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平成２７年度関東甲信越建築士会ブロック会平成２７年度関東甲信越建築士会ブロック会平成２７年度関東甲信越建築士会ブロック会平成２７年度関東甲信越建築士会ブロック会

青年建築士協議会群馬大会のご案内について青年建築士協議会群馬大会のご案内について青年建築士協議会群馬大会のご案内について青年建築士協議会群馬大会のご案内について

　時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は本会の運営にあたり格別のご支援とご協力を賜り、心から厚く御礼申し

上げます。

　さて、この度、群馬県安中市磯部温泉におきまして平成２７年６月１８日・

１９日・２０日に、平成２７年関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議

会群馬大会を開催することとなりました。

　つきましては、本大会を別紙大会実施要綱のとおり開催いたしますので、別

紙参照の上、期日までに手続き下さいますようお願い申し上げます。

　皆様のご参加を心よりお待ちしております。

　なお、この大会の内容についてご質問、不明な点等がございましたら、下記

までご連絡をお願い申し上げます。

　 　関東甲信越建築士会ブロック会



■主　催：関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会

■対　象：関東甲信越建築士会ブロック会に所属する青年建築士

　　　　（全国の建築士会に所属する青年建築士等も参加可）

■開催日：平成２７年６月１８日(木)～２０日(土)

■会　場： 舌切り雀のお宿　磯部ガーデン

℡ 027-385-0085  FAX 027-385-0055

http://www.isobesuzume.co.jp

■交　通：【　電車　】ＪＲ高崎駅乗り換え

　　　　　　　　　　　ＪＲ信越本線　磯部駅より徒歩５分

　　　　　【　 車 　】上信越道　松井田妙義IC下車

　　　　　　　　　　　国道１８号線を高崎方面へ約１０分

■大会テーマ：　　　『　建築の種をまこう　』『　建築の種をまこう　』『　建築の種をまこう　』『　建築の種をまこう　』

第１分科会　　各都県活動報告　『　種をまこう　』

第２分科会　　開催県主催企画　『　種をみつけよう　』（ワークショップ）

第３分科会　　主催者企画　　　『　種まきの手法をさがそう　』

（テーブルディスカッション）

　　　　　　

　　

■大会構成　

日　程 内　容

関ブロ青年協理事会

懇親会

受付 １階 ロビー

分科会機材等動作確認 ２階 「鳳凰」

第１分科会審査方法説明 ２階 「233」

昼食（希望者） ３階 「竹」

全体会議Ⅰ ２階 「鳳凰」

第１分科会Ⅰ　 ２階 「鳳凰」

関ブロ会長会議

１４：４０～１６：１５ 第１分科会Ⅱ ４階

第２分科会 ２階 「鳳凰」他

第３分科会 ４階

全体会議Ⅱ ２階 「鳳凰」

チェックイン

大懇親会 ２階 大宴会場「平安」

関ブロ交流会/都県別交流会 各会場

２階 「ポルチェ」

参加者クローク １階 会議室（売店隣）

実行委員会本部 ２階 会議室「瑞雲」

１０：００～１１：００

１７：１５～１８：４５

１２：４５～１４：２５

＜休憩：１０分＞

＜休憩：１５分＞

１４：４０～１６：１５

１６：３０～１７：１５

１１：００～１２：００

１４：４０～１６：１０

１０：３０～１６：３０ 企業ブース

備考 終日

６月１９日

（金）

６月２０日

(土)

１８：４５～２０：４５

１２：００～１２：３５

平成27年度関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会　群馬大会実施要項

時　間

　　　　　〒379-0127　群馬県安中市磯部１の１２の５

６月１８日

(木)

