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建築士事務所憲章

建築士事務所憲章

一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会
一般社団法人 栃木県建築士事務所協会

建築士事務所は、建築や環境が文化の形成に占める重要な
意味を認識し、社会の健全な進歩と発展に寄与します。

　一　誠意をもって設計と監理の業務を遂行し、
　　　建築主の期待に応えます。

　一　健康で快適な生活環境の創造と、安全安心、
　　　持続可能で良質な資産の形成を図ります。

　一　自己研鑽を怠らず、職業倫理を高め、
　　　法令遵守と公益の立場に立って最善を尽します。

　一　設計意図の理解を施工者に求め、
　　　公正に工事を監理します。

　一　互いに信頼を深め、連帯の精神をもって、
　　　職務を全うします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  平成20年５月
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宇都宮PEAKS
　宇都宮PEAKSは、活性化が求められる宇都宮市の中
心市街地に、再開発事業により計画された。低層階は大
通りのにぎわいの連続性に呼応し商業施設、中高層階は
眺望の良さを活かした集合住宅としている。
　商業施設は、観光客も視野に入れた地元銘菓の本店や、
周辺の利便性を高める店舗からなる。
　集合住宅は、北関東で最高層のマンションとなること
から、グレード感を打ち出しながらも、住戸を１７タイ
プ用意し、様々なニーズへの対応を図っている。また、
安全・安心なまちづくりを進める為、高層棟は免震構造
を採用している。
　歩道側の空地による歩きやすさの確保や、帰宅困難者
の一時滞在スペース設置など、公共的なまちづくりにも
貢献している。

アール・アイ・エー+AIS総合設計　佐藤禎
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佐々木宏幸　会長 コロナのため、一人一テーブルで

令和２年度定時総会（決算総会）開催される
令和２年５月１９日（火）「宇都宮東武ホテルグランデ」において、令和２年度定時総会（決算総会）が開催されました。
本年度は、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、国・県等の方針に基づき、規模を縮小しての開催となりました。
なお、提出された全議案については、原案どおり承認可決されました。
また、議事終了後、表彰規定に基づく功労者表彰受賞者に対し後日表彰状が送付される旨、司会者より報告がありました。

令和２年度定時総会（決算総会）開催される
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新役員紹介

日本工業経済新聞〔2020.5.21〕
（記事提供：日本工業経済新聞社）

　例年、総会後の懇親会の席上において紹介し、花束贈呈並びに受賞者のご挨拶をいただいておりましたが、懇親会も中止と
なりましたので、紙面にて紹介させていただきました。

　●令和元年度　建設事業関係功労者等国土交通大臣表彰受賞	 佐々木宏幸　会長（AIS総合設計㈱　代表取締役社長）

　●令和元年度　栃木県建設事業関係功労者等知事表彰受賞	 君島　広之　常務理事（㈲君島榮七建築設計事務所　代表取締役）

　●令和元年度　年次功労者（日事連会長）表彰受賞	 新井　　孝　理事（㈲新井建築構造設計事務所　代表取締役）

令和２年度定時総会（決算総会）開催される

各種表彰受賞者紹介
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組織

組織
  役職名　　　氏　名　　　　　　　事務所名   役職名　　　氏　名　　　　　　　事務所名

会　　長 佐々木宏幸 AIS 総合設計㈱
副 会 長 山崎　良知 ㈲山崎企画設計
　 〃 安藤　寛樹 ㈱安藤設計
　 〃 小林　　基 小林建築設計事務所
専務理事 入江　仁一 （一社）栃木県建築士事務所協会
常務理事 渡邉　有規 ㈱渡辺有規建築企画事務所
　 〃 君島　広之 ㈲君島榮七建築設計事務所
　 〃 本澤　　崇 ㈱本澤建築設計事務所
理　　事 阿久津修平 ㈲睦和建築設計事務所
　 〃 阿久津信一 晋豊建設一級建築士事務所
　 〃 新井　　孝 ㈲新井建築構造設計事務所
　 〃 池澤　達夫 ㈱池澤設計
　 〃 和泉　卓哉 ㈲和泉設計
　 〃 大髙　宣光 ㈱ＫＥＮアソシエイト
　　　　　　　　　　　　　　　　一級建築士事務所
　 〃 桂　　貴樹 一級建築士事務所 KATSU・LABO
　 〃 栗原　　弘 ㈱栗原弘建築設計事務所

理　　事 小西　　勝 ㈱アガ設計工業
　 〃 小林　孝生 ㈱小林設計
　 〃 酒井　　誠 ㈱酒井建築設計事務所
　 〃 佐治　則昭 ㈱創建設計
　 〃 塩田　真吾 ㈱シオダ建築デザイン事務所
　 〃 菅又　　守 ㈱ドラフト
　 〃 竹石　昭厚 竹石建設㈱一級建築士事務所
　 〃 出口　哲史 ㈱大森一級建築士事務所
　 〃 中村　清隆 ㈲翔建築設計事務所
　 〃 夏目　公彦 ㈱公和設計
　 〃 半貫　正芳 ㈲半貫建築設計事務所
　 〃 三柴　富男 ㈱フケタ設計
　 〃 湯澤　敦史 ゆざわアーキデザイン㈱
　 〃 横松　邦明 ㈱横松建築設計事務所
監　　事 岡田　　裕 ㈱岡田建築設計事務所
　 〃 野口　利男 ㈲建都企画設計

一般社団法人栃木県建築士事務所協会 組織図

総　会

理事会

監　事 顧　問

事務局

名誉会長 相談役

常任理事会※１　理事会…構成者数30名
　　　会長１名、副会長３名
　　　専務理事１名、常務理事３名、理事22名

※２　常任理事会…構成者数８名
　　　会長１名、副会長３名
　　　専務理事１名、常務理事３名

※１

※２

常置委員会

総務委員会
広報・渉外委員会
業務運営委員会
技術研修委員会
会員交流委員会
次世代創造委員会

支部

県北支部
塩那地区
那須地区

県央支部
宇河地区
上都賀地区

県南支部
下都賀地区
安足地区
芳賀地区

特別委員会

建築制度対応特別委員会
指導委員会
耐震診断業務委員会

木造建築物
　　耐震業務W・G

耐震診断検討業務W・G
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新任副会長の抱負・新任専務理事の抱負・新任常務理事の抱負・新任監事の抱負

新任常務理事の抱負

新任監事の抱負

㈱本澤建築設計事務所　本澤　　崇
　この度、令和２年度定時総会において常務理事の大役を仰せつかりました本澤崇です。
　我々の業務環境は日々変化し、内容も多様化してきております。時代の変化に対応するた
めにも建築士事務所協会の役割は大きいものと考えています。今後も社会に必要とされる持
続可能な組織として変化・発展していくために皆さまと共に微力ながら尽力する所存です。
　引き続きご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。　

㈱岡田建築設計事務所　岡田　　裕
　この度、令和２年度定時総会におきまして、監事を仰せつかりました岡田裕です。
　これまで、常務理事を務めさせていただきましたが、運営に充分協力できたとは言えませ
ん。引き続き、栃木県建築士事務所協会の発展のため努力していく所存です。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

新任専務理事の抱負
（一社）栃木県建築士事務所協会事務局　入江　仁一
　この度、令和２年度定時総会におきまして専務理事を仰せつかりました入江仁一でござい
ます。
　この４月から事務所協会事務局でお世話になっており、７月からは事務局長を務めさせて
いただいております。
　微力ではございますが、会員の皆様方のご協力を仰ぎながら、事務所協会発展のため努力
してまいる所存ですので、どうぞよろしくお願いいたします。

新任副会長の抱負

小林建築設計事務所　小林　　基
この度、令和２年度定時総会におきまして、副会長を仰せつかりました小林基です。
新型コロナウイルス（未曾有の緊急事態）によって時代が一変した今、建築設計業界も大

きな変革がある中で、これまで専務理事として携わってきました経験と協会活動を糧に、会
員の皆様のご支援とご協力を仰ぎつつ、事務所協会の発展のために尽力いたしたいと思って
おります。よろしくお願いいたします。
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新任理事の抱負

新任理事の抱負

一級建築士事務所KATSU・LABO　桂　　貴樹
　この度、理事を仰せつかりました桂貴樹です。
　微力では御座いますが、事務所協会の発展のため、また会員の皆様のお役に立つよう努
力して行く所存です。
　これからは理事として、これまで以上に気を引き締めて参りますので、宜しくお願い致
します。

