
愛知建築士会 女性委員会 会員数282名 昭和63年設立

令和２年度で３０回目を迎える恒例企画、一般の方に女性建築士の仕事や活動を知っていただく機会として開催しています。

●セミナー 建築分野だけでなく、街づくり、不動産、社会問題に関わる方を講師としてお招きしています。
令和元年度 大島 芳彦 氏 「なぜ今、リノベーションを考えるのか」
平成３０年度 川上 浩司 氏 「不便益なモノゴトのデザイン
平成２９年度 西郷 真理子 氏 「ライフスタイルがまちをつくる」
平成２８年度 田村 誠邦 氏 「縮退社会における建築再生と不動産コミュニティ」
平成２７年度 三浦 展 氏 「つながりを生み出す家と街」

●女性建築士の作品パネル展
女性建築士が携わった住宅などの建築作品や活動をパネル展示しています。毎回３０枚ほどのパネルが集まります。
近年は「収納」「家事楽」など女性視点のテーマに沿ったパネルを集めるなど工夫をしています

●絵本読み聞かせワークショップ
住まいや街づくりについて考える機会を提供したいと思い、住まいに関連した絵本の読み聞かせを平成３０年度より始めました。
令和元年度は折り紙でつくったおうちで街をつくるワークショップも合わせて開催しました。

わたしらしい住まいづくり

令和２年度で１０回目を迎えます。

防災と一口にいっても多岐にわたります。建築士として

だけでなく、地域との関わり、日常生活など、毎回考えさ

せられる貴重な時間となっています。

令和元年度 武村雅之氏 「過去を知り未来に備える」
平成３０年度 松本真理子氏

「高めようこころの減災能力」
平成２９年度 近藤ひろ子氏

「いざというとき建築士だからできること」
平成２８年度 阪本真由美氏

「避難所での女性への配慮」
平成２７年度 北野哲司氏 「ライフライン防災」
平成２６年度 川崎浩司氏

「南海トラフ巨大地震・津波に備えて」
平成２５年度 廣井悠氏

「帰宅困難者対策とこれからの都市防災」
平成２４年度 西澤泰彦氏 「不都合なことを考える」
平成２３年度 福和信夫氏

「東日本大震災に学び明日に活かす」

年に２，３回開催しています。

実務に直結することから、生活に関わる分野まで、専門

家を講師に招いています。

令和元年度 「すぐに役立つパーステクニックⅡ」
北浦かほる氏 「住まいの絵本の魅力」

平成３０年度 「すぐに役立つパーステクニックⅠ」
品川友美氏 「栄養士からみた住まいの提案」

平成２９年度 大月敏雄氏 「 超高齢化社会の居場所づくり」
平成２８年度 「認知症のための住宅改修と介護保険制度」
平成２７年度 「長屋リノベーション体験講習会」

吉田愼悟氏 「まちのいろを考える」
平成２６年度 「マンションリノベーション体験講習会」

「愛知の地盤を知る～土地と基礎のお話」
平成２５年度 いしまるあきこ氏「建築的きっかけづくり」

多治見タイル工場見学
「バッグの中の防災セミナー」

平成２４年度 住宅見学会
平成２３年度 岡本信也氏 「考現学から見た町と住まい」

県外の有名建築や地元愛知県の名建築を見学して

います。

令和元年度 碧南市哲学たいけん村無我苑
藤井達吉現代美術館(碧南市)

平成３０年度 万博記念公園太陽の塔(大阪市)
松殿山荘(宇治市)

平成２９年度 とこなめ陶の森陶芸研究所(常滑市)
平成２８年度 カフェクレオン(富山市)

富山市ガラス美術館キラリ
シェア金沢

平成２７年度 箱木千年家 舞子公園(神戸市)
竹中道具館(神戸市)

平成２６年度 海の博物館(鳥羽市)
伊勢神宮外宮 せんぐう館（伊勢市）

平成２５年度 起雲閣 旧日向邸
MOA美術館 (熱海市)

平成２４年度 北欧名作家具および
フィン・ユール自邸（高山市）

平成２３年度 薬師寺 唐招提寺 今井町（奈良市）

防災セミナー 見学研修会 講習会

平成２６年度 藤村 龍至 氏 「３．１１後の建築を考える」
平成２５年度 いしまる あきこ 氏 「建築的“かけざん”」
平成２４年度 藤村 正之 氏 「少子高齢時代のライフスタイル」
平成２３年度 園田 眞理子 氏 「高齢期の住居の何が問題か」
平成２２年度 中村 昌生 氏 「和風建築の極意」
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三重県建築士会 女性委員会
2014年委員会設立