１５：００～１７：３０

１８：３０～２０：３０

会　場

青年建築士として、５年後１０年後を考えてみよう！

「建築」に子ども、学生、若者は興味があるのか

建築業界すべての建築人が「建築」に魅力を感じているのか

そこで、建築士会、建築関連団体と協力、さらに市民・行政も連携し

若い世代が活動しやすい地域・社会を構築する必要があります

群馬大会で、建築士会が重要な役割は何かを考えて

青年建築士として活動し、地域・社会に貢献できればと思います。

　７：３０～１０：００ 関ブロ青年協理事会

１０：３０～　　　　　　

１０：３０～１６：３０

２１：００～２３：００

１０：３０～１８：００

１１：００～１２：００

１４：４０～１６：１５

事業報告パネル他企画展示



平成２７年度　関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会　群馬大会タイムスケジュール

日程 項目 会場

10：30～12:0010：30～12:0010：30～12:0010：30～12:00

11:00～12:0011:00～12:0011:00～12:0011:00～12:00

12:00～12：3512:00～12：3512:00～12：3512:00～12：35

各都県発表

12：45～14：2512：45～14：2512：45～14：2512：45～14：25

全体質疑・討論会

14：40～16：1514：40～16：1514：40～16：1514：40～16：15

「歴史的建造物における建築士の役割」講演

講師：村田敬一　氏 14：40～16：1514：40～16：1514：40～16：1514：40～16：15

「知らなかった瓦のこと」講習会

講師：群馬県瓦工業組合連合会青年部 14：40～16：1514：40～16：1514：40～16：1514：40～16：15

女子力UP講座（ウォーキング講座）

講師：築カレン　氏 14：40～16：1514：40～16：1514：40～16：1514：40～16：15

女子力UP講座（お茶etc.）

14：40～16：1514：40～16：1514：40～16：1514：40～16：15

テーブルディスカッション

コーディネーター：関ブロ青年協理事 14：40～16：1514：40～16：1514：40～16：1514：40～16：15

16：30～17：1516：30～17：1516：30～17：1516：30～17：15

17：15～18：4517：15～18：4517：15～18：4517：15～18：45

（開場18：15）

18：45～20：4518：45～20：4518：45～20：4518：45～20：45

21：00～23：0021：00～23：0021：00～23：0021：00～23：00

21：00～23：0021：00～23：0021：00～23：0021：00～23：00

10：30～16：3010：30～16：3010：30～16：3010：30～16：30

10：30～16：30　（パネル展示）10：30～16：30　（パネル展示）10：30～16：30　（パネル展示）10：30～16：30　（パネル展示）

10：30～18:0010：30～18:0010：30～18:0010：30～18:00

14：40～16：1014：40～16：1014：40～16：1014：40～16：10

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

６

月

１

９

日

（

金

）

受付 1階「ロビー」

昼食 ３階「竹」

全体

会議Ⅰ

２階「鳳凰」

第1分

科会Ⅰ

２階「鳳凰」

第1分

科会Ⅱ

４階

第2分

科会①

２階「鳳凰」

第2分

科会➁

４階各会場

第2分

科会➂

第2分

科会④

第3分

科会

全体会議Ⅱ ２階「鳳凰」

大懇親

会

２階「平安」

関ブロ

交流会

企業

ブース

２階「ポルチェ」

都県別

交流会

各会場

チェッ

クイン

事業報

告

クローク １階「会議室」

会長会議



□ 大会参加費

・ 大会登録料 ４，０００円

・ 昼食 １，０００円（※希望者のみ、会場内にて弁当を用意）

・ 懇親会費 １５，０００円（宿泊費込）　

・ 懇親会費 １２，０００円

・ 交流会費 　３，０００円（関ブロ交流会もしくは都県別交流会）

□ 各種手続き

1 大会参加者名簿の提出について

・

2 分科会発表者等名簿の提出について

・

・

3 大会参加費について

・

・

（請求書は、６月上旬頃に発送させて頂きます。）

・ キャンセル料（ただし、大会登録費４，０００円は返金できません。）

５月２９日（金）以降の場合：１００％いただきます。

（現在、会場側と調整しておりますので、若干の変動がありますことをご了承下さい。）

・

□ 提出用ファイル

・

・ ファイル名称は次のとおりとしてください。※半角英数小文字使用

当初時：「H27taikaimeibo_都県名_提出日」　　

　（例）「H27taikaimeibo_gunma_20150501」