㈱アガ設計工業　小西　　勝
　本年度より理事に就任致しました小西勝でございます。
　これまで次世代創造委員会で活動して参りましたが、本年度より技術研修委員会副委員
長として活動をさせていただきます。
　今後は理事としての自覚をもち、事務所協会及び地域の貢献に尽力したいと思います。
　どうぞ宜しくお願い致します。

㈱大森一級建築士事務所　出口　哲史
　過日開催されました令和２年度定時総会におきまして、理事を仰せつかりました出口哲
史でございます。
　自らも大きく成長するチャンスを頂きながらも理事という責任ある立場で、事務所協会
の発展、また会員の皆様の発展に尽力できればと考えております。
　どうぞ、宜しくお願いいたします。

㈱小林設計　小林　孝生
　この度、理事を仰せつかりました小林孝生です。
　私のような若輩者に事務所協会の理事という立場をいただきまして身の引き締まる
思いでございます。
　事務所協会発展のため、また会員の皆様のためになれるよう、微力ではございます
が努力してまいる所存でございます。
　会員の皆様には今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い致します。
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新任委員長の抱負

新任委員長の抱負

次世代創造委員長	 阿久津　修平
　昨年度に続き、次世代創造委員長を仰せつかりました阿久津です。
　コロナ禍ではありますが、委員会活動・協会事業を通して事務所協会の発展、また次世
代へ継承していけるよう尽力したいと思います。引き続き宜しくお願い致します。

会員交流委員長	 半貫　正芳
　本年度より、会員交流委員長を仰せつかりました半貫です。諸先輩方がいらっしゃる中
で初委員長を仰せつかり身の引き締まる思いです。
　委員会一丸となり、会員の皆様に楽しんでいただける各種交流会を企画していきたいと
思います。よろしくお願い致します。

技術研修委員長 酒井　　誠
　本年度より技術研修委員長を任されました酒井です。よろしくお願いいたします。
　技術研修委員会については、初めての委員会で右も左もわかりませんが、担当、君島広之担当役
員の指導のもと、前任役員はじめ、委員の方々のアドバイスを受けながら、皆様にお役に立てる技
術研修を開催していきたいと思っております。
　昨今の新型コロナ対策を含め、今後の開催のやり方も考慮しつつ、委員会内で熟考しながらすす
めて参ります。
　開催時には皆様のご参加お待ちしておりますのでご協力お願いいたします。

業務運営委員長	 塩田　真吾
　引き続き、業務運営委員長を務めさせて頂くこととなりました。
　昨年、お陰さまで AP 展＋建築展を良いカタチで行うことが出来たことは大きな収穫で
した。さらに住宅フェアへの参加、日事連建築賞の取りまとめを含め、県内業界の力になっ
ていきたい所存です。皆様の御協力、ご鞭撻の程、どうぞ宜しくお願い致します。

広報・渉外委員長 中村　清隆
　広報・渉外委員長４期目を務めさせていただきます。
　会員及び賛助会員の皆様の協会での活動を会報やホームページに掲載し、協会活動の

「見える化」を図ってまいります。
　記事等のご協力を御願いすることもございますが、どうぞよろしくお願いします。

総務委員長	 菅又　　守
　総務委員長２期目となりますが、前期と同様に会員増強を第一目標とし、当協会のさら
なる堅固な組織作りと円滑な運営に心掛け、努力いたしますので、今後とも会員皆様のご
協力宜しくお願いいたします。
　また、『業界の部活・釣り部』も健在ですので奮ってご参加ください。
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コロナと闘う !?
有限会社　日事連サービス 
アドバイザー  中　川　孝　昭

まさかと思うできごとでした。毎日のように持ち込まれ

る建賠保険（日事連・建築士事務所賠償責任保険）の事故

相談も、ついにコロナに感染です。

7月の中旬にかかってきた1本の電話は、「コロナで建築

計画が中止になり契約を解除された。建賠保険で何とかし

て欲しい。」という趣旨のものでした。

「賠償責任保険」という看板には、賠償を「求める」ある

いは「求められる」どちらなのかを表示していません。賠

償問題ならなんでも対応しそうなもんだという発想になる

のも、考えて見れば当然なのかもしれません。賠償請求の

矛先は、まるで正反対を向いています。

そのような内容の話を電話口でしながら、ご相談いただ

いた事故にはお役に立つことはできないことをご説明しま

した。残念ながら、すっきり納得していただいた様子のな

いまま、「協会に勧められて入ったのだから、協会の人に聞

く」とおっしゃって、それでも穏やかに受話器を置かれま

した。

私自身も、割り切れない思いのまま、コロナもここまで

来たのかと複雑な気持ちで、建賠保険とコロナのかかわり

について少し考えて見ることにしました。

個人的には、後期高齢者・糖尿病・肺の欠損・Ａ型血液

ということで、コロナ重篤化４役の揃い踏みですから、感

染すればイチコロの身です。正直なところ、怯えながら日々

を過ごしており、ニュース番組を避けるようになりました。

社会人としては、失格ですね。好きなゴルフもままならず、

気力も体力も日に日に衰えていくような気がしています。

ところで、建賠保険とコロナの関係で思い当たる事故の

想定があります。

「部屋の換気について、設計上の配慮不足が原因と思われ

るコロナのクラスター感染が発生し、重症者も出て医療費

の請求を受けた。」

現実には、設計ミスと感染との因果関係を証明すること

が困難を極めると思われ、その意味では杞憂の部類に属す

る想定であると思われます。ただし、この際みなさんには、

建賠保険を再評価していただけると思います。

こと対人賠償問題に関しては、万全な保険であるという

ことです。「建築物の滅失・破損に起因しない身体障害担保

特約条項」が、万一の場合にお役に立てるのです。この機

会に、通常の活字でご紹介しておきましょう。ハズキルー

ペなしで読んでいただけます。

建築物の滅失・破損に起因しない身体障害担保特約条項

第1条（保険金を支払う場合）

（1）当会社は、被保険者または業務の補助者による設計

業務の遂行に起因して発生した他人の身体の障害について

は、それが設計業務の対象となった建築物の外形的かつ物

理的な滅失または破損によるものであるかどうかにかかわ

らず、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することに

よって被る損害に対して、保険金を支払います。

第2条（保険金を支払わない場合）

当会社は、賠償責任保険普通保険約款（以下「普通保険

約款」といいます。）第7条（保険金を支払わない場合）お

よび第8条（保険金を支払わない場合）ならびに建築家職

業危険特別約款（以下「特別約款」といいます。）第3条（保

険金を支払わない場合）に規定する損害のほか、直接であ

るか間接であるかにかかわらず、身体の障害の発生または

拡大を防止するために講じられた建築物の再構築、再施工、

修理、交換その他の措置に起因する損害に対しては、保険

金を支払いません。

第3条（読替規定）

この特約条項においては、特別約款を下表のとおり読み

替えます。

特別約款の規定 読　替　前 読　替　後

第6条
（1事故の定義）

同一の原因または
事由に起因する
一連の事故

同一の設計業務に
よる一連の事故

第4条（普通保険約款等の関係）

この特約条項に規定しない事項については、この特約条

項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならび

にこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用し

ます。

コロナと闘う !?
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この約款の中で一つご注意いただきたいことは、第2条

の後半です。事故再発防止措置として、建築物の改修等の

工事は必須と思われますが、そこまではお手伝いできませ

んということです。

なお、この再発防止のための措置については、通常の事

故の際でも、現状を壊して元の形状まで回復させる「原状

回復費用」そのものについては対応しますが、その際に、

改善・改良の手を加えた措置については、保険金が下りま

せん。「不当利得」が発生することがその理由ですが、対人

賠償の特約では、一切支払わないと言っています。2000

年に導入された特約なのですが、あまりに大きなリスクを

カバーすることになるため、ここまででご勘弁をという保

険会社の保険数理上の判断ですので、ご理解いただきたい

と思います。

設計者のコロナ感染による工期の遅れで、責任問題とい

うことも想定できますが、設計業務上のミスということで

はありませんので、補償対象外ということになります。

運悪く感染してしまった人を責めるような文化は、わが

国には存在しないと断言したいところですが、昨今のテレ

ビ報道によれば保証の限りではありません。また、コロナ

疲れなどという言葉がありますが、未知の体験を強いられ

心労が重なって、ミスを犯すということが心配されます。

街を歩いていますと、残念なことにマスクもしないで知

らん顔という人によく出会います。今のところコロナと闘

う術などありません。出かけないことが唯一の防衛策です

が、そうも行きません。出かける時は忘れずに！

コロナと闘う !?
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１．はじめに
今回は、2020年4月1日施行の民法改正の内容を説明し