女性会員数64名(2020.06現在)

はじめの一歩
1988(S63)年3月 第1回女性建築士委員会準備連絡会発足
1989(H元)年3月 東海北陸ブロック会女性建築士協議会準備会
1991(H3)年5月 全建女(大阪)に鈴木喜久子準備委員長出席
1991(H3)年9月 青年委員会内に女性部会設立

2009(H21)年8月
女性会員向けに「みけじょ」通信第一号発行

2010(H22)年

2009(H21)年6月
ブロック前期桑名会議・20周年記念事業

1995（H7）年 前期桑名会議
1998(H10)年 後期伊勢会議
2002(H14)年 前期津会議
2006(H18)年 後期四日市会議

2011(H23)年後期鈴鹿会議

2015(H27)年前期伊勢会議

2018(H30)年後期亀山会議

2012(H24)年 2013(H25)年

2014（H26）年 2016(H28)年

2017(H29)年 2019（R1)年

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武藤礼子画 



企画 2018年９月２４日
南砺市井波「やえもんや」にて
リノベーション事例見学会＆講演会
建築家 山川智嗣氏、山川さつき氏

富山県建築士会 女性委員会 会員数174名 1985年設立

2016年度（平成28年）

テーマ：TRY・FEEL

2015年度(平成27年）

テーマ：つながる・つなげる

2017年度（平成29年）

テーマ：
チソカツ（地域素材活用）

2018年度（平成30年）

テーマ：空き家、既存建物の
活用について考える

2019年度（令和元年）

テーマ：空き家、既存建物の
活用について考える

企画 2019年5月22日
新湊・内川べりのオフィスma.ba.lab&水辺の民家ホテル「カモメ」と「ウミネコ」にて

活動報告会とリノベーション事例講演会＆見学会

懇親会では、内川の景色を眺めながら、
カフェのデリバリー料理を味わいました。

企画 2019年9月25日
空き家に関する相続を学ぶ研修会
講師：吉村 征一郎氏（株）stepup代表

企画 2019年12月1日・喜代多旅館にて
リノベーション事例見学会＆講演会
講師：明石博之氏（株）グリーンノートレーベル代表

企画 2018年5月3日
富山市城址公園内 本丸亭にて
活動報告会、お茶室セミナー

平成30年度前期定例（富山）会議
2018年6月23日 ボルファート富山にて

企画 2018年11月12日 富山県情報センターにて
研修会「空き家からの用途変更における消防法
及び建築基準法の適用を学ぶ」
富山市消防局 五十嵐氏、富山県土木部 松本氏

企画 2015年9月12日
南砺市 IOX-AROSA 山頂レストランにて
お仕事報告会［建築×グリーン］
建築家 山中路代氏、造園家 水牧貴子氏

企画 平成27年11月23日
新湊市 米田木材株式会社 社屋にて
建築家 濱田 修氏講演会［建築×環境］
建物見学会、懇親会

企画 2016年5月21日
高岡市土蔵造のまち資料館「HABUNKO」にて
活動報告会、伝統工芸体験会 錫（すず）の「ぐい飲み」作り体験

企画 2016年11月26日
南砺市のカフェ「なやかふぇ」にて
仕事報告会
建具職人・河島氏
富山市職員・鵜野氏

企画 2016年9月17日
高齢者・障がい者・児童福祉施設
「あしたねの森」にて見学会

企画 2017年月27日
組子の（株）タニハタにて、
活動報告会と工場見学会

組子の製作体験

企画 2015年7月5日
富山市 富山県民会館にて活動報告会
３０周年記念トーク＆セッション
ロングライフデザイン活動家 ナガオカケンメイ氏

県民会館内「D＆department Cafe」にて

富山県建築士会女性委員会３０周年記念交流会

企画 2017年9月16日
氷見市 （株）岸田木材及び氷見里山周辺にて
森の見学会、講演会（岸田氏）、工場見学

「茶室を学ぶ若葉の茶会」で、
お茶室体験

企画 2017年11月18日
立山町 陶芸工房兼住宅にて
仕事報告会、工房見学、懇親会
陶芸家 釋永 陽氏

その後は…

講師：建築家 濱田 修氏

歴代委員長さんたちからの
貴重なお話を聞くことができました。

パーツだけをもらって、
組み立て方を自分で考えます。
親子で参加された方も。

富山県美術館見学会

その後は…

移築・修復された明治期のお茶室で
お茶室のマナーを学びました。






