
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 建築レンジャー青年部                   青年部  本郷 真樹 

 ヘリテージマネージャー養成講座が始まりました。まだ始まって間もないですが、長崎にも素晴らしい 

文化財がたくさんあることを改めて知ることができました。しかしながら、富貴楼や江崎べっ甲店にように 

失われてしまった文化財もあります。そうならないためにも、建築士として保存、活用、整備し残す方法 

を考えていかなければならないと実感しました。 また、青年部では江崎べっ甲店の内部建具、外部建具などを

保管管理しております。興味のある方は青年部までご一報ください。 

な が 坂 

編集後記 蕾だった金木犀がようやく開花して甘い香りを漂わせています。８月の異例の長雨とは逆に、ここのところはほとんど 

雨が降らない日々が続いています。バランスが崩れると傾いてしまうのは摂理、ほどほどにバランスよく！２０２１年もあと２ヶ月。 

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 

Ｎo,173 
2021 年 11 月 

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.nagasaki-shikai.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： 

勤務先や住所および連絡先等の変更

がありましたら、事務局までご連絡

ください。 

 

 私の庭 
（女性部会のコーナー） 

次回例会は 11 月 16 日(火)19：00～支部事務局またはリモートにて行います。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！！ 

  ・１月１８日(火)(追加開催)  ・３月１８日(金)       

●会場：長崎県勤労福祉会館(長崎市桜町 9-6)     ●定員：各回とも３０名    ●ＤＶＤ講習 

 女性部会は、10 月 26 日（火）19 時より、長崎支部会場とリモート併用による 10 月例会 

を開催。部会員へのアンケート結果を見ながら、参加者で意見交換をしました。 

アンケートの回答で、参加が難しい状況や、女性部会への要望のご意見がありましたので、 

今後、出来るだけ多くの方が参加いただけるよう検討して実行していこうとしています。 

また、12 月 3 日 19 時からの山田由香里教授による WEB 講座も楽しい企画となっており 

ますので多くの方にご参加いただきたいと思います。（「これからの催し」コーナーに記載）こちらは女性部会員以外の方

にもご視聴いただけますので、是非皆様ご参加ください。例会参加者は 6 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 

 

 

長崎市の景観重要建造物 Vol. ９ 

 

長崎市景観推進室からのお知らせ                     問い合わせ：095-829-1177 

第 21 号      日本二十六聖人記念館（平成 31 年 3 月 8日指定） 

•所在地      長崎市西坂町 2400  •概要        RC 造、4 階建て 

•アクセス      長崎電気軌道「長崎駅前」電停下車 徒歩約 6 分 

•外観の特徴 日本二十六聖人殉教地(県指定史跡)として、県及び市域全体の歴史上重要な場所に、キリシタン文化を

表す象徴として昭和 37 年に建築され、多くの市民や観光客に認知されている。外観には、陶片やタイル等に

よる他に類例のない希少なモザイク壁画が施され、その歴史を独特のデザインにより表現している。 

•その他（受賞歴等） 長崎県まちづくり景観資産（平成 31 年 4 月 9 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）https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/660000/668000/p004211.html 

令和 3 年度一級/二級/木造建築士定期講習の自宅等での動画視聴導入が始まります 
◎動画方式（「講義」を自宅等で受講。ただし「修了考査」は会場で受ける必要があります（※修了考査指定日に限る）。） 

※※『動画配信』による講習会のお知らせのチラシを同封しております。詳しくはそちらをご確認ください※※ 

修了考査実施日：＊12 月 3 日(金)  午前・午後 各 1 回 (定員）各回 20 名 (会場）長崎県勤労福祉会館 

 

１２月 17日(金) 10：00～16：20 

「震災復旧のための震災建築物の被災度区分判定基準及び復旧技術指針講習会」のご案内

●会 場：長崎県建設総合会館 ８階大会議室 （長崎市魚の町３番３３号 TEL 095-826-9141） 

●受講対象：建築士事務所に所属する 1級・2級・木造建築士及び防災関係の行政職員  ●定 員：５０名  

●問合せ先：一般社団法人 長崎県建築士事務所協会（TEL：095-826-7010/FAX：095-826-7968） 

※申込及び詳細は長崎県建築士事務所協会ＨＰをご確認ください。 

これからの催し 

 