たいと思います。

前々回に「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変わっ

たことに触れた際も述べましたが、今般の民法改正は、「百

年ぶり」の改正とも言われており、時効、法定利率、保証

などの多岐の分野に渡っております。

今回は、時効について、民法改正により、協会員の皆様

に影響を与える可能性があると思われる事項を取り上げて

みたいと思います。

２．建築士の報酬請求権　3 年　→　5 年
今回の民法改正で、債権の消滅時効期間については、業

種別により定められていた短期消滅時効、商事時効が廃止

され、①債権者が権利を行使することができることを知っ

た時から5年間行使しないとき（主観的起算点）、または②

債権者が権利を行使することができる時から10年間行使し

ないとき（客観的起算点）、のいずれか一つに当たる場合に

は、債権は、時効によって消滅することになりました（改

正民法166条1項）。契約上の債権であれば、債権者は、権

利行使可能時に権利の行使可能であることを認識している

のが通常であるので、①主観的起算点と②客観的起算点は

一致することが多くなりますので、契約上の債権の消滅時

効は原則5年と覚えておくのがよいかもしれません。

建築士の報酬請求についても、改正前の民法170条2号

は「工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関す

る債権」の短期消滅時効期間を3年間と定めていましたが、

この規定は削除されましたので、上記の債権一般と同様に、

主観的起算点から5年ということになり、2年間伸びたこと

になります。

なお、物を購入した場合の買掛金の消滅時効なども2年

の短期消滅時効が規定されていましたが、これも削除され

ましたので、同様に5年間となります。

３．賃金請求権　2 年　→　当面 3 年
　　（将来　5 年）　

労働者の賃金については、従来（改正前）は、民法の短

期消滅時効の規定（1年間）とする規定があったものの、

労働者保護の観点から、特別法である労働基準法115条に

より2年間とされていました。今回の民法改正により短期

消滅時効は廃止され、また労働基準法も改正され、賃金の

消滅時効は5年とされましたが、当面は経過措置として3年

間とされました。

将来的に5年となることを見据えた労務管理が必要にな

ると思われます。

４．労働災害の民事責任　債務不履行　10 年、
　　不法行為　3 年　→　概ね 5 年

使用者の義務違反によって労働災害が発生した場合、使

用者が労働契約上労働者の生命・身体・健康を保護すべき

義務(安全配慮義務）に違反したとして債務不履行責任が発

生します。また、使用者の故意または過失により労働災害

が発生した場合には不法行為に基づく損害賠償責任が発生

します。

従前は、債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効

は10年とされ、不法行為に基づく損害賠償請求権は被害者

が損害および加害者を知った時から3年間とされていまし

た。

今回の改正により債務不履行責任については、①債権者

が権利を行使することができることを知った時から5年間

行使しないとき（主観的起算点）、または②債権者が権利を

行使することができる時から20年間（人の生命又は身体の

傷害による損害賠償請求権は10年でなく、20年とされた）

行使しないとき（客観的起算点）、のいずれか一つに当たる

場合となりました。じん肺など長期間の有害作用が蓄積す

る労働災害でなければ、①と②は一致することが多いので、

5年となることが多いと考えられます。

法律シリーズ

No.60
民法改正により債権の消滅時効が変わりました

弁護士法人新江進法律事務所
　　弁護士　新　江　　学

法律シリーズ　№ 60　民法改正により債権の消滅時効が変わりました
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また、不法行為責任については、今回の民法改正により、

不法行為一般の消滅時効は3年とされましたが、人の生命

又は身体を害する不法行為については5年間とするという

民法724条の２が新設されたため、5年間に延長されまし

た。

５．時効について契約書で民法と異なる規律を
　　定めることの可否

最後に、少し発展的な問題として、時効の期間について、

当事者間で契約書により上記のような法定の期間とは異な

る期間の規定を定めた場合、その規定が有効であるのか、

という点について検討したいと思います。

この点、日本では、時効という制度は、公の秩序に関す

るルール（強行規定）であり、時効期間を契約により変更

する合意は効力を有しないと考えるのが現時点では一般的

であり、今回の改正でも、合意による時効完成猶予という

制度が新設されたものの、時効期間の変更は認められない

点は変わらないと思います。

ただ、近年、フランスなどでは、時効期間の延長・短縮

をする合意の効力を認める法改正がなされており、また時

効を援用するかどうかは当事者に委ねられていることから

すれば、時効期間についても私的自治の妥当する領域であ

ると解する余地もありますので、将来的には時効期間の変

更を認める方向に変わる可能性はあるかもしれません。

　以　上　

法律シリーズ　№ 60　民法改正により債権の消滅時効が変わりました

2020.8    No.111
TOCHIGI  ARCHITECT  OFFICE  ASSOCIATION  BULLETIN

12



コ  ラ  ム

女性にもてるためのワイン講座（13）
広報・渉外委員会　副委員長　新井　　孝

コラム　女性にもてるためのワイン講座（13）

日々熱心に建築設計の仕事に取り組んでいる、栃木県
建築士事務所協会員に、女性にもてるためのワインの共
通仕様を伝授したいと思います。今回は、マニアシリー
ズの１０回目で、テーマはスペインのワインです。

スペインのブドウ畑面積は160万haで世界一広いので
すが、生産量300～400万㎘はフランスやイタリアの約
半分です。他の作物との混植が含まれているようです。

スペインの主なブドウ品種
最も多いのは白品種のアイレンで全体の３割以上、赤

品種のガルナーチャ、ティンタ、モナストレル、ボバル
の４品が加わって６割程度、このほか有名品種白のヴィ
ウラ、パロミノ、赤のテンプラニーニョ、白のバルディー
ヨこの８品種の合計で全体の７割を占めます。

生産量が特に多いのは、ドン・キホーテの物語で有名
な中央部のラ・マンチャ地方です。マンサナレスなどの
町の郊外を中心に白ワインを主として全国の４割ほどを
算出しています。伝統的な高級ワインの産地として特に

有名な地域は、テーブルワインでは北東部のエブロ河上
流のリオハ地方、フォーティファイドワインでは南部の
へレス地区、スパークリングワインでは東北部地中海近
くのカタロニア地方ペネデス地区などです。

Spain/スペイン

主な産地と有名なワイン
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コラム　女性にもてるためのワイン講座（13）

スペイン第一の銘醸地リオハ
リオハ地方は１９世紀後半、フランスのブドウ畑がフィ

ロキセラの害によって破滅的な打撃を被った際に、ボル
ドーのワイン生産者がリオハに移り住んで、フランスの
ワインづくりの技術をもたらしました。そうした背景で
スペイン第一のテーブルワイン産地となりました。現在
では、リオハはボルドーと全く違った独自品種を栽培し、
ワインの性格はむしろブルゴーニュに似ると生産者に言
われていますが、数品種をブレンドして風味のバランス
をとるところはボルドーの影響でしょう。
―――――――――――――
シグロレゼルヴァ　赤□
'81/750㎖・1,800 円
―――――――――――――
スペインのテーブルワイ
ン、ことに赤の高級ワイ
ンでは抜群の知名度を誇
るリオハ地方では、普か
らフランスのＡＯＣ同様
の厳重な管理が行われて
います。レゼルヴァはシ
グロの赤ワインの中から
厳しい選択を繰り返した
上級品で、樽熟２年、瓶
熟を３年以上行った芳醇
な香りとまろやかな風妹
をもつワインです。
■フルボディ。

―――――――――――――
アへッシモ　赤□
'78/750㎖・2,500 円
―――――――――――――
アヘッシモの名前が示す
とおり、ＡＧＥ社の最高の
ワイン。リオハアルタ地区
のテンプラニーヨ、ガル
ナーチャ、マスエロなど
の品種をホワイ卜オーク
の小樽で２年熟成した後、
瓶熟を９年も行うことに
よって、リオハ特有の芳
醇な香り、深みのあるソ
フトでまろやかな風味の
赤ワインをつくり出して
います。
■フルボディ。

