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番外「視覚しょう害者のための拡大写本」 
 

新建築家技術者集団 千葉支部機関紙 

新建 
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建築やまちづくり・ものづくりにおいてユニバーサルデザインという考え方が取り入れ

られるようになってきました。確かにこれはたいへん重要なことですが、誰もが使えるデ

ザインを目指す一方で、どうしてもそこから外れる場合があることを忘れるわけにいきま

せん。 

視覚にしょう害がある人の多くもそれに該当し、一人一人の見え方の特性に合わせた個別の

対応が必要になります。弱視の人で文字などを適度に拡大すれば読み取れる場合、文書の内容

を拡大して作り直すことを拡大写本といいます。これに携わる団体が全国各地にあり、千葉県

では特別支援学校のある四街道や、柏、浦安などで活動が行われています。 

現在取り組まれている拡大写本のうち中心的なものは小中学校の教科書の拡大です。近年、

拡大教科書の出版やデジタルデータを用いてモニターで見る方法などが普及しつつあります

が、それらにも対応できないケースがあり、どうしても個別対応が必要になるのです。拡大の

方法として手書きとパソコン使用があり、どちらにするか本人に選んでもらいます。 

ここに示したサンプルは、希望により手書きで黒地に白抜き文字 10ミリサイズとした数学の

教科書の拡大写本（原寸）の一部です。                （文、写真：三国 政勝） 
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月
支部企画

住まいづくり研究会
その他企画

全国・近県支部
その他企画

その他
支部幹事会

５月
１２(木)20：00～
Web
支部幹事会＋交流会

６月
　９(木)20：00～
Web
支部幹事会＋交流会

７月 仕事を語る会
１４(木)20：00～
Web
支部幹事会＋交流会

８月
建築とまちづくりセ
ミナー

１１（木）20：00～
支部幹事会＋交流会

９月
　８（木）20：00～
支部幹事会＋交流会

10月
１３（木）20：00～
支部幹事会＋交流会

11月
１０（木）20：00～
支部幹事会＋交流会

12月 支部総会・忘年会

１月 新年会
１２（木）18：30～
支部幹事会＋交流会

２月
　８（木）18：30～
支部幹事会＋交流会

３月
　９（木）18：30～
支部幹事会＋交流会

４月
１３（木）18：30～
支部幹事会＋交流会
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第 27回ちば塾 Web                                          ２０２２年３月４日２０時～２２時  

「重要伝統的建造物保存地区内の住民等組織による空き家利活用の取り組みに関する研究」          

講師：千葉大学大学院生 関根萌様 に、ご参加頂いた方々の感想について 

1.会員外でご参加頂いた 4名様のご感想 (お名前の五十音順に記載) 

