一般社団法人全国古民家再生協会 鹿児島第一支部 例会 議事録
記録日： ２０１６年５月１８日
記録者： 永 田
団体名

一般社団法人 全国古民家再生協会

三 智 子

鹿児島第一支部

開催日時

2016 年 5 月 18 日（水）18:00～20:10

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・川畑・寺地・野元善文（5 名）欠席：末重

出席者

一般会員

：大城孝太・栄・椎木・下高原・永田（5 名）欠席：野元美奈

オブザーバー ： 中俣・萩原・脇黒丸（3 名）
1.開会宣言

計 13 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
5 月度例会を開催致します。本日、鑑定士更新講習を受けられた会員の皆さん
は終日の拘束でお疲れの事と思います。また、審議事項も控えておりますので
併せて最後まで宜しくお願い致します。

2.出席者確
認

（野元善文 副支部長）

会員 10 名及びオブザーバー3 名の計 13 名の出席を確認しました。事業者会員
の末重さんは商用で急遽欠席、一般会員の野元美奈さんは私用の為事前に連絡
を頂いております。またオブザーバーの小森さんは事業者会員入会希望の為、
本日、大阪にて「伝統再築士」の受講・受験に赴かれております。皆さんに宜
しくとの事でした。萩原さん、脇黒丸さんは一般会員入会ご検討の為、本会合
を御見学されます。

3. 支 部 長 挨
拶

（永田）

皆さんお疲れ様です。冒頭、野元副支部長からお話があった通り本日は鑑定
士更新講習を行いましたので、特に受講された方はお疲れと思いますが、本会
合の前にお話も出来、大変有意義であったと思います。3 月、4 月にかけて施策
検討会を事業者会員を中心に開催されておりますので、後程報告と併せて追加
協議を行なってまいりますので宜しくお願い致します。

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

本会のレジュメ並びに配布資料（報告事項）は事前に事務局より配布されて

に資料の確

おりますのでそれに沿って本会を進めさせて頂きます。別途追加資料は都度配

認

布させて頂きます。（栄支部長）
・了解しました。（全員）

6. 本 会 報 告

❏本報 6-1

事項

・平成 28 年熊本・大分地震災害支援事業に関して
皆さんご承知のように今月 11,12 日両日、熊本、大分両県において古民家動
的耐震診断を無料で実施されております。両件ともメディアに取り上げられて
おりますので掲載記事を読まさせて頂きます。また、本地震関連については岩
田さんによる応急危険度判定に赴かれての報告、中俣さんの新聞掲載記事、私
（栄支部長）の現地状況報告等逐一報告しておりますが、後席に他関連記事等
と併せて閲覧出来るよう準備しておりますのでお目通し下さい。ちなみに本日
の鑑定士講習に熊本東区よりご参加頂いた方がこの展示に大変興味を持ってお
られました。また、事業者会員の皆様の所へは「木造耐震診断・耐震改修補助
制度説明会」案内や保証機構からの「震災建築物復旧の相談窓口」としての承
諾伺い等も届いていると思いますので各自ご対応の程宜しくお願い致します。
いずれにせよ色々な形で支援出来ることはございますので支部としても検討し
てまいります。引き続き皆さんのご協力をお願い致します。（栄支部長）
・了解致しました。
（全員）

❏本報 6-2
・地区会員大会開催のお知らせ
急遽、私（栄支部長）が別件で他所へ赴かなければならなくなった為に当初
の 4 名参加から 3 名になりましたので、大城副支部長より参加要請があったと
思いますが改めて最終確認をしたいと思います。尚、参加費用は振込んであり、
返還されませんので参加費用は無しと言うのをお含みおき下さい。・・個別確
認。
・・了解しました。当初の通り諸事情により参加出来ないとのことですので
支部からは大城、野元両副支部長、野元美奈さんの 3 名が参加ということで
決定致します。大会で「義援金」の募集がありますので支部より金 1 万円をお
渡し致しますのでお届け下さい。また、大会には河野氏も参加され先般案内が
ありました動的耐震診断、床下インスペクション支部設立の件に関しましても
お話があると思いますので詳細のご確認を併せてお願い致します。お三方に鹿
児島支部の代表で参加されますことに感謝申し上げます。川口支部長にも宜し
くとお伝え下さい。（栄支部長）
・了解しました。勉強及び親睦を深めてまいります。（大城・野元副支部長）