人間の知恵の産物、シェリー
南のアンダルシア地方のへレス周辺でつくられるシェ

リーも、スペイン独特のフォーティーファイドワインで、
国内の消費よりも、イギリスをはじめ世界に輸出される
ほうがはるかに多く、ワインの世界の中で独特の位置を
占めています。微生物の知識が不十分だった時代に、産
膜酵母がワインの表面に繁殖した一種の失敗作ですが、
この独特の風味を上手に利用して、バランスの取れた風
味に仕上げた人間の知恵の産物です。

パロミノ種からつくられた白ワインの表面に、産膜酵
母（フロール「花」と呼ばれる）を繁殖させるタイプが
フィノ、産膜酵母を繁殖させず、最初の半年ほど戸外で
日光にさらすタイプがオロロソです。フィノは淡色辛口、
オロロソはペドロ・ヒメネス種のブドウの濃縮果汁をブ
レンドして、濃色甘口に仕上げられています。

―――――――――――――
ハーべイ シェリー
ブリストル ミルク　白□

750㎖・2,700 円
―――――――――――――
シェリーの中の甘口のオ
ロロソタイプ。コクのあ
るタイプの果汁を選んで
発酵後、アルコールを強
めに加えて熟成させます。

〈ブリストルミルク〉は独
特の香りを持ち、ゴール
デンシェリーに属するご
く甘口、芳醇で味い深い
素晴らしいワインです。

―――――――――――――
ハーべイ シェリー
ブリストル クリーム　白□

750㎖・2,800 円
―――――――――――――

〈ブリストルクリーム〉も
オロロソタイプ。甘口の
シェリーの芸術品です。豪
華で芳醇なブケーと、ク
リームのようになめらか
で豊かな口当たりには比
類がありません。食前や
食後に、ストレートやオ
ンザ、ロックスなどでお
楽しみください。

瓶内２次発酵のスパークリング、CAVA
1992 年にオリンピックが開催されたバルセロナは、

ガウディの設計による共同住宅で世界に知られています
が、このカタロニア地方はワインでも広く世界に知られ
ています。

フランスのシャンパーニュと同じ、瓶内２次発酵方
式でつくられるスパークリングワインはスペインでは
CAVE カヴァ（フランス語のカーブ、地下蔵の意）と呼
ばれ、品質の良いわりに価格も手頃なので、世界中で広
く愛飲されています。カヴァの原料として許可されてい
る品種は、ヴィウラ ( 別名マカベオ ) 種、サレーロ（チャ
シロ ) 種、パレラーダ種などです。
―――――――――――――
カステルブランチ
グラン クレマン　白□
750㎖・1,500 円
375㎖・    900 円
187㎖・    500 円
―――――――――――――
スペインのカタロニア地
方のペオネデス地区はフ
ランスのシャンパンと同
様、瓶内２次発酵でつくら
れるスパークリングワイ
ンの産地です。その中心
地サン サデュルニ ド ノ
ヤの有力会社カステルブ
ランチのグラン クレマン
は、やや甘味の感じられ
る爽やかなスパークリン
グワインです。

―――――――――――――
カステルブランチ
グラン カステル　白□
750㎖・5,000 円
―――――――――――――
優良年の高品質ぶどうか
ら、特に手間をかけてつ
くられたカステルブラン
チ社の最高級 CAVA（カ
ヴァ）です。品種はマカ
ベオ（ヴィウラ）40% 、
パレラーダ 40％、サレー
ロ（チャレロ）20% で、
瓶内２次発酵後３年間低
温の酒庫で熟成されます。
ふくらみのある綺麗で上
品な味わい、バランスも良
く後口の印象も秀逸です。

陽気な国民酒、サングリア
スペインの国民的な飲み物として有名なものにサング

リアがあります。赤ワインにオレンジやレモンなどの果
実、それに砂糖を加えたもので、家庭でつくられる国民
飲料的な飲み物ですが、現在では商品化されて広く販売
されています。
―――――――――――――
リアル　サングリア
レッド　赤□
750㎖・800 円
1,500㎖・1,600 円
―――――――――――――
ス ペ イ ン 産 の ワ イ ン を
ベースとして、オレンジや
レモンの風味を加えた、ス
ペインの典型的なナショ
ナルドリンクです。アル
コール度数も低く、甘味も
あるため、女性にも非常
に好評です。よく冷やし
て、あるいはオン・ザ・ロッ
クで、食後またはパーティ
の時にお楽しみください。

―――――――――――――
リアル サングリア
“ i オラ !” ホワイト  白□
750㎖・900 円
―――――――――――――
1991 年産のスペインワ
インに、オレンジ、レモ
ンなどの風味を加えた甘
口のワイン。アルコール
もひかえめ（7%）で口当
たりがよく、白ワインベー
スならではのフレッシュ
& フルーティなサングリ
アです。よく冷やしてス
トレート、オン・ザ・ロッ
クス、ワインカクテルなど
でお楽しみいただけます。

スペインもイタリアと同様、ワインは水より安いと言
われますが、二日酔いしないためには飲んだワインの３
倍の水を飲めと言われます、この辺を計算して飲む量を
加減しないと同伴者に変に思われます。

参考文献：World Wine Catalogue 1992 by Suntory
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浸水想定 20 ｍ以上
この数値を見た時に、津波 ? と思ったのは多分私だけ

ではないと思いますが、これは７月 6 日の洪水で大きな

被害が発生した球磨川流域の最大浸水想定値として、国

土交通省が公表していたハザードマップの数値です。

14 人もが亡くなった特別養護老人ホーム「千寿園」

は８ｍもの浸水があったとの報道があり、職員の「一階

の入居者を助ける間もなくあっという間に水かさが増し

た。」との証言や、助けに向かったラフティングボートの

経営者が、二階の入居者が浮いたテーブルに乗っていた

との記事もありました。

それではこの「千寿園」の地域の浸水想定値は何 m

であったのか。この地域の最大浸水想定は 10 ｍ以上

20m 未満となっており、津波被害の想定で 20 ｍや 30

ｍとの数値はよく見ますが、河川氾濫で 20 ｍとは他に

類を見ない数値だと思います。

2019 年の台風被害で関東地域の大規模な水没を防げ

たのは、八ッ場ダムの完成がこの台風に間に合ったおか

げだとの記事を覚えている人も多いと思います。「コンク

リートから人へ」と言われた「あの時」に建設が止まっ

たもう一つのダムがこの球磨川の支流川辺川ダムでした。

そして現在の球磨村の熊本県知事も球磨村村長も「ダ

ムに因らない治水を」唱えて当選した村長ですし、この

考えは長く県民と村民共に共有されてきました。

津波なら報道され河川氾濫では報道されない事
河川氾濫に対する備えは、ダム建設だけが有効な対策

と言う訳ではありませんので、何が出来てどの様に備え

る準備を進めておくべきだったのでしょう。３.11 の後

に、そして東南海地震に備えて、各地で津波に備えた避

難施設が建設され、街ごとの高台移転が進められるなど、

千年に一度の災害が今や確実に来る事を想定し、その地

域ごとに様々な施策が打たれ、地域ごとに避難計画が立

てられ、有事に備えた避難訓練も全国で行われています。

一方で球磨川氾濫に関する報道では、「想定以上に早く」

とか「８ｍもの浸水」との報道が繰り返されるだけです。

実際に起きたことは、20 ｍまで想定されていた地域

がその半分以下の８ｍの浸水被害に見舞われ、指定避難

場所であった集会所も当然水没して機能せず、更に村役

場も水没し、被災した村民を支援すべき行政も機能しな

くなりました。

千年に一度の津波に備えた対策が進められる中で、何

コ  ラ  ム

ハザードマップと街づくり
広報・渉外委員会　副委員長　大髙　宣光

※国土交通省　九州地方整備局のホームページより

コラム　ハザードマップと街づくり
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故百年に一度の河川氾濫に備えた対策が進まないので

