様こんにちは、皆様のご協力のもと無事に総会を終えることができました。感謝申し上げます。昨年度の役員 

体制のまま、コロナ終息は見えませんが可能な限り事業を推進していきたいと思います。今年は「長崎開港 450 

周年」でしかも「開港５都市景観まちづくり会議」が長崎市で開催予定です。支部も関わることになりますので、 

ご協力をよろしくお願いします。 

 

 
【助成後】 

 

ＣＰＤ１単位 

中野支部長挨拶  司会は鯖江青年委員長 
  

長崎支部定時総会を開催しました！ 

 ４月２３日（金）１６時３０分より、ホテルセントヒル長崎（筑後町 4-10）において、新型コロナ

ウイルス感染予防対策を実施したうえで長崎支部定時総会を開催いたしました。総会の参

加者は２９名、委任状 148 通で総会は成立しました。懇親会は自粛して中止としました。 

 

     上山・有馬両副支部長  議長は松寺会員  諸岡常務理事より報告  監事は御所会員            会場の様子    写真提供：㈱NSC 

令和３年度 九州ブロック研究集会「建築士の集い」大分大会開催のご案内～テーマ：「さい・Re」 

2021.08.21（土） 受付開始 11:30 大会会場：J:COM ホルトホール大分 市民ホール大ホール  

内容【地域実践活動発表】【防災減災特別講演】【災害活動パネル展示】【第二分科会：魁！！リノベ塾「藤本 壮介氏講演会」】

  【第三分科会：木材建築見学ツアー「木彩～もくさい～」】※詳細は長崎県建築士会ホームページをご覧ください！ 

申込締切５月２７日（木）！ 