7.事務局報告
事項

❏事報 7-1
・一般社団法人住教育推進機構設立に関して
4 月 20 日に設立され理事長には河野氏が就任されております。今後、団体・企業
向けに募集説明会、住教育インストラクター向け講習会開催などが予定されておりま
す。先の支部設立と併せて地区会員大会に於いて再度説明がなされると思いますの
でこちらも確認をお願い致します。 （栄支部長）

・了解しました。 （大城・野元副支部長）

❏事報 7-2・・・第 4 回再築大賞の開催に関して ❏事報 7-3・・・第 5 回古民家フォト
甲子園に関しては両件とも継続となっておりますので十分ご承知おきと判断致しま
す。 （栄支部長）
・了解しております。（全員）

8. 支 部 報 告
事項

❏支報 8-1
・4 月 26 日開催「臨時会合」協議内容、議事録報告
議事録を準備しましたのでそれに併せてご報告、補足説明を行います。主旨
は事業者会員をメインとし、一般会員、オブザーバーを含む全員参加型の支部
活性化プロジェクトとなっております。施策骨子は何点か決議されましたがそ
の後変更等もありましたので審議と併せて調整して早期実現に向け今後とも努
力してまいります。

（大城副支部長）

・了解しました。お互い知恵を出し合っていきましょう。（全員）

❏支報 8-2
・5 月 21 日開催地区会員大会参加の件
先程決議されましたのでここでは割愛させて頂きます。

9.審議事項

（栄支部長）

❏審議 9-1
・臨時会合での保留事項について
先程大城副支部長から報告並びに説明がございましたように骨子は何点か決
議されましたが詳細（具体策、行動指針）は未確定の部分がありますのでご審
議の程宜しくお願い致します。議長は私にて進めさせて頂きますが宜しいでし
ょうか。

（栄支部長）

・異議なし。
（全員）

1)事業者会員による「ジャパトラ」購入、配布の件
・先般より、全員に意見、提案を要請しましたところ永田会員より主旨を良
くご理解され、また諸般の事情を良くご承知の上、それを踏まえた提案書を
提出して頂きました。事前に皆さんには配布してございますが如何でしたし
ょうか。
（議長）
・細かなところまでの配慮、考察、提案に感心しました。これにて進めて行
きましょう。（全員）
・了解しました。本提案書を元に 3 点に絞って決議をしてまいりたいと考え
ます。（議長）

・異議なし（全員）
・決議項目
① 現在、再生協会（栄）50 部、大城副支部長 200 部購入を含めて 300 部購
入に変更する。
② 再生協会（栄）で一括して支払う。
③ 納入先は大城副支部長の所とする。
以上で宜しいでしょうか。（議長）
・異議なし（事業者会員全員）
・有難うございました。決議事項と致します。但し、購入方法、送付先については確
認が必要となりますので私より先方に伺いをたてさせて頂きます。（議長）
（5 月 19 日了解を取れたとの報告が支部長よりありました。永田）
・了解しました。（全員）
・尚、配布先の見直し、洗い出しを改めてお願い致します。協議の中で病院、銀行
等人が集まり、待ち時間がある所、また、読者として団塊世代を重点においたらどうか
との意見も出ましたので改めて事業者会員の方達にて取り纏めをお願い致します。
併せて統一名刺等のご準備もお願い致します。（議長）
・了解しました。一般会員の方達もご協力下さい。（事業者会員）