しょうか。国土交通省のハザードマップは以前から公開

されていた情報ですが、「千寿園」の入居者もその家族も、

二階建ての施設が完全に水没する想定の地域に立つ建物

だと知らされていたのでしょうか。そして入居者全員が

建物を出て高台に避難する避難計画を立て、日頃の避難

訓練を実施していたのでしょうか。

「千寿園」に隣接する集会施設がこの地域の指定避難場

所として設定されており、当然この建物も水没して機能

しなかったことから、公開されていた国交省のハザード

マップが何の役にも立たなかったことは明白です。

津波被害と街づくりに関しては、江戸時代に建てられ

た石碑の「これより下に家を建ててはいけない」等の歴

史検証の下で新たな街づくりが行われている事が報道さ

れています。しかし、河川氾濫の報道では、津波被害の

様な歴史検証に基づく街づくりに関連した報道が全く行

われないのは何故なのでしょう。

設計者としての責務
私自身、一昨年から自治体の個別計画や街づくりに関

わる事があり、ハザードマップと自治体のＢＣＰについ

ても検討を行うことがありましたが、何とも信じられな

い事が、ある自治体で起きている事を耳にしました。

３.11 や各地の豪雨の後に全国でハザードマップの見

直しが行われ、その殆どはこれまでの基準を上回る浸水

想定となっていますが、そんな中で「こんな見直しをし

たら町の施設が水没する事になってしまうので、以前よ

り改善した事にして数値を書き直せ。」と首長が指示し、

実際に書き替えられた数値の新しいハザードマップを公

開した自治体があるとの事でした。

もしここで災害が起きればこれは明らかに人災ですし、

書き換えに関わった関係者は犯罪行為に加担したことに

なる程の事であることを理解しているのでしょうか。

あの時聞いた話が何かの間違いであることを祈るばか

りです。

近年の河川氾濫による被害報道でも、図書館の地下の

書庫が水没したとか、マンションの電力室が水没した等

の事例があり、事前に分かっていた想定される危機に対

して、何故何の対策も打てなかったのか、又は打たなかっ

たのか、そして同じ被害を繰り返さないために何が必要

なのか。我々建築士としてできることは、せめて施主へ

の重要事項説明に当たり、当該敷地がハザードマップ上

でどの地域に当たるのかの解説を義務付けるべきではな

いかと思います。

国土交通省認定 H グレード

鋼構造物工事・耐震補強鉄骨工事
豊鉄工建設株式会社
〒321-3221 栃木県宇都宮市板戸町 3048-1
TEL 028-667-1693　FAX 028-667-6479
yutaka@yutaka-tk .co . jp

国土交通省認定 H グレード

鋼構造物工事業
氏家工業株式会社

〒321-0403 栃木県宇都宮市下小倉町 3725
TEL 028-674-3291　FAX 028-674-2895
kawasaki_uji ie@syd.odn.ne. jp

次 代 の 都 市 づ く り
        環 境 づ く り を 目 指 し て

コラム　ハザードマップと街づくり
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コ  ラ  ム

大学応援団長から中学教師になった父  
広報・渉外委員会　委員長　中村　清隆

最近、40年前に亡くなった父のことを思い出す。父
は、旧今市市の中学校教師で51才で喉頭癌のため、私
が宇都宮の設計事務所に就職した年に、濃密な人生が終
わった。亡くなった後、現在に至るまで、いい年になっ
た教え子の方々が自宅に来て楽しそうに思い出話をして
くれる。亡くなってもう40年も経つのに・・・。

父のこと
父は昭和３年（1928年）東京都文京区小石川で生ま

れた。祖父は、群馬県の草津温泉より山奥（六合村）か
ら東京に出て、早稲田大学・東洋大学を経て、「芸術日
本社」の創業社長であった中村武平。テレビ東京の「開
運！なんでも鑑定団」のようなことを全国的に開催し、
遠くはハワイ、台湾まで行って開催していた。祖父の専
門分野は日本刀だった。年数回発行の雑誌「芸術日本」
は、当代の芸術家に執筆を依頼し、祖母が原稿取りをし
ていた。家にネットで取り寄せた古書が数冊ある。

お手伝いさんが３人いて、一人っ子の父は暁星中学校
（現在の暁星高校）に通う。暁星は、フランス系カト
リック校で、いわゆるお坊ちゃん校。政財界から芸能の
世界に至るまで幅広く人材・異才を送り出してきた。北
大路欣也、香川照之、松本幸四郎、市川猿之助の「半沢
直樹」出演者も暁星高校出身者である。父は、暁星始
まって以来の暴れ者と言われたそうだ。坊ちゃん校なの
で、周辺の学校の生徒から金品を狙われたり、脅された
りということがあり、仲間を集めて報復に行ったりした
とのことだ。

普段、祖父は留守がちで、祖母と共にもろもろの不満
が溜まっていたらしい。祖父から剣道をやれ、と言われ
て貰った金で柔道着を買い、近くの講道館に入門した。
祖父と同じ早稲田大学に行けと言われていたが、黙って
日大予科・法学部に入学した。その祖父も開戦前46才
の時、結核で亡くなった。

講道館では、「空気投げ」で有名だった三船久蔵十段
の教えも受けた。柔道創始者の嘉納治五郎の理論を実践
することに力をいれたことから柔道の神様といわれた人
である。力で押していっても抵抗がなく、いつの間にか
投げられているという。次第に戦争の足音が迫り、館
内で禁じ手の披露もあったそうだ。17才で終戦を迎え
た。

大学の柔道部に入部した。下級生の時、並ばされて、
理由もなく殴られる理不尽さに腹を立て、上級生相手に
大立ち回りをしたこともあった。結果は聞いてないが、
袋だたきに遭ったんだろうと想像する。

終戦になると、世の中の秩序が一変し、列車の中では
三国人（先の大戦で勝者でも敗者でもないＣ国・Ｔ国
等）の傍若無人ぶりが目立ってきた。列車の密室なこと
をいいことに、金品の強奪や暴力沙汰が頻繁に起こっ
た。父は見るに見かねて、「三国人は表に出ろ！」と言
い放って仲間と共に次の駅で降りて一戦交えようとし
た。すごい人数が下りてきてびっくり！多勢に無勢の格
闘になった。これも結果は聞いてないが、きっと善戦は

したが袋だたきにあったと想像する。メガネは壊したこ
とがない、と自慢していたが。

学年が進み、日大柔道部の主将になった。と同時に、
並行して入っていた日大応援団の団長に襲名した。

応援団の度胸試し。千鳥ヶ淵のほとりでいちゃついて
いるＧＨＱの米兵に、一人でけんかを売って、千鳥ヶ淵
の池に米兵を投げ込んで終了する。もし負けそうな場合
は、数人が助っ人に入って、池に投げ込んで終了する。
これを団員全員がやる。学徒出陣して復学してきた先輩
が挨拶に来る。毎日のように来る。一戦こぶしを交えた
後、所属がない学生は団に入部してもらった。

学校の先生になる
学生時代は、松尾芭蕉研究家である喜連川町出身の金

子義男教授に師事していた。応援団長に就任した時、禁
止されていた乗馬による登校が学内で問題になった時、
強烈に守ってくれたのが金子先生だった。また、金子先
生が教授に選出される時、戦争帰りの人が教授になるこ
とに反対する左翼学生達の運動を押さえたのは応援団
だった。とにかく金子先生とは馬が合った。　

戦後就職難のときに、縁もゆかりもない栃木県に先生
として就職できたのは、金子先生のおかげであった。か
くして、今市市（現日光市）大桑小学校の先生になっ
た。その地で縁あって結婚し、２年後（たぶん）に金子
先生の古里である喜連川町の喜連川中に転勤になる。社
会科の先生だった。喜連川中には６年ほど勤め、私も含
め子供が３人できた。　

喜連川時代は、父にとっては平和な時代だったよう
だ。教科書のカリキュラムも、さほど詰め込みでもな
く、天気の良い日は野外学習と称してピクニックもして
いた。中卒で就職する生徒も多く、教科書以外の社会教
育もしていたようだ。

昭和32年、喜連川中水泳部創立10周年記念事業で、
日大水泳部４人を招いたことがあった。小中学校及び一
般の水泳指導を行った。前年メルボルンオリンピックの
金銅メダリスト２名と世界10位以内の現役選手達であ

コラム　大学応援団長から中学教師になった父

日大水泳部（左より）古川勝選手、父、富田、吉村、石原各選手
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る。古橋２世と言われた平泳ぎ金メダルの古川勝、銅メ
ダルの吉村、400メドレー世界新記録保持者の石原、
背泳ぎ世界10位の富田という各選手達である。いずれ
もオリンピック出場者である。父が、日大水泳部のコー
チに退いていた古橋広之進　元ＪＯＣ（日本オリンピッ
ク委員会）会長を窓口に、運動部の首脳陣の了承を得て
招待したものだった。ちなみに古橋さんと父は同期生
である。終戦直後、オリンピックに出られない世界記録
保持者のフジヤマのトビウオ古橋さんを応援した仲であ
る。去年のNHK大河ドラマ「いだてん」で、水泳王国
になった戦後の日本が紹介された。戦後、日本初参加の
オリンピックがヘルシンキで、戦後２度目のオリンピッ
クがメルボルンだった。19人の日本人メダリストの内
２人が来てくれたことになる。新聞に載った古川選手の
話。「中村先輩（喜連川中教官）から前に話がありまし
たが、忙しくて来るのが遅れました。喜連川中は県下大
会で３連勝しているとのことですが、設備の悪いこの
プールで、その成績は本当に立派だ。この町は近くに川
があり、環境は良いのだから、プールが良くなれば今後
良い選手がどんどん生まれるでしょう。」