◆ブロック塀等除却費補助金について（建築安全係） 

小中学校の通学路に面する倒壊の危険性のあるブロック塀・はね出しスラブの除却工事に要する費用の一部（除却費用の５０％､

上限 12 万円、上乗せで、はね出しスラブ除却費用の５０％､上限８万円他）を助成します。 

補助金の申込受付時期が迫ってきていますのでお早めにお願いします。 

※詳しくは長崎市ホームページをご覧ください。 

【長崎市 HP トップ＞住まい・まちづくり＞住まい（住宅）＞住まいに関する支援＞長崎市ブロック塀等除却費補助金制度について】 

 

ＣＰＤ６単位 

１１月 20 日(土)～22 日(月) 開港５都市 景観まちづくり会議２０２１ 長崎開港 450 周年記念大会 
大会テーマ：ポストコロナ時代の｢港｣を生かしたまちづくり～歴史・つながり・未来～ 

■1 日目：全体会議（基調講演、パネルディスカッション） 会場：出島メッセ（長崎市尾上町 4-1） 

■2 日目：分科会・ＦＧ会議・オプショナルツアー   

■3 日目：代表者会議・全体会議 2  会場：ホテルニュータンダ  ・オプショナルツアー 

 ※そのほか分科会等の詳細・問い合わせは同封のチラシにてご確認ください。申込等はホームページをご参照ください。 

尚、一般参加ができないものもありますのでご注意ください。 

◇建築工事主体の「監理技術者講習」（法定講習）今後の日程のお知らせ◇  

島 場 会 場  ◎令和３年12月 10日(金)  島原市有明文化会館（島原市有明町三東戌1382）  
長 崎 会 場  ◎令和４年３月 ３日(木)  長崎県勤労福祉会館（長崎市桜町9-6）      

大 村 会 場  ◎令和４年３月 17日(木) 大村市コミュニティセンター ※予定  

          ●定員：各回２０名      ●締切：開催日の７日前 

※講習会の詳細及び問合せは一般社団法人 長崎県建築士会のＨＰ監理技術者講習でご確認ください 

 

 ～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～ 
 

ＤＶＤ講習 

 

 

１２月 9日(木) 13：30～15：10「歴史的建築物の保存保全に関する講演会」のご案内 

●会 場：長崎県建設総合会館 ５階第２会議室（web で同時配信）   ●締切：12 月 1 日(水) 

●演題：歴史的建築物の保存保全の実際について   ●講 師：高橋 弘一 氏 

●問合せ先：一般社団法人 長崎県建築士事務所協会（TEL：095-826-7010/FAX：095-826-7968） 

※申込及び詳細は同封のチラシにてご確認下さい。 

１２月 3 日(金) 20：00～21：30 WEB 講座「長崎の町家」～開港 450 年の物語～ 

  主催：長崎支部・女性部会 

講師：山田由香里教授（長崎総合科学大学工学部建築学コース・建築史） 

今年長崎は、1571 年のポルトガル船入港以降、開港 450 年を迎えます。港を支えたのは、長崎の人々と商いでした。

今回は、16 世紀から 20 世紀を 100 年ずつたどりながら、人々の暮らしと商いの場であった長崎の町家を見ていきます。

女性部会員には事前に町家お楽しみ箱をお届けします。WEB を通して、どうぞご参加ください。 

(リンク先：Google Map) 

◇『被災宅地危険度判定士・被災建築物応急危険度判定士養成講習会』開催予定のお知らせ◇ 

・開催予定日：令和 4 年 1 月 26 日（水） 午前：被災宅地  午後：被災建築物 の予定 

・会場：長崎県大波止ビル ７階会議室（長崎市元船町） 

・募集定員：50 名以下 

※詳細については 12 月より長崎県ホームページにて案内を行う予定です。 

 

 

 

 

(リンク先：長崎市 HP) 
 

 
 ～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～ 

 

◎ 住宅フェアについて  ◎ 新年懇親会の開催について  ◎ 開港５都市まちづくり会議について 

◎ その他(・被災建築物応急危険度判定における社会貢献 ・行政協力等の会議出席報告  

・令和３年度景観教室の実施について ・横尾地区及び風頭における公園整備 ・ﾍﾘﾃｰｼﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

講習会 ・全国大会における表彰について ・地域実践活動の全国大会による発表報告） 

 

理事会の話題  10 月 21 日 18：00～リモート参加併用会議 

 第 63 回 建築士会全国大会「広島大会」のご案内 
令和３年１１月１９日（金）～２０日（土）  WEB/LIVE 配信 参加費無料   

大会式典・記念対談・交流セッションをオンラインにより配信致します。どなたでも視聴できます。 

詳しくは日本建築士連合会 HP へ(https://www.kenchikushikai.or.jp) 

 

 

 CPD 単位申請中 