2)古民家改修現場完成見学会開催の件
・この件に関しましては、諸般の事情により予定していた日程調整が出来なくなり時
期も喪失した為、断念せざるを得ないとの報告が大城副支部長よりありましたので中
止とさせて頂きます。（議長）
・了解しました。次の機会に期待しましょう。（全員）

3)実技講習会開催の件
・本部より実技講習会に関しては年 1 回の事業計画としており、年１回に限り特例が
あり 2 回目以降は通常の取り扱いとなりますが回数を増やしていく計画となっておりま
す。実施要領については別紙資料をご確認下さい。詳細の進め方については改めて
提出させて頂きます。また、当再生協会独自の作業着もありますが全員揃えた方がい
いですよね。会員は原則全員参加ですので併せてご検討下さい。（議長）
・異議なし。（全員）
・まずは本日ご出席の脇黒丸さんが古民家（菱刈）にお住まいという事ですので、候
補に挙げても宜しいでしょうか。写真を送って頂ければ助かります。（議長）
・了解しました。私の嫁方の母親の実家となりますので了解を取ってみます。写真は
送りますのでご検討の程宜しくお願い致します。（脇黒丸）
・急な話で申し訳ありません宜しくお願い致します。（議長）

（本日追加）
・皆さんの活動、作品等をブログで紹介して行きたいと考えます。野元美奈さんとや
っていけると思いますが如何でしょうか。（下高原）
・了解しました。岩田さんが企画役員をされていますので打合せを行なって下さい。
宜しくお願いします。（議長）
・了解しました。（下高原・岩田）

本日は以上の決議がなされました。今後もご意見、ご提案等ございましたら随時ご
連絡下さい。宜しくお願い致します。 （栄支部長）
・了解しました。（全員）

10.確認事項

❑確認 10-1
・次回例会開催日程

・6 月 16 日（木）午後 6 時～8 時
・かごしま環境未来館 2 階研修室
にて開催致します。会場の都合により曜日が変更となっておりますのでお間
違え無きようお願い致します。
・了解しました。（全員）

❏確認

その他

・メルアドの変更をお願い致します。（下高原）
・了解しました。新しいメルアドをお教え下さい。皆さんに報告致します。
（永田）
・了解しました。（下高原）

11.学習プロ

❏巻の壱（十四～二十七まで）及び熊本地震追加報告

グラム

（別紙補足資料有）

・・・講師担当：栄支部長

・今回も支部長の主観を交えてテキストに沿った講習をして頂きました。更
新講習とは一味違った内容で〇〇について理解していますか？〇〇について
質問があった時にテキストなしで解答出来ますか？と問いかけ形式にもなって
おりより実戦向けとなっていますので頑張らないといけないなと思いました。
また、熊本地震追加報告についてはご自身で現地を実際見て体感して尚且つ
色々調べた上での考察も盛り込まれた報告となっており大変勉強になりまし
た。
（永田）
・今回も知識の習得ができましたか？次回からは私の手を離れ事業者会員の
皆さんによる講師担当となってまいります。お互い切磋琢磨して行きましょう。
次回担当は本日欠席されておられますが末重さんとなっています。宜しくお願

い致します。（栄支部長）

12.その他

13.閉会宣言

特になし。

・冒頭申し上げましたように更新講習を受けられた方は終日となりましたが
最後までお付き合い頂き有難うございました。内容の濃い例会であったと自負
しております。今後とも支部活性の為更なるご協力をお願い致します。これに
て５月度例会を閉会致します。お気を付けてお帰り下さい。お疲れ様でした。
（野元副支部長）
・お疲れ様でした。
（全員）

決定事項

議事録に記載済み。

次月開催日時

２０１６年６月１６日（水） 18:00～20:00
※曜日が変更となっております。お間違え無きようお願い致します。

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：巻の弐

次回議事録記録

永田

三智子

環境問題

講師担当：末重会員