【浦安景観まちづくりフォーラム 浅川様より】 

私はこの 2～3 年、全国の武家屋敷の街並みを調査していて、ネットや調査報告書などの資料を探して

いますが、重要伝統的建造物保存地区は、認定される前にどこも調査を行っているため、詳細な資料が揃

っています。 

そのため重伝建地区を中心に調査し、現地に訪れています。 

それ以前も昔から重伝建地区の特に商業地や宿場町は訪れているため、現在 126地区の内 76地区を

見ています。 

武家屋敷街は基本的に住宅地なので、江戸時代から残るような数少ない武家屋敷は、行政管理により公

開、飲食施設やイベント施設として利用されているケースが多いです。 

武家屋敷のほとんどは建替えされた住宅にお住まいになっている場合が多く、道路沿いの石積みの土

留め、塀や生垣、門などが残り、武家屋敷の街並みを形成しています。 

商家町や宿場町などは、地区内の戸数が多く、住まいとしては、自動車車庫の問題など住みにくく、観光

化されて関連するお店などの利用がないと相続時に空き家になるケースが多いです。 

重伝建地区は、他の地区とは違い、決められた外観ルールなどを守りながら、歴史的価値のある建物を

維持していかなければならないので、空き家対策の大変重要な課題であり、今回の研究テーマは大変興

味深く聞かせていただきました。 

今回の論文は修士論文かと思っていましたが、卒論ということでまずびっくり、そして、論文の内容も、図

やフロー、関係図などを大変わかりやすく表現されていて、とてもよく出来ていました。 

また、今回ご説明いただいたプレゼンシートもとてもよく出来ていて、わかりやすかったです。 

もう少し時間が与えられていたらもっとわかりやすく説明できたのではないでしょうか。 

 全国の重伝建地区にアンケートを回答してもらい、その中から住民組織の活動が活発化されている、嘉

右衛門町地区を取り上げ、時系列で住民組織の取り組み、各住民組織の繋がりを示していただきました。 

 今回感じた歴史的空家の再生活動は、まず歴史的な価値がわかる専門家がいて、それぞれの立場が違

う組織が連携していくことで、広がりができていると感じました。 

また、住民組織をバックアップする行政の関りも重要と思いました。 

是非、嘉右衛門町地区の取り組みを、他の重伝建地区にも伝えていただきたいです。 

※昨日、川越蔵の会のメンバーの方に案内していただき、35 年ぶりに重伝建地区を中心にその周辺のま

ち歩きをしました。 

平日にもかかわらず人では多く、特に中高生の団体や卒業旅行と思われる若い人たちが多く、大変にぎ

わっていました。コロナ前はこれに外国人観光客が加わり、混雑状況はすごかったようです。 

重伝建地区は、観光客が多いので、空き家はなく利活用されていますし、周辺の長屋なども改修してサ

ブリースする事例もありました。                                            

【NPO法人電線のない街づくり支援ネットワーク  北村様より】 

この度、新建ちば塾「重伝建地区嘉右衛門町地区」セミナーに参加させて頂き、ありがとうございました。 

千葉大学大学院関根萌様の研究発表「栃木市嘉右衛門町地区の空き家利活用の取り組み」は、街を美

しく活性化するのは、そこに住む、また係わる人たちの熱意であること、また複数の目的を異にするグルー

プが、相互にかかわることが街の活性化に有効に働いていることを、深い洞察で明らかにされたものでした。 

 その調査は、全国の伝統的建造物群保存地区のデータを、広く分析するところから始まり、その中で「空

き家率」に着目されて、その指標が他地区より低い栃木市を選定、数年に亘り、行政、民間を対象に調査さ

れたものでした。対象への入り込みの深さとともに、熱量の高い研究と思いました。 
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 私は、NPO法人電線のない街づくり支援ネットワークに所属して活動しています。 