変更時：「H27taikaimeibo_都県名_henkou_変更回数_提出日」

　（例）「H27taikaimeibo_gunma_henkou_1_20150530」

□ 電子メール送信先：一般社団法人　群馬建築士会事務局　武井

・ E-mailアドレス：LEE06153@nifty.com

□ その他（１８日関ブロ青年協理事会対象者・関係者）

・ 前日懇親会費 １４，０００円（宿泊費込）　

・ 前日懇親会費 １０，０００円

・ 前日宿泊費 　６，０００円

大会参加費等は、各都県大会参加費取扱い責任者にメールにてご連絡いたします。

この案内ファイル中の「参加者名簿（提出用）」、「分科会発表者名簿」、の各シー

トに所定の事項を記入し、提出用ファイルを作成してください。このとき、これ以外

の提出に関係のないシートは削除し、提出用ファイルには入れないでください。

５月８日（金）必着で、電子メールにて名簿ファイル（エクセル形式）を送信願います。

５月８日（金）必着で、電子メールにて名簿ファイル（エクセル形式）を送信願います。

請求書がきた時点で指定の口座にお振り込みをお願いいたします。

大会参加費振込期限　６月１５日（月）

関東甲信越ブロックエリア以外の方は、申し訳ありませんが対象外となります。

※関東甲信越ブロックエリアの方は、各士会内で纏めて頂き提出をお願いいたします。

※関ブロエリア以外の方は、連合会青年委員に申し出てください。



□ 留意事項

１ 駐車場（舌切雀のお宿磯部ガーデン駐車場）

・ 駐車料金：無料（バス２０台・自家用車４００台）

・ 大型バス等ご利用の都県は申込時にお申し出下さい。

２ 手荷物預かり

・ 受付時に１階クローク（１０時～１８時）で手荷物を預かります。※売店隣

・ 貴重品は預かることができませんので、必ず各自で保管願います。

３ 宿泊

・ 都県別にまとめて部屋を割り振ります。（割り振りはホテルに一任します）

･ 各都県で宿泊責任者を決めていただき、報告をお願いいたします。

４ 昼食

・ 昼食につきましては、希望者にお弁当（１，０００円）をご用意しますのでお申込み下さい。

（近隣に飲食店はほとんどありません。）

5 その他

・ エクスカーションは予定しておりません。





　第１.一般事項 　第１.一般事項 　第１.一般事項 　第１.一般事項 

　　１.趣　旨　　１.趣　旨　　１.趣　旨　　１.趣　旨

　　２.募集内容　　２.募集内容　　２.募集内容　　２.募集内容

　　　　例年通り地域実践活動報告に加え活動報告も下記の条件を踏まえて募集する事とする

　　　　　○地域実践活動

　それぞれの地域の独自性を踏まえ建築士としてどのように地域の魅力を引き出し、建築士

　と建築・街・人とが、ふれあいやコミュニケーション、信頼関係を築き、更に今後の地域での

　展開と建築士活動の展開をどのように考えているかを明確にすること。

　　　　　○各都県活動（予定）発表

　　　　　　　その活動が、地域・一般ユーザーにどのように反映させる事を目的としているかを明確にすること。　

　　　　　・将来への活動指針を提示、またはこれまで行ってきた具体的な活動の発表

　　　　　・応募数は、原則として、各建築士会あたり1件とする。

　第２.提出図書　第２.提出図書　第２.提出図書　第２.提出図書

　　１.種　別１.種　別１.種　別１.種　別

　　　・意見・提案・報告の要旨を記載した発言要旨

　　２.発言要旨２.発言要旨２.発言要旨２.発言要旨

　　　◎用紙

　　　　・Ａ４版縦使いで２枚とする。

　　　◎書式

　　　　・Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ-Ｗｏｒｄによる指定書式とする。

　　　◎提出用ファイル１

　　　　・発言要旨集用にＭｉｃｒｏｓｏｆｔ-ＷｏｒｄファイルにしたものとＰＤＦにしたもの

　　　　　両方を、電子メールもしくはＣＤ-Ｒで提出する。（要旨集の印刷は、ＰＤＦのものを使用します。）

　　　　・ファイル名は、「都県名_01　」（英数半角使用）とする。

　　　　　（※別紙、発言要旨書式を参考）

　　　◎提出用ファイル２

　　　　・第１分科会発表者及び第１分科会Ⅱ進行者名簿。発表者記念品名入れ名簿

　　　　・電子メールにて名簿ファイル（エクセル形式）を送信願います。

　　３.提出部数３.提出部数３.提出部数３.提出部数

　　　・ＣＤ−Ｒの場合（発言要旨集用）1枚（表面に都県名の表記下さい）

平成２７年度　関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会　群馬大会　　　平成２７年度　関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会　群馬大会　　　平成２７年度　関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会　群馬大会　　　平成２７年度　関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会　群馬大会　　　