荒れていたマンモス校に転勤
昭和35年32才の時、慣れ親しんだ喜連川中から転勤

になった。転勤先は、県内有数のマンモス校であった今
市市立（現日光市）今市中学校である。生徒数が多い分
元気の良い生徒も多く、校内暴力等で荒れていた。

父は荒れた世界は慣れたものである。学徒出陣から復
学してきた大学生相手とのこぶしの挨拶や、ＧＨQので
かい米兵との格闘に比べれば、どんなに大きくて暴力的
な中学生でもかわいいものであったろう。「精力善用」
「自他共栄」は講道館柔道の指針である。元気な生徒を
柔道部に勧誘していった結果、今市中柔道部はほどなく
栃木県内有数の強豪校になっていった。５年後の昭和
40年には、県下大会で悲願の優勝を飾った。そして、
校内暴力はなくなっていった。練習は厳しかったよう
だ。１年生35人が入部して、５人しか残らなかった年
もある。今は禁止されているうさぎ跳びで校内１周や、
受け身で、７人超えの練習など。

写真は、昭和40年度第18回県下中学校柔道大会で優
勝したときの記念写真である。この生徒の中には、70
才近くなるがまだ現役で社長をやられている人が何人も

いらっしゃる。柔道部で培った根性は、ちょっとやそっ
てでは挫けない。不況にもコロナ下でも負けずに粘り強
く経営をされている。

禁止されてしまった体罰
父の同世代の先生の間で、「でもしか先生」という言

葉があった。「先生でもやるか」で先生になった人、
「先生しかできない」で先生になった人、という意味で
ある。つまりはいろんな先生がいた。今はかなり下火に
なったが日教組の先生も多かった。

父は今市中にきてからかなり体罰をやってきたよう
だ。だが、それは注意深い体罰だった。

アントニオ猪木の「闘魂注入ビンタ」を、求める一般
人が多かった。プロレスラーが本気でビンタをすれば大
怪我するに決まっている。猪木は、大げさに、痛そう
に、そして怪我をさせないようにビンタしている。父も
同じ。何年もかけて、ものすごい数の中学生に対してビ
ンタをしてきたようだが、父はなぐりのプロである。よ
く相手を見て、絶対怪我をしないように、倒れた場合に
廻りに障害物がないかを一瞬で判断して、かつ廻りの生
徒から見ると、大げさに、痛そうにビンタしていたと思
う。間違って耳をはたいて鼓膜を破ったりといった怪我
をさせるのは、慣れてない人のやることだ。とにかく、
体罰禁止の現代だったら、父はどう対処していただろう
か。また、深刻ないじめの問題を、父ならどう対処した
だろうか聞いてみたいものだ。

51才で亡くなった父より１回り長く生きている私か
ら見て、父はどんな先生だったか。親に不満を持ち反発
する気持ちも分かり、理不尽な暴力の痛さも分かり、暴
れる気持ちも分かり、敗戦の絶望的な気持ちも分かる先
生。良い先生だったんじゃないかと思う。

苦しかった家計
私が中学校ぐらいまでは、家計は火の車だったので、

母は大変な思いをした。給料日に近づくと、食卓にまと
もなおかずが出ない。水道代電気代にも困った。酒代は
付けで買って毎月払っていたが、払うよりも需要の方が
多く、付けはたまる一方であった。

転機は私が高校に上がったころ、田中角栄氏が内閣総
理大臣になった時である。田中氏が新潟県で世話になっ
た小学校校長の給料を聞いて愕然となり、教員の給料を
上げたのだ。これで多少なりとも家計は助かった。

問題もある。オイルショックもあり、高度経済成長期
も終わりを迎えると、就職難の時代になってきた。学校
の先生は給料が良いので就職倍率が高くなり、良い人材
が集まるようになった。「でもしか先生」は教員になれ
なくなり、成績優秀な人が先生になる。反面、先生の多
様性がなくなった。よい子から外れた、もしくは外れそ
うになっている子供達の指導がうまくできない先生が増
えたのではないだろうか。かの中学校は、指導者不足の
ため、２度優勝の強かった柔道部は廃部になり、強かっ
た剣道部も弱小となってしまった。

一部企業で始まったように、教員も特色ある人材を登
用する採用方法を、もっともっと取り入れるべきだと私
は考えます。

コラム　大学応援団長から中学教師になった父

昭和40年度　第18回県下中学校柔道大会優勝記念
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コ  ラ  ム

『業界の部活・自転車部』筑波山ライド
技術研修委員会　委員長  　 　　

　自転車部 部長　酒井　　誠

　今回は我が自転車部部員の鮎澤部員の活動をご紹介し
たいと思います。

　鮎澤部員は、自転車（ロードバイク）について知識が
まったくなかったため、まず、知人のS氏に言われるま
まに専門店にて30万円超えのロードバイクをセミオー
ダー。そのオーダー後、３か月を過ぎ、ロードバイクが
無事完成・・・いつ、ツーリングに誘っていただけるか
と心待ちしていたようでしたが、半年以上放置状態にさ
れ、S氏は鮎澤部員にロードバイクを購入させていたこ
とをすっかり忘れておりました。

　そんな折、茨城県つくば市にて筑波山ライドがあると
言うことを聞きつけ、S氏は自転車仲間たちと、すっか
り忘れ去られていた鮎澤部員も誘ってみることにしまし
た。彼にとってこれがほぼロードバイクでの初めてのラ
イドなのに、いきなり筑波山ヒルクライムとは!!! なん
と無謀な。

　何も知らずについて
行く鮎澤部員、いつの
間にか仲間は居なくな
り筑波山への参道にひ
とり取り残される。
　遥か彼方まで続く登
坂、足が重い、肺が苦
しい、あんなに軽かっ
たはずのロードバイク
がなかなか前に進んで
くれなくなる。この苦
しさが永遠に続きそう
にも思えた。

　何度となく止まり、吐
き続けた・・・途中、家
族との思い出が走馬灯の
ように・・・50歳を過
ぎこれほど過酷な思いを
するとは・・・だんだん
と意識も遠のく中、何と
かゴールへ・・・
　その半年後、過酷な経
験をしたにも関わらず、
リベンジライドで筑波山
に再チャレンジしてお
り、ゴール間近雨に降ら
れながらも足をつかずに
山頂駐車場まで完走することができました。

次号、鮎澤部員による
「筑波山リベンジライド」にご期待ください！

つくば駅前にて（中央が鮎澤部員）
まだこの時点でこの後何が起こるかわかっていない

筑波山へ向けて快調に走っていくメ
ンバー

筑波山の中腹の駐車場にある「ガマラ
ンド・ガマ洞窟」の前で（鮎澤部員）

リベンジを果たし達成感に満ちた
表情の鮎澤部員とメンバー

松屋製麺所前

分岐点で鮎澤部員を待つメンバー

『業界の部活・ 自転車部 』筑波山ライド
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　釣り部部長の桂です。皆様こんにちは！ 今年度より「釣り部」の部長を
前任の菅又さんより引き継ぎました。本来なら６月には釣り部として年度１
回目の釣り企画をする所であったのですが、３月以降猛威を振るっている新
型コロナウイルスの状況を踏まえた結果、本年度は全く活動が出来ていない
状況であります。一旦は終息の兆しを見せた事で、９月頃にはシーズン最終
となる湘南でのキス釣りでも企画しようと思っていましたが、７月からこれ
までの様子を踏まえると、９月も諦めざるを得ない状況だと思っています。
しかしながら、部長としてはこのまま何もせずに半年が過ぎることを、ただ