活動の一環として、高山支部長（当時）が主催されていた、街並み委員会に参加し、2018 年 6 月に栃木市

を訪れています。 

同市は「巴波川・蔵の街ルネッサンス」と銘打ち、観光都市「蔵の街とちぎ」として 30 年来、官民一体で整

備されてきたとのことでした。 

街のあちこちで、建物の修理、それも木造の伝統工法による修理が進んでいる様子が、印象的でした。

無電柱化は、整備地区内では進んでいましたが、一つ脇道に入るとまだまだ、電線電柱が残っていまし

た。無電柱化の面的整備の難しさを感じました。 

 私は、無神経に走る電線類が無くなれば、日本の街並みや風景はどれほどきれいになる だろう、と考え

て無電柱化の活動を続けています。 

しかし、当然の事ながら、電線類を地 中化しただけで、街並みが美しくなるかと言えば、そんな単純な

話では当然ありません。      

 では、建物も往時の建築技法に則って修復すればよいのかと言えば、もちろん、それは大切な事ではあ

るけれど、それでも完結されないと思います。 

いかに適切に修復された建物であっても、人が住んでいない、使われない建物に、生気は感じられない

ものです。家は、人が使って初めて家だし、街は、人々の営みなしに建物だけで存在できません。 

 伝統的建造物群保存地区は、往々にして、第二次大戦中に壊滅的な被害を免れ、戦後の高度経済成長

からも外れたエリアにあります。 

近年の経済発展から外れたぶん、昔の建物が残ったともいえます。人口の定着も難しい地域が多いの

でしょう。 

 そのような中で、蔵の街とちぎが、残った古い建物を大切な資産ととらえ、ハード面の魅力を粘り強く磨き

こむとともに、関根様の研究発表にあったように、活性化に取り組む複数の市民の営みが、建物に生気を

与え、観光都市として、魅力を高め続けていることに、今の日本の地方都市が、生き残る可能性を感じまし

た。 

  関根様の研究発表が、多くの人の目に触れ、蔵の街とちぎの活動が、他の苦労する伝統的建造物群保

存地区の、関係者や住民の方々に、水平展開されることを願ってやみません。 

関根様の研究では、「空き家率」というどちらかと言えば、危機感の強い指標で論じられていましたが、こ

れが「世代別人口」とか、「子育て世帯数」といった将来に向けて開けた指標で語られる研究発表が、今後、

数多く出現するようになることを、切に願いながら、発表を聞いた次第です。ありがとうございました。 

【NPO法人電線のない街づくり支援ネットワーク 塚田様より】 

今回、当 NPOでご縁のある新建ちば支部幹事の髙山様に声をかけていただき、初めて参加させていた

だきました。2時間という時間が、あっという間に過ぎました。 

髙山様の栃木の重伝建地区のお話は、江戸時代の舟運が盛んであった当時の風景が浮かぶようでした。 

私の住んでいる京都府宇治市の自宅近所にある宇治川河畔には岡屋津という史跡があります。 

これは、ここも近所にある万福寺を創建された隠元和尚がこの岡屋津から上陸したことで地元では知ら

れていますが、関西でも大阪の淀川から京都・宇治へと河川流通が盛んであったことが偲ばれます。 

このような栃木の街は、日光へも通じる重要な拠点でしたが、陸路に変わった現代においては、歴史的

まちなみ保存地区（重伝建地区）として役割をかえ、その保存に取り組んでいるという話の流れがよくわかり

ました。 

後半の千葉大学大学院の関根様のお話は、ご参加の皆様も周知のとおり、圧巻の講演でした。 

重伝建地区の空き家問題に焦点をあてた現状と課題、それに対しての地区での取り組みと成果につい

て丁寧にパワーポイントにまとめられ、他の空き家問題で悩んでおられる地区の皆様にも是非参考にして

いただきたい内容でした。 

髙山様のお話とも共通しますが、街を支え、守るには、なによりも地域の皆様の支えとそれを取り仕切る、
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先導する人物や団体が欠かせないことを改めて感じました。 

このような機会をいただいた高山様・皆様に感謝いたします。また、機会があれば是非お声をかけてい

ただければ幸いです。 

【浦安景観まちづくりフォーラム 大和様より】 

実は私は 3 回ほど栃木市を訪れ以前から先進事例市として注目しており、フォーラムの見学会バスツア

ーを企画し、市役所にも２回お邪魔して下打ち合わせをしたところですが、生憎コロナ禍のため中断してい

るところでした。 

高山さんのご説明、関根さんのＰＰＴによる報告共に素晴らしかったです。 

まちづくり、まち育てに関心のある仲間の輪を次々と広げネットワーク化していく過程が見事で大きな刺

激を受けました。昨日のセミナーは私にとって大変有益でした。有難うございました。 

 

2.千葉支部会員 3名の感想（名前の五十音順） 

【宇野】 

懐かしく以前訪問した大内宿、奈良井宿、妻籠宿等を思い出しながら聞いていました。 

大内宿には、千葉県建築家協会の研修旅行で訪問しました。 

いろりを囲んで宿のおかみさんと、伝統的な建築の保存、利活用の大変さなどの話をしたことを思い出して

いました。 

奈良井宿、妻籠宿は事務所を開いて間もない時期に、仕事で宿泊し、地酒の「七笑い」を飲んで体を温

め、こたつに足を入れて寒い夜を宿屋ですごしたことを思い出しました。 

頂いた資料を見ますと、角館、倉敷川畔、近江八幡、佐原など懐かしい名前が載っています。 

佐原は千葉県の地元ですから１０回近くは訪問しています。 

若い方が、伝統建築に興味を持たれ、日本の伝統的な景観や建築が大切に利活用されることに勇気を

もらった感じです。有難うございました。 

【加瀬澤】 

最初アンケートの報告から入ったので戸惑ったが、段々核心になってきて、特にグループ「かえもん暮ら

し」の話が大変興味深かった。 

メンバーが建築家５人、大工２人に研究者（小山高専、現在は国士舘大学准教授）という構成で、その

人たちが地域住民や行政、学生と連携しながら、まちなみの保存修景や空き家活用に取り組んでいるとい

う。建築の専門性を生かしてまちの活性化につなげるとは理想的。 

改修工事があってもボランティアになりがちで業務としては成立しないようだが、地域に根差す設計者、

技術者のあるべき姿と思った。報告者関根さんは遥に歳は離れているが学校の後輩にあたる。しっかりし

た視点の確かさに感心した。  

【田中】 

維持管理が人の情熱によってされていることが、一番印象に残っています。小山高専の歴代校長には、

文化庁ご出身の方もいました。 

若い世代が地元の伝統や文化に触れて、それらを後世に伝えられることは、とても良いことだと思います。 

故延藤先生は「まち育て」を育てることを著書にされましたが、やはり人から人へとそのまちの良いところ

を伝えて、維持していくことが重要だと再認識いたしました。 

まちづくりは１００年単位とよく言われますが、１００年単位で継続していくには、「人の情熱や思いをエネ

ルギーにしていくこと」であると改めて思いました。 

今後、栃木市のまちづくりが、若者によって推進されることと、当日講師を頂いた関根様が、社会でご活

躍されることを祈念いたしております。ありがとうございました。 
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2022.05                                街並景観プランナー 髙 山  登 