＜メインテーマ：建築の種をまこう＞＜メインテーマ：建築の種をまこう＞＜メインテーマ：建築の種をまこう＞＜メインテーマ：建築の種をまこう＞

第１分科会：『　種をまこう　』第１分科会：『　種をまこう　』第１分科会：『　種をまこう　』第１分科会：『　種をまこう　』

実施要綱実施要綱実施要綱実施要綱

　関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会群馬大会では、青年建築士が関わる活動が結果的

に建築の種をまくことと考え、建築士会活動の活性化を主目的に実施する。

　各都県において継続している活動や単発での活動等様々あるかと思いますが、活動を公にし各活動の

良さを同世代である青年建築士の視点で独自に評価し、称え、表彰する場を設けることで、活動実践者

の活動意欲の向上をはかるだけでなく、活動の報告を聞いた青年建築士が、自らの建築士活動に対する

活動意欲を掻き立てられるきっかけとなり、各都県の青年建築士が関わる建築士会活動が活発になるこ

とを目指している。



　　４.提出期限、方法４.提出期限、方法４.提出期限、方法４.提出期限、方法

　　　○期限までに、電子メールまたは郵送、宅配便でお願いします。

　　　・提出期限：平成27年5月8日（金）迄に　（一社）群馬建築士会　必着（締め切り厳守）

　　　・提出先：　〒371-0846　群馬県前橋市元総社町２丁目５－３　群馬建築会館4階

　　　　　　　　　　　（一社）群馬建築士会　事務局　武井まで

　　　・郵送により提出する場合は、その包装方法は任意とするが、提出作品が破損したり折れたりしないように

　　　　十分留意する。

　　　・e-mail:LEE06153@nifty.com

　　５.提出後の取扱い　　５.提出後の取扱い　　５.提出後の取扱い　　５.提出後の取扱い

　　　○大会終了後、発言要旨集のためのＣＤ−Ｒは返却しないこととする。

　第３.審査　第３.審査　第３.審査　第３.審査

　　１.表彰内容　　１.表彰内容　　１.表彰内容　　１.表彰内容

①　最優秀発表者を１名・優秀賞２名（予定）

②　審査委員長賞１名（大懇親会で発表予定）

　　２.審査項目　　２.審査項目　　２.審査項目　　２.審査項目

　　　・最優秀発表者の選出にあたり、以下の事項に関して別に用意する審査シートを使い審査を行う。

①   第１分科会のテーマとの整合性

②   地域性・社会性への貢献度

③   未来への建築士会活動への発展性

④   青年建築士としての話題性

⑤   プレゼン能力

　　３.審査員　　３.審査員　　３.審査員　　３.審査員

　　◯『 審査委員長 』～関ブロ青年協理事　１名　～最優秀発表者決定に至る責任者。

　　◯『 会場審査員 』　第１分科会Ⅰ参加者全員

　　４.審査方法　　４.審査方法　　４.審査方法　　４.審査方法

・審査方法は、会場参加者全員の投票と審議の併用とする。

・審議は、審査委員長による采配で進め、基本発表者に対しての質疑を行わない。

●各賞の決定方法

・合算したその合計の多い発表者より、最優秀賞１名・優秀賞１名を決定する。

・審査委員長及び関ブロ理事による審議の上、審査委員長賞１名を決定する。

・最優秀賞・優秀賞の発表ならび表彰を「全体会議Ⅱ」で行う。

　　４.その他　　４.その他　　４.その他　　４.その他

・発表者は、６月１９日（金）１１：００から発表者説明会を開催します。　（場所：調整中/昼食を用意します）



　第４．発表方法　第４．発表方法　第４．発表方法　第４．発表方法

　　１.発表・質問・機器類等　　１.発表・質問・機器類等　　１.発表・質問・機器類等　　１.発表・質問・機器類等

　　・発表時間は、１人あたり７分とする。

　　・質問は、第1分科会Ⅱの全体質疑・討論会（40分程度）で行う。

　　・１５分×2回程度のテーブルディスカッションを予定します。

　　・テーブルディスカッションを行うにあたり、各都県とも進行係を１名選出してください。

　　・投影原稿は、パワーポイントビューワ最新版を利用する。

　　・こちらで準備したPCに各都県の発表データを入れ、発表を行う。

　　・スライド・ＯＨＰ等の機材は準備しない。

　　・会場側での準備機材は、下記の通りとする（予定）　

　　　・ＰＣ（ＯＳ：ｗｉｎｄｏｗｓ　７）

　　　・プロジェクター

　　　・スクリーン

　　※事前に提出した発表データーの変更がある場合、必ず事前に事務局迄連絡を頂く事とする。

　　　後日、群馬士会　第１分科会担当者から連絡を入れる事とする。

　　※その他　不明点は事務局まで

○発言要旨書式○発言要旨書式○発言要旨書式○発言要旨書式

　　　　

