❏一般社団法人 全国古民家再生協会
鹿児島第一支部 『 4 月度例会 』 議事録
記録日：2016 年 4 月 20 日
記録者：
団体名

一般社団法人 全国古民家再生協会

永田 三智子

鹿児島第一支部

開催日時

2016 年 4 月 20 日（水）18:30～20:10

開催場所

かごしま環境未来館２階研修室
事業者会員 ：岩田・大城孝一・末重・寺地・野元（善） （5 名）

出席者

一般会員

：栄・椎木・大城孝太・野元(美)・永田（5 名）

オブザーバー ： 小森・萩原（2 名）
1.開会宣言

計 12 名出席（※敬称略）

只今より一般社団法人 全国古民家再生協会（古民家協会） 鹿児島第一支部
4 月度例会を開催致します。いよいよ今年度もスタートしました。今も余震が
続く熊本地震及び空き家問題等古民家を取り巻く状況は急速に動いています。
一致団結して平成 28 年度も頑張って行きましょう。宜しくお願い致します。
（野元副支部長）

2.出席者確
認

3. 支 部 長 挨
拶

会員 10 名及びオブザーバー2 名の計 12 名の出席を確認しました。
（永田）

皆さんお疲れ様です。総会も無事に終わりいよいよ今年度もスタート致しま
した。副支部長から冒頭お話がありましたように熊本地震により本県も交通網
等に影響が出ており今後業界を取り巻く状況は加速度的に動いて行くと思われ
ます。そのような中私達に支援出来る事があると思います。少しでも復興に協
力して行ければ幸いであると考えます。本日は総会資料と併せ紙ベースでの添
付資料も数多くなっております。読み落し、紛失等には十分ご注意頂きますよ
うお願い致します。例会の配布資料は議事の進行に伴い随時配布させて頂きま
すので宜しくお願い致します。また時間も余りございませんのでスムーズな進
行にご協力お願い致します。

4. 前 回 議 録
の確認

（栄支部長）

前もって配布しておりますがご意見及び修正等あがって来ておりませんので
割愛させて頂きます。また本会レジュメに関してもご意見がございませんでし
たのでその旨支部長にはご報告させて頂きました。
（永田）

5. 議 題 並 び

冒頭申しましたように前もって本会のレジュメ並びに配布資料（報告事項）

に資料の確

は事務局より配布されておりますのでそれに沿って本会を進めさせて頂きます

認

が本会報告事項並びに事務局報告事項についてご質問等がございましたら本日
は時間の関係上後日別途お申し出下さい。
（栄支部長）

・了解しました。（全員）

6. 本 会 報 告
事項

❏本報 6-1
・新規提携によるハンドプレカット工場設置推薦に関して
❏本報 6-2
・シルバー人材センターとの提携に関して
❏本報 6-3
・支援議員勉強会に関して
❏本報 6-4
・地区会員大会開催のお知らせ。
❏本報 6-5
・ジャパトラの利用に関して
❏本報 6-6
・古民家・新民家緊急サービス２４に関して

7.事務局報告
事項

❏事報 7-1
・第 4 回再築大賞の開催に関して
❏事報 7-2
・第 5 回古民家フォト甲子園に関して
❏事報 7-3
・メディア掲載のお知らせ
以上本会、事務局報告事項は事前に配布しており皆さん確認されていると思
いますが支部報告及び審議事項とも重複してまいりますので改めて要点のみに
ついて確認してまいります。（栄支部長）
・了解しました。（全員）

8. 支 部 報 告
事項

❏支報 8-1
・新規入会会員紹介
野元美奈さんと大城孝太さんが一般会員として新規入会されました。皆さん
お二人ともご存知ですのでご紹介は割愛させて頂きますがこれにより事業者会
員と一般会員の比率が五分五分となりました。今後は事業者会員を増やさない
と一般会員も増やすことが出来なくなりますので事業者会員の募集に力を入れ
て行く所存ですのでご協力をお願い致します。尚お二人の入会により当支部会
員の平均年齢は事業者会員 56.7 歳、一般会員 45.7 歳、全体 51.2 歳となり全体
で 4 歳の若返りとなりました。お二人のご活躍に期待しましょう。（栄支部長）
・宜しくお願いします。
（野元（美）
・大城孝太）
・こちらこそ宜しくお願いします。
（他全員）

❏支報 8-2
・再生協会と新民家推進協会の連携について（別紙資料有）
ご承知のように大城副支部長が新民家推進協会を立ち上げられ活動されてお
ります。古材鑑定士・新民家プランナー講習・試験を含め木材業者や解体業者
の会員募集等ご活動中です。今後お互いにより協力し合って行くことになって
まいりますので皆さんのご協力宜しくお願い致します。（栄支部長）
・いろいろやって行かなければ行けないことが多く大変ですが頑張ります。
具体的な施策については至急支部長や事業者会員と協議します。一般会員、オ
ブザーバーの方達のご意見も参考にしながら打出してまいりますので宜しくお
願い致します。
（大城副支部長）
・了解しました。お互い頑張りましょう。
（全員）
❏支報 8-3
・シルバー人材センター訪問について（別紙資料事前配布済）
訪問、ジャパトラ配布についてご協力を頂きます。宜しくお願い致します。
（栄支部長）
・了解しました。（全員）