＜連載＞世界まち歩き 第 29回 ベトナム北部・中部・南部の主要都市と世界遺産          

３.ベトナム南部 ホーチミン市 その 2 街角   

 

前回はホーチミン市のコロニアル建築についてご紹介させていただいた。この市も北

のハノイと同様に、美しく優雅な外観のコロニアル建築が沢山ある。フランス統治時代

の都市が、今も息づいている。 

一方看板が乱立し、雑然とした建物が居並ぶブイヴィエン通りの街並みはいつも賑わ 

っている（写真①）。このような街並みと壮麗なコロニアル建築とのギャップがあまりに大 

きく、そのギャップこそがベトナム大都市の最大の特徴であり魅力といえまいか。 

以下その雑然としながらも捨てがたい魅力である市場や居酒屋、安宿などあらゆ 

る職種が混在したエリアなど、庶民の生活が拝見できるこのまちのもう一面をご紹 

介する。ベトナムらしさを最も象徴しているシーンである。 

 

１．ブイヴィエン通り＆ファングーラオ通り 

かつてバックパッカーの安宿から始まったファングーラオ通りと、これと並行して走

写真① 
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るブイヴィエン通りの間が、今ではベトナムで最大の旅人街になっている。ブイヴィエ

ン通り（写真①）はみやげ物店やミニホテル、レストラン、バー、カフェ、格安ツアー旅

行会社などが連なる。また夕方から深夜まで路上屋台でビールを飲む旅行者で賑わうと

いう。このエリアが非常に面白いと聞いて出かけてみた。 

狭い路地が網の目のように入り組み、庶民的な生活の場。路地には小さなテーブルを

構えただけの路上麺屋、飛び回る子供達、引き売り、安宿などがひしめく（写真②、③）。 

 

２．ベンタン市場 

ベトナムの都市にはどこに行っても巨大

な市場がある。ホーチミン市のベンタン市場

は生鮮食品から衣料、雑貨まで何でもそろう

ホーチミン最大の市場。食堂エリアやネイル

サロンまである。写真④の中央にある最も広

い通路で 1m 位、その脇の通路は５０ｃｍ位

で極めて狭い。そこに一坪程度のショップが

びっしりと並ぶ。 

  

３．ベトナムコーヒー 

ベトナムはコーヒーの生産高世界第 2 位、

お土産用から業務用まで品ぞろえは豊富で

ある。またカフェも実に多くあり、どの店で

も味は期待できる。ちょっとおしゃれなカフ

ェでは、ウォーマー付きで練乳が入った濃厚

なコーヒーが出てきた。（写真⑤） 

写真② 写真③ 

写真④ 

写真⑤ 
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４．ベトナム料理店・ナムジャオ 

ベトナムの名物料理を求めて、ベンタン市

場近くのベトナム料理店・ナムジャオへ 

（写真⑥）。テーブルには味付けした豚肉をハ

スの葉で包み、蒸したものが置かれていた。

食べた分を清算する仕組み（写真⑦）。 

コム・センは蓮の実や野菜・エビなどの具を

米とともにハスの葉で包み蒸したもの。ほく

ほくした蓮の実の食感が独特（写真⑧）。 

コム・ヘンはシジミご飯。ご飯の上にゴマ・

ピーナッツ・味付けしたシジミがたっぷり。ライムを絞り、よく混ぜて食べるのだがシ

ジミがかなり辛い。冷たくてさっぱりしたココナツジュースがベストマッチ（写真⑨）。 

 

４．小学校 

下校時の小学校前では、おびただしい数の

バイクがお出迎え（写真⓾）。見ていると歩いて

帰る生徒はほとんどいない。なぜなのか。治安

が悪いのか、道路がバイクで危険なのか。それ

ともこれから塾へ送るのか。  

 