用紙サイズ ・Ａ4版　縦使い　2枚

余白 ・上下左右　各20ｍｍ

・文字方向：横書き

・ 「発表タイトル」　１ページの１行目

・ 「都県名」「氏名」　１ページの２行目

・ 顔写真（ＪＰＥＧ　縦35ｍｍ×横25ｍｍ）

　　１ページの１．２行目の右端に配置する。

・ これにあわせて各行のレイアウトを調整する。

・ これ以外のレイアウトは自由

フォント ・ ＭＳ　Ｐゴシック

・ 「タイトル」　12Ｐ

フォントサイズ ・ 「都県名」「氏名」　10.5Ｐ

・　その他　10.5Ｐ

写真・図表など 挿入貼付けは自由（白黒印刷でも判別できること）※要旨集は、カラーを予定

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ-ＷｏｒｄとＰＤＦの両方

その他の事項 ・自由

使用アプリケー

ション

レイアウト



　　１.趣　旨　　１.趣　旨　　１.趣　旨　　１.趣　旨

２.開催方法２.開催方法２.開催方法２.開催方法

・各会場に分かれてのワークショップとする（途中入退場可）

■内容 ■講師

「歴史的建造物における建築士の役割」講演

村田敬一　氏

～富岡製糸場と絹産業遺産群を通して～ 群馬県文化財審議会専門委員・建造物部会長

「知らなかった瓦のこと」講習会

～耐震ガイドライン工法と瓦葺きのイロハ～

➂ 女子力UP講座（ウォーキング講座）

④ 女子力UP講座（お茶etc.）

※ウォーキング講座の参加希望者は動きやすい服装（靴）をお勧めします。

平成２７年度　関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会　群馬大会平成２７年度　関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会　群馬大会平成２７年度　関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会　群馬大会平成２７年度　関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会　群馬大会

ワークショップ ワークショップ ワークショップ ワークショップ 

第２分科会：『　種をみつけよう　』第２分科会：『　種をみつけよう　』第２分科会：『　種をみつけよう　』第２分科会：『　種をみつけよう　』

実施要綱実施要綱実施要綱実施要綱

　建築士会に入る目的の一つが「情報収集の為」という方がいることが推測されま

す。「情報」という「種」を見つけ青年建築士自らの建築士業務や建築士会活動の糧

を得ることを目的とする。

築カレン　氏他

➁ 群馬県屋根瓦工事組合連合会青年部

①



　　１.趣　旨

２.開催方法

　　　　　１） 　３つのテーマのテーブルに別れ、座談会方式とする。

　　　　　　　Ａ　設計監理の手法　「設計にまつわるあれやこれやどうしてます？」

　　　　・・・昨今話題の設計料の未回収問題、クライアントの獲得方法、省エネ法等

　　　　　　　Ｂ　施工の手法　「施工にまつわるあれやこれやどうしてます？」

　　　　・・・省エネ住宅への対応、耐震改修、設計者との付き合い方等

　　　　　　　Ｃ　若手の手法　「２０代の皆さん立ち位置どうですか？」

　　　　　　　　　　・・・将来のビジョン、地域とのつながり、建築士会の活用法等

　　　　　２）  各テーブル

　　　　　　　 ◯コーディネーター１名（関ブロ青年協理事）

　　　　　　 　◯参加者（事前申し込み及び当日自由参加も可）

　　　　　　　 ◯各テーブル１０~１５名程度（偏った場合に調整をお願いする場合があります）

　　　　　　　 ◯見学、外野参加可。

　 　　

　　　　　３）  前半４０分＋休憩１５分＋後半４０分（状況によりコーディネーターが判断）

　　　　　４）  名刺交換をしますので、名刺はなるべく余分にお持ち下さい。

３.開催主管

　　　　関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会

　関ブロに参加する事により得られる大きな魅力の一つは他県の仲間との交流による「情報の共有」に
あると考えます。全体会議、第一分科会、第二分科会、懇親会に於いてもそれはもちろん得られます
が、この第三分科会においては、建築士会に所属する事の大きな意義とも言える「仲間との情報共有」
を、気軽に実現させることを目指し、テーマ毎のテーブルを用意しますので、名刺交換をするぐらいの気
持ちで参加して頂き、今気になる情報をお互いに提供しあい、共有して頂きたいと思います。
　
　ただし単なる名刺交換だけでは生産性が無いので、テーブル毎にテーマを設けております。興味のあ
るテーブルに参加して下さい。（テーブルの設定はあくまでもテーマなので、自分の職種にこだわらず興
味のあるところを選択。）

　青年建築士が他県の仲間と繋がり、生の情報を得ることで「種まきの手法」を各々が吸収し、自分や
自県に持ち帰り活かして下さい。仲間と仲間が繋がる事で産まれる様々な可能性に期待しています。

平成２７年　関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会　群馬大会

第三分科会：『種まきの手法をさがそう』

実施要綱