9.審議事項

❏審議 9-1
・支部活性化について
報告事項でお話しましたように再生協会と新民家推進協会の連携を含め両協
会の案件を増やす事が喫緊の課題ではないでしょうか。その為にどう行動する
か限られたキャパシティの中で活動指針を打出してまいります。
（栄支部長・大
城副支部長）
・・・・協

議

・4 月 26 日（火）午後 6 時より本会場で改めて協議を行う事で決定しました。
事業者会員は出席必須とし一般会員も出席可とします。当日の協議内容につい
ては改めて報告する事で決定しました。（永田）
・了解しました。（全員）
❏審議 9-2
・実技講習会開催について
ご承認頂きました今年度の活動計画に記載の通り例年 5 月に開催していたの
を 10 月開催に変更しております。あくまでも予定ですので実技講習の物件が上
がってまいりましたら組み直してまいりますので皆さんの情報提供をお願い致
します。
（栄支部長）
・了解しました。開催場所は霧島市方面となっていますがこちらも変更して
も構いませんか。
（全員）
・はい。構いません。参加者を集め易く且つ報道もされ易い場所が理想です

けどね。宜しくお願い致します。（栄支部長）

10.確認事項

❑確認 10-1
・次回例会開催日程

・5 月 18 日（水）午後 5 時 30 分～7 時
・かごしま環境未来館 2 階研修室
にて開催致します。勝手ながら例会終了後動的耐震実技講習（大阪開催）に
出席の為当日新幹線にて大阪に向かう予定としていますが地震の影響で開通出
来るかどうか判りません。場合によっては空路になると思われますがその時は
時間の関係上当日の鑑定士講習・試験は予定通り開催致しますが例会は日を改
める事になるかも知れません。現時点ではこの日程に依りたいと思っています
が改めて皆さんにご連絡差し上げます。（栄支部長）
・了解しました。（全員）

❏確認 10-2
・地区会員大会参加の件
今年は福岡（福岡第二支部主管）で 5 月 21 日（土）に開催されます。改めて
詳細が分かり次第参加者を募りますのでご検討お願いします。当日は大会終了
後懇親会もありますので宿泊の可能性大です。交通手段は参加者次第で決めて
いきたいと考えます。（栄支部長）
・現時点での参加者は栄支部長、大城副支部長、野元（美）さんの 3 名が手
を挙げられました。（永田）
・改めて皆さんに打診致しますので宜しくお願い致します。
（栄支部長）
・了解しました。（全員）

11.学習プロ
グラム

❏巻の零、巻の壱（一～十三まで）・・・講師担当：栄支部長（別紙補足資料有）
・カリキュラムも 2 サイクル目を迎え理解度確認に重点を置いて講義して頂
きました。継続して学習し身に付ける姿勢が大事だと思います。併せて「住生
活基本計画」
（全国計画）についてのポイント解説も資料を作成され配布して頂
きました。各自持ち帰って勉強するよう指示がなされました。
（永田）

12.その他

・途中、申し上げましたように支部活性化へ向けて当面の課題を打破する施
策、行動の為皆さんを臨時に召集する事で決定致しました。施策案については
岩田さんより本日書面によりご意見を頂きました。26 日の協議に活用させて頂
きます。他の方も 25 日迄にご提案を頂けますようお願い致します。
（栄支部長）
・了解しました。（全員）

13.閉会宣言

新会員を迎え総会に引続き例会、勉強会と非常に密な内容となりましたが最
後までお付き合い頂き有難うございました。課題は山積していますが皆で協力
し合って頑張って行きましょう。これにて 4 月度例会を閉会させて頂きます。
お気を付けてお帰り下さい。（野元副支部長）
・ご苦労様でした。今後とも宜しくお願い致します。（全員）

決定事項

議事録に記載済み。

次月開催日時

２０１６年５月１８日（水） 17:30～19:00

（予定）

※当日は午前 10 時より鑑定士講習（更新含む）
・試験を行います。
次月開催場所

かごしま環境未来館２階研修室

次月議事内容

報告事項並びに協議
学習プログラム：巻の壱（十四～二十七）講師担当：栄支部長

次回議事録記録

永田

三智子

本議事録作成

永田

三智子

議事録承認

本議事録が適正である事を確認致しました。
平成 28 年 4 月 21 日
一般社団法人

全国古民家再生協会
鹿児島第一支部

支部長

栄

文弘

㊞