呆然として過ごしているのは気が引けるわけで、何か出来ることは無いかと
考えた結果、本誌の作成を思い立ちました。
　この「釣り部通信」は私の気分に応じて、気分のままに発行していくつも
りですので、皆様宜しくお願い致します。身近な釣り情報を小出しに発刊し
て行きたいと思います。因みに、本日思い立って、久しぶりに家で PC を開
いたところ、妻に「どうしたの？」と聞かれて「いや～釣り部の部長になっ
たんだけど、何もしてないから、釣り部通信でも作ろうかと思ってね」と話
したら「楽しそうね・・・」と、呆れられました。ああ、楽しいさ！

　堤防は足場も良く、安全で釣りがしやすい環境ですが、これからのシーズンは多くの釣り客で賑わい、特に茨城
の鹿島港、大洗港、那珂湊は人気が高く関東近県から多くの釣り客が来ています。当然魚にかかるプレッシャーも
高く、大物を釣りあげるのはなかなか至難の業です。また、あまりの混雑にやる気を無くす事もしばしば。しかも、
近年はここいらの港でイワシが良く釣れているので、ファミリーフィッシングの方々が芋洗いの如しです。
　そんな時はぜひ堤防を抜け出してみませんか？　とっつきにくそうな磯場でも昼間なら比較的安全に釣りが出来
ます。堤防よりは色々と考えることも多く、時には専門的な道具も必要ではありますが、そこには新たな釣りの可
能性が広がっていますよ。余り知られていませんが、ゴロタ場やサーフでもイワシやアジを釣ることも可能なんで
す。これからの時期はちょい投げでキスも良いですね。釣行の際には安全装備と熱中症対策をお忘れなく。

茨城県のオカッパリで良く釣れる根魚と言えば、アイナメ、メバル、カサゴ、
クロソイなどなどの根魚が代表的です。一般的な釣りでも人気の魚達ですね。
根魚の多くは概ね11月後半から接岸し、12月～１月には産卵前の荒食いの
時期に入ります。これをプリスポーン状態といいます。２月頃には産卵が始
まります。いわゆるスポーニングです。産卵を終えた魚達は疲れからか暫く
の間餌を余り食べない状況（アフタースポーン）に陥ります。これが２月中
旬～下旬の魔のシーズンです。まったく釣れないこの時期をどうやってやり
過ごすかは釣り人にとって、課題の一つです。

魔のシーズンを過ぎた３月頃から、体力回復のために今度は荒食いの季節
に入ります。これが回復期と言われる状況。このころには春告魚といわれる
ように大型メバルも釣れはじめ、長くて６月頃まで根魚（中でもメバル）が
良く釣れる季節になります。

しかしながら、７月に入り海水温の上昇に伴い、茨城で釣れる根魚は極端
に少なくなります。カサゴだけはどんなシーズンでも釣れるのですが、茨城
の海にはもともとストック量が少ないのか、実は年間を通してオカッパリで
はそれほど多く釣れることは有りません。そんな根魚不在の夏のシーズンに
楽しく遊んでくれる根魚の一つが「ムラソイ」になります。

ムラソイは比較的浅場まで入ってくる魚で、水深が30cm程しかない場所
でも釣れることがあるほどです。20cmを超えるムラソイはなかなかにパワ

フルな引きをしてくれます。ポイントさえ押さえれば、30cmに迫る大型の
ムラソイと出会う機会も結構あるのです。昼夜問わず釣れますが、私の場合
は主に夜釣りをしています。 

茨城県の那珂湊港～磯崎港にかけては中生白亜紀の磯と呼ばれるそれは特
徴的な地層が露出した海岸があります。この磯場の合間には比較的小さな玉
石で形成されたゴロタ場が存在しますが、ここが私がムラソイを狙うポイン
トになります。このゴロタ場は遠浅の部分が殆どなので、実に根掛りが多く、
ここらで釣りをしている人は殆ど見かけません。しかし、魚のストック量は
かなり多く、釣り方を確立すれば、それなりの釣果を得られる場所になります。

私の場合は主にワームによるルアーフィッシングが中心になります。ロッ
ドは8.6ftのルアーロッドで２～ 20g程度のルアーが投げられるもの。長め
のロッドでラインを上に持ち上げて根掛りを回避します。また仕掛けはフ
ロートリグと呼ばれる遠投ウキを用いたもの。これで30mも投げてゆっく
り引いてくれば、ムラソイが釣れるはず。

なお、ムラソイが釣れる条件としては、波が静かな日であることと、上げ
潮のタイミングであることが重要です。他の条件でも釣れなくはないですが、
圧倒的にこの条件が良く釣れますよ。

創刊のご挨拶

ムラソイのルアーフィッシング
茨城県中生白亜紀層の磯

堤防を抜け出そう

釣り部通信 No.001　ムラソイのルアーフィッシング
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 ４月

  2・定例常任理事会 協会会議室で開催

  9・日事連建築士事務所の業務環境改善ＷＧ 協会会議室で開催 （Web 会議：田村哲男副会長出席）

14・令和元年度事務所協会会計監査 協会会議室で開催 （会計監事２名他役員３名）

17・日事連関東甲信越ブロック協議会会長会議 ＡＩＳ事務室で開催 （Web 会議：佐々木宏幸会長出席）

22・栃木県建設産業団体連合会常任理事会・理事会合同会議 栃木県建設産業会館で開催 （山崎良知副会長出席）

23・定例常任理事会・定例理事会　 書面で開催

28・日事連教育・情報委員会　　　 協会会議室で開催 （Web 会議：山崎良知副会長出席）

 ５月

15・日事連正副会長会議　　　　　 ＡＩＳ事務室で開催 （Web 会議：佐々木宏幸会長出席）

19・宇都宮まちづくり推進機構　　 宇都宮市で開催 （佐々木宏幸会長出席）

　  ・定例常任理事会（15:00～）　  宇都宮東武ホテルグランデで開催

　  ・定時総会（16:00～）   （出席者32名・委任状114名）

22・日事連監査会 ＡＩＳ事務室で開催 （Web 会議：佐々木宏幸会長出席）

27・日事連常任理事会 ＡＩＳ事務室で開催 （Web 会議：佐々木宏幸会長出席）

　  ・栃木県建設産業団体連合会通常総会 栃木県建設産業会館で開催 （山崎良知・小林基副会長出席）

 ６月

  4・日事政研役員会（11:30～） 　 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）

　  ・日事連理事会（13:30～） 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）

24・日事連全国会長会議（11:30～） 銀座東武ホテルで開催 （佐々木宏幸会長出席）

　  ・令和２年度日事連定時総会（14:40～）・日事連理事会（15:00～）

                                銀座東武ホテルで開催 （佐々木宏幸会長・本澤崇常務理事出席）

　  ・日事政研総会（15:45～）  銀座東武ホテルで開催 （佐々木宏幸会長出席）

25 ・ 定例常任理事会　　　　　　　 協会会議室で開催

29 ・ 定例理事会　　　　　　　　　 書面で開催

 ７月

  3 ・ 広報・渉外委員会開催　　　　 協会会議室で開催

10 ・ 建築相談会開催　　　　　　　 協会会議室で開催

21 ・ 日事連理事会　　　　　　　　 鉄鋼会館 （佐々木宏幸会長・本澤崇常務理事出席）

協 会 日 誌

協 会 活 動 通 信

♢新型コロナウィルスによる緊急事態宣言を受け、各種行事は開催されておりません。

協会日誌・協会活動通信
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令和２年度
「一級／二級／木造　建築士定期講習」

日　　時：令和２年９月16日（水）受付9:00 ～
講習時間：9:30 ～ 17:30
場　　所：栃木県教育会館
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第１回新技術研修会	
日　　時：令和２年９月18日（金）受付13:00 ～
講習時間：13:30 ～ 15:10
場　　所：パルティとちぎ男女共同参画センター
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和２年度　「適合証明技術者業務講習」
日　　時：令和２年10月6日（火）受付13:00 ～
講習時間：13:30 ～ 17:00
場　　所：パルティとちぎ男女共同参画センター
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和２年度　「管理建築士講習」
日　　時：令和２年11月12日（木）受付9:00 ～
講習時間：9:30 ～ 17:30
場　　所：パルティとちぎ男女共同参画センター

第２回新技術研修会	
日　　時：令和２年11月24日（火）受付13:00 ～
講習時間：13:30 ～ 15:10
場　　所：パルティとちぎ男女共同参画センター
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
とちぎ建築プロジェクト2020・
マロニエＢＩM設計コンペティション
日　　時：令和２年12月1日（火）
場　　所：宇都宮東武ホテルグランデ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和２年度
「一級／二級／木造　建築士定期講習」