５．路上居酒屋 ナム・クー・ステーション 

 ベトナムの都市では、夕方になると道路が

飲み屋になるところがある。場所によっては

ホコ天になり、道路全面が居酒屋に変身。これ

も共通しているのだが、お風呂用のようなちっ

ぽけな椅子とテーブルでセット（写真⑪）。 

なぜこのスタイルなのか。思うにベトナムは

非常に蒸し暑い。お客は納涼気分で、お店側は

準備や跡かたづけは簡単ということか。私の見

解は、全国共通のようであることを考えると、

行政指導でこのようなスタイルでの路上使用

を認めているのではないか。このスタイルが観光客にも大変人気であることで。 

写真⑥ 

写真⑧ 

写真⑦ 

写真⑨ 

写真⓾ 

写真⓾ 
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地域における設計活動・富津市にて－1  
宇野武夫 

富津市との出会いは、平成元年に自宅

のある袖ケ浦市で事務所を開設した時期

です。富津市出身で袖ケ浦さつき台病院

矢田洋三院長（千葉大医学部精神科教授）

に、富津市内に認知症専門の特別養護老

人ホームを計画しているが、東京で設計

事無所をしている建築家（院長の兄・矢田

輝幸氏・フォルム設計社）が多忙で距離も

 

特別養護老人ホーム つつじ園 

遠いので設計者として協力願いたいと依

頼され、特別養護老人ホーム「つつじ園」

の設計監理を担当したのが最初です。当

時は、所員を募集し事務所も作りながら

の状態で大変な時期でした。その後、御縁

があって社会福祉法人ミッドナイトミッ

ションのぞみ会の建築顧問を依頼され 20

年近く活動をしています。 

同法人は、戦後ドイツから 3 人の女性

宣教師が日本に派遣され、今日まで様々

な社会福祉活動をされているクリスチャ

ンの法人で富津市に本部があります。下

の写真は、創立 50 周年記念事業「ドイツ・

ケルンにおける感謝会」の写真です。 

 

ドイツ・ケルンのレストランで開催された感謝会 

私は、写真記録係で同行し福祉の街ベー

テルやベルリン、ポツダム、フランクフル

ト等の都市を一行で訪問。途中１日自由

時間を頂きバウハウスを訪問した。（訪問

記以前報告） 

天羽地区は、富津市にある伊東建設興

業の故伊東親社長が、墨田区健康学園売

却の情報を聞き、入札前に再利用の可能

性について調査をしてほしいと、暮れの

大晦日に私の自宅に設計図を持ち込んだ

のが最初です。設計図を検討すると、当時

は珍しい厚い断熱材を外壁全面張の外断

熱工法で、屋根は太陽熱温水パネルで葺 

 

旧墨田区健康学園改修後の児童養護施設 上総の里 

かれ、その熱を利用して室内に温水床暖

房が設備され、各居室には無垢の木材に

よる家具と 2 段ベッドありました。構造

図を見ると、設計の時期が新耐震基準に
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変わる時期で、墨田区の事務所協会から

新耐震基準に準じた設計報告書が墨田区

に提出されていたので、構造的には再利

用可能と判断し報告した。この建築の買

収調査で、墨田川沿いの墨田区役所を訪

問した時の印象ですが、海抜の低い墨田

区が海抜の高い縄文時代からある安全な

台地に建つ健康学園を手放し、津波や高

潮の心配があり安心して避難する場所が

ない墨田区内に、北斎記念館やスカイツ 

 
旧墨田区健康学園改修前後の平面図 

リー等話題の施設をつくり、街を盛り上

げていきたいと考える墨田区にご苦労さ

んですと応援のつもりで私も、北斎記念

館のコンペに登録し所員の研修とした。

話題がそれたが、その後法人が買収し改

修再利用計画を担当した。躯体を残し内

部を児童養護施設に改修し、屋根の既存

太陽熱温水パネルの上に太陽光発電パネ

ルを載せて、40ｋｗの発電を NEDO の補

助事業で設置した。隣接の別敷地にある

木造の海の家は、木の軸組みを残し耐震

補強と傷んだ構造部材を取り換えて、新

しい機能を増築し延９人定員の「方舟乳

児園」とした。この場所は東京湾が

改修後の方舟乳児園 

一望できる景勝の地で、眼前に浦賀水道、

三浦半島、遠くに富士山がよく見える。夕

暮れ時の太陽を背にした黒い富士山はと

ても美しい。その後、同敷地内に特別養護

老人ホーム「冨士見の里」が 50 周年記念 

 