日　　時：令和２年12月８日（火）
講習時間：9:30 ～ 17:30
場　　所：パルティとちぎ男女共同参画センター
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和２年度
「一級／二級／木造　建築士定期講習」

日　　時：令和３年３月５日（金）受付９:00 ～
講習時間：9:30 ～ 17:30
場　　所：とちぎ福祉ブラザ

お知らせ（予定）

【広報・渉外委員会】担当役員 / 安藤寛樹　委員長 / 中村清隆　副委員長 / 新井孝・大髙宣光・栗原弘　委員 / 鮎澤浩・岩村克己・大金悟・菅沼徹・中原淳一・福田二一

安藤：今年の夏も、猛暑＋コロナですね。
　　　うまく対応していきましょう。
中村：今回の会報は、新型コロナの影響でスカスカになってし

まいました。委員会も今後は、Ｗｅｂ会議での開催を検
討したいと思います。

大髙：これから迎える台風シーズンですが、海面温度も上昇が
続いていることから、過去に無い巨大な台風の襲来に備
えなければいけません。

新井：今年の夏はコロナ禍で例年とは様子が違いました。当面
コロナと共生ですかね。

栗原：猛暑で体力的にキツイ日々が続きますが対応していきま
しょう。今年の夏、佐野市は39.8度を記録しました…。

鮎澤：長い梅雨が明けたら連日の猛暑、屋根の上で干からびそ
うになりました。今後は豪雨災害の心配もありますが、
良い事もたくさんあると確信してます。

編集後記

	　	　	　	　	　	　	
	広	告	の	ご	案	内	

今般、次のとおり新たに折込広告を開始し、また一般の方々にも広く活用していただけるよう範囲を拡大いたしました。
是非、この機会に貴社のＰＲ活動の一環として各種広告をご活用いただきたくご案内申し上げます。

（単位：円）消費税別

区 	 分 規　　格 正会員・賛助会員 ★　一　般
バ ナ ー 広 告 縦 50 ピクセル　横 160 ピクセル 10,000 ／６ヶ月 12,000 ／６ヶ月

印 刷 広 告
Ａ４版縦  1P    （178mm × 239mm） 50,000 60,000
Ａ４版縦 1/2P（178mm × 116mm） 30,000 40,000
Ａ４版縦 1/4P（178mm ×   57mm） 20,000 30,000

★ 折 込 広 告 Ａ４・Ａ３（二つ折り） 30（10 枚まで）／件数  60（10 枚まで）／件数

詳細はホームページ：http：//www.tkjk.or.jp/　『広告募集について』をご覧ください！

今後、新型コロナウィルス感染拡大の影響で、開催の変更や延期、中止を決定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

県北支部総会
令和２年７月１５日付で書面開催し、原案どおり承認されました。

支部活動報告

お知らせ・支部活動報告・編集後記
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広告

0120－164910

不動産・解体・足場・塗装・防水

丸宇興業株式会社
本　社

〒329-0604　栃木県河内郡上三川町上郷１９２７

宇都宮支店
〒320-0857　栃木県宇都宮市鶴田町２丁目５-５

http://maruu-mukg.co.jp

2020.8    No.111
TOCHIGI  ARCHITECT  OFFICE  ASSOCIATION  BULLETIN

23



広告

全 国 圧 接 業 協 同 組 合 連 合 会 ・ 関 東 圧 接 業 協 同 組 合
公 益 社 団 法 人 日 本 鉄 筋 継 手 協 会 正 会 員

優 良 圧 接 会 社 認 定 ・ A 級 継 手 圧 接 施 工 会 社 認 定

株式会社
大場工業

〒321-0943 宇都宮市峰町570-1　TEL 028（634）6560　FAX 028（635）0928

http://oba-kogyo.co.jp

おかげさまで130周年

営 業 品 目

衛生陶器　セメント　生コン　二次製品　杭工事
太陽光及びオール電化工事　システムバス　システムキッチン

https://www.shiroki-ya.jp/
本社　〒320-0816　栃木県宇都宮市天神1丁目1番33号

TEL 028－633－3327

株式会社 白木屋
小山営業所　〒323‒0029 栃木県小山市城北4丁目6番29号　　 TEL 0285‒23‒5711
東京営業所　〒115‒0055 東京都北区赤羽西1丁目2番4号-302  TEL 03‒5948‒6990
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建設コンサルタント登録　測量業登録
一級建築士事務所登録

執行役員  　     津 田 　秀 文

株式
会社

建設コンサルタント登録　測量業登録
一級建築士事務所登録

技術士　都市及び地方計画

執行役員  　     津 田 　秀 文

 〒320-0036  栃木県宇都宮市小幡1丁目3番16号
 TEL 028-650-3030　FAX 028-650-3034

株式
会社
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電気設備・設計施工
営業品目

http://www.bikodenki .com

株式会社

美工電気
代表取締役  冨塚　典孝

本　　　社　〒321-0104 栃木県宇都宮市台新田1丁目14番4号
　　　　　　 TEL.028-658-6121㈹　FAX.028-658-2938

馬頭営業所　〒324-0615 栃木県那須郡那珂川町松野923番地 
　　　　　　 TEL.0287-92-5101㈹　FAX.0287-92-5085

小川営業所　〒324-0512 栃木県那須郡那珂川町谷田391番地
　　　　　　 TEL.0287-96-4434㈹　FAX.0287-96-4405

内 線 電 気 設 備 工 事
受 変 電 設 備 工 事
弱　 電 　設 　備 工 事
自 動 火 災 設 備 工 事
一 般 電 気 設 備 工 事
一 般 空 調 設 備 工 事
計 　 装 　 設 　 備 工 事
プ ラ ン ト 電 気 工 事
電 力 監 視 シ ス テ ム
ＬＥＤ照明リニューアル
発 電 機 設 備
クリーンルーム電気工事
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生コンクリート製造、販売、骨材、砕石、砂利、
骨材（RC）再生骨材、地盤改良（タフロック）

《営業地域》栃木県及び関東地区
《営業科目》コンクリート

菊一生コン株式会社
代表取締役社長    菊地　伸克

本社　〒321-0913 宇都宮市上桑島町 2100

生コンクリート製造、販売、骨材、砕石、砂利、
骨材（RC）再生骨材、地盤改良（タフロック）

《営業地域》栃木県及び関東地区
《営業科目》コンクリート

生コンクリート製造、販売、骨材、砕石、砂利、
骨材（RC）再生骨材、地盤改良（タフロック）

TEL 028-656-6075　FAX 028-656-8038
E-mail：kikuichinamakon@indigo.plala.or.jp

《営業地域》栃木県及び関東地区
《営業科目》コンクリート

足場工事はお任せください！足場工事はお任せください！
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〒321-0404 栃木県宇都宮市芦沼町字湯殿神社前3827番地
                   TEL（028）674-1558㈹　FAX（028）674-1557
                   E-mail :  tetukinn@hyper.ocn.ne.jp

ANEDA
栃木県鉄筋工事業協会会員栃木県鉄筋工事業協会会員

株式会社 カ ネ ダ
代表取締役　金　田　　剛

鉄筋工事で地域社会に貢献する

本社/〒321-0904 栃木県宇都宮市陽東五丁目9番21号
phone.028（662）2511（代） fax.028（662）4278
URL:http://www.pto.co.jp/pto/  E-mail:s@pto.co.jp

「こんなチラシをつくりたい。」
「あんなパンフレットができたらいいのに。」
想いがあるのなら、是非私どもにご相談ください。
紙媒体、映像、ホームページ作成。
あなたの想いをカタチにする、お手伝いをいたします。
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建築塗装工事
鋼橋塗装工事

防　水　工　事
交通安全施設工事

根 本 塗 装 株 式 会 社
代表取締役　根 本 和 典

宇都宮市大通り2丁目3番16号
TEL（028）634-6221㈹  FAX（028）633-3450
E-mail  nemoto@peach.ocn.ne.jp

建築企画・設計・監理

梓建築設計事務所株式
会社

〒321-4355 真岡市上大沼 2-20-5
TEL 0285-82-6141 FAX 0285-84-6082
E-mail tsurumi@t-azusa.co.jp

https://www.shikoku.co.jp

鉄筋工事一式

株式会社　中三川工業
栃木県河内郡上三川町大字上蒲生529番地４
〒329-0617 TEL 0 2 8 5 - 5 6 - 6 6 6 6

FAX 0 2 8 5 - 5 6 - 6 4 5 4
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