左；特別養護老人ホーム富士見の里 右；方舟乳児園 

 

特別養護老人ホーム富士見の里３階地域交流ホール 
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事業として計画され設計監理を担当した。

この台地も今では、乳児からお年寄りま

で延 200 人近い人が生活している。さら

に、JR 上総湊駅前の旧足立学園を再生利

活用し、情緒障害児短期治療施設「望みの

門木下記念学園」がオープンした。これは

 

木下学園改修後平面図・居住棟・学校・診療所等 

不思議な施設で、ユニットに分かれた居

住空間と職員の宿舎と特別支援学校の分

校と精神科の医者のいる診療所などが一

つの建築に入る施設です。開設後トイレ

の扉が壊される事件が発生した。以前、袖

ケ浦福祉センター高度行動障害棟を設計

した時に同様の例があった。精神病院の 

 

木下学園中庭外観・左手学校・体育館・右手居住棟 

保護室などでは、扉も体も壊れないよう

な設計をするが、ここでは設計者として

悩ましいが、扉が壊れ修理費用は掛かる

が体はけがをしないような設計をした。

この学園は、外壁を海の青、太陽の赤、陸

地の緑をイメージした三色に塗り分け、

小さな建築空間の表現と運動場の前を走

る JR内房線の車窓からの視線に配慮した

建築としている。厳しい予算の中で、屋上

の防水改修迄予算が回らなかったのが残

念です。 

 

 

※2022 年 3 月 18 日に行われた第 28 回

ちば塾で宇野さんに報告していただい

た内容を数回に分けて報告します。 
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－12－ 
 

ちば塾 

 

〇支部幹事会＋交流会 
毎月第２木曜日定例で行います。どなたでも参加できます。直前に支部会員ＭＬに ZOOM

会議招待の URL を送ります。クリックして参加してください。幹事は１２月支部総会の準

備打合せしますので必ずご参加ください。 

 

〇2022 年 3 月 18 日第 28 回 WEB ちば塾（ZOOM） 

「地域における設計活動・富津市にて」宇野武夫の感想 
中学校と福祉施設、久しぶりに規模のまとまった公共施設の設計実務の話を聞くことが

できました。宇野さんの事務所が地域の行政や福祉法人の運営者と話し合いを重ね、形を

作り上げていく様子が生き生きと伝わってきて、普段住宅を中心に仕事している私にはと

ても新鮮で良かったです。驚いたのは中学校の計画に、将来学校でなくなった時の姿（地

域コミュニティー施設）を念頭に入れて計画しているということでした。これから新築す

る学校にそこまで配慮するとは。生徒だけでなく地域の人にも開かれた図書館をつくると

いうのは、なかなか運営は難しいとは思いますが、分かる気がします。でも学校統合等で、

そこが学校でなくなった時のことまで考えて計画するというのはちょっと信じられない気

がしました。時代がそこまで来ているということでしょうか。設計実務に携わっている会

員に是非聞いてほしい内容でした。（報告内容は数回に分けて誌面で紹介します。ぜひ読ん

でみてください。）                         （加瀬澤文芳） 

 

〇全国企画 夏季セミナー 
 茨城にてセミナーを開催します。東海村原発や藤本昌也氏の公営住宅などがテーマとし

て検討されています。茨城には支部がないので東京支部他近県の有志による実行委員会で

進められています。詳細は追ってご案内します。 

 

以上お問い合わせは事務局まで。 

 

 本年は研究集会の開かれる年ですが、前回はコロナの影響で継続的なオ

ンライン開催となり、まとめの集会を昨年夏に行ったばかり。というわけ    

で今年の全国企画は夏のセミナーということになりました。千葉からも誘い合わせていきたいですね。                                         

(加瀬澤)      

  

新建千葉支部事務局： 株式会社 ゆま空間設計                     

千葉市若葉区みつわ台５－４－１４                    

TEL:043-253-8801 FAX：043-253-8806                   

E-mail: office@yumaku-kan.co.jp

    新建千葉支部ホームページ ：http://www5e.biglobe.ne.jp/~shinken/chiba/ 

発行： 千葉支部幹事会 

編集： 千葉支部幹事会 

編集ワーク：中安博司 

 

 

編集後記 ：5 月に入り花粉も収まり過ごしやすい季節になりました。ウ

ッドショックに続き、ロシアのウクライナ侵略で建築関連材も値上がって

います。見積りが出てくるのが恐怖です。（中安） 

千葉支部の動き 


