（全国古民家再生協会長崎第一支部 例会）議事録
記録日：２０１５年９月１２日
記録者： 福田 敏幸
団体名

一般社団法人全国古民家再生協会長崎第一支部

開催日時

２０１５年９月１２日（土） １８：３０〜２０：３０

開催場所

佐世保市労働福祉センター

出席者
議事

３Ｆ小会議室Ｃ

福田、松永、相川、
（非会員）上野様、山本様、川元様、楠本様
１，

開会宣言

支部長 福田 敏幸

２，

出席者確認

支部長 福田 敏幸

３，

支部長挨拶

支部長 福田 敏幸

４，

前回議事録の確認

支部長 福田 敏幸

１）古民家見学ツアーに関して（継続継続）
平戸市文化財建造物及び国見町神代重伝建等の見学ツアー。
２）古民家フォト甲子園パネル展に関して（継続継続）
十八銀行、親和銀行本店での展示の検討
３）古民家鑑定実技講習に関して（継続継続）
５，

議題並びに資料の確認

支部長 福田 敏幸

６，

本会報告事項

支部長 福田 敏幸

本報６−１ 第 1 回平成の大工棟梁育成施策検討会議開催報告
平成 27 年 8 月 24 日 18 時よりフォーラムミカサエコ（東京
都千代田区神田）にて開催されました。
（別紙参照）
本報６−２ 第 2 回古民家活用による地方創成にむけての懇談会報告
平成 27 年 8 月 25 日 10 時より衆議院第 2 議員会館にて開催
されました。
（別紙参照）
本報６−３ 既存住宅現況検査技術者講習・床下インスペクション講習
開催報告
平成 27 年 8 月 24 日 9 時 30 分よりフォーラムミカサエコ
（東京都千代田区神田）にて一般社団法人住宅瑕疵担保責任
保険協会との併催にて開催致しました。
（別紙参照）
本報６−４ 本会代議員総会報告
平成 27 年 8 月 25 日 12 時 30 分より衆議院第 2 議員会館に
て一般社団法人全国古民家再生協会代議員総会を開催しまし
た。
（別紙参照）
本報６−５ 2015 年度（2016 年開催）全国会員大会に関して
平成 27 年 8 月 25 日に開催された本会代議員総会にて 2015
年度全国会員大会の日程・会場が確定致しましたのでご報告
いたします。
（別紙参照）
本報６−６ リフォーム瑕疵保険入会（事業者会員）の徹底に関して
8 月 25 日（火）本会代議員総会にて各支部長へリフォーム瑕
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疵保険入会に関しての徹底をお願いさせて頂きました。
（別紙
参照）
本報６−７ 公式訪問例会に関して。
（別紙参照）
７，

事務局報告事項

支部長 福田 敏幸

事報７−１ 専門事業（横軸）総会開催報告
平成 27 年 8 月 25 日 14 時よりクロスコープ青山（東京都港
区青山）にて専門事業（横軸）総会を開催しました。（別紙参
照）
事報７−２ 第４回古民家フォト甲子園に関して
皆様のご協力を持ち第 4 回古民家フォト甲子園作品応募は 8
月 31 日をもち終了となりました。全国各地より中高生の視
点で捉えられた写真は、大人の視線とは異なり新たな気付き
を頂く機会ともなりました。今月 30 日まで、応募作品に対
しての投票が受け付けられます。各支部にて、古民家フォト
甲子園の拡散を引き続きご協力をお願い致します。
事報７−３ 第３回再築大賞エントリー受付に関して
本年、第３回となる再築大賞がいよいよ８月２０日より作品
応募を受付を開始しております。（別紙参照）
事報７−４ 各種資格に関して
伝統再築士・古材鑑定・古民家床下診断士・新民家プランナ
ー・早稲田式動的耐震性能診断士についての案内をご覧くだ
さい。
（別紙参照）
事報７−５ 資格者向け各種ツールのご案内
古民家鑑定士・古材鑑定士の資格をお持ちの方たちのツール
を販売させて頂いております。ご注文される際には、添付の
注文書をご利用ください。
（別紙参照）
事報７−６ ジャパトラ記事募集に関して（継続）
「ジャパトラ」をご活用頂き誠にありがとうございます。現
在紙面では、各地の支部の皆様が活用頂きやすいツールとし
て古民家を活かすためのインスペクションや再築の紹介に力
を入れています。そこで各支部事業者会員の中で、古民家再
築の施工事例等を掲載させていただける方を募集しておりま
す。各支部の活性化にも繋がりますので、是非ご協力くださ
いますようお願い致します。（別紙参照）
８，

支部報告事項

支部長 福田 敏幸

支報８−１ 古材鑑定の実施に関して
平成 26 年 2 月に問い合わせを頂ていた佐世保市山祇町の
福野邸を 9 月 10 日（木）に古材鑑定しました。
支報８−２ 本部事務局長長崎公式訪問に関して
10 月 5 日（月）18 時 30 分 長崎県勤労福祉会館第 2 会議室
にて開催いたします。通常例会の中で、本部の井上事務局長
によるセミナーの予定です。10 月入会の予定の方はこのセミ
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ナーに参加することが必須となっていますので、ご参加をお
願い致します。後日案内書を配布いたします。
支報８−３ 古民家解體新書Ⅱに関して
古民家解體新書Ⅱが改新されています。これからの学習プロ
グラムや各種資格試験に必要となりますので、ご購入をお願
い致します。支部に準備していますのでお知らせ下さい。
支報８−４ ９月１日付で、これまでの（一社）長崎古民家再生協会県
北支部を改め（一社）古民家再生協会長崎に法人手続きを完
了しましたので、引き続きよろしくお願い致します。
９，

審議事項

支部長 福田 敏幸

審議９−１ 古民家見学ツアー関して（継続）
平戸市にある文化財建築物の見学ツアーの件で２回目の打ち
合わせを来週以降に平戸市と協議をします。協議内容は後日
お知らせいたします。
島原神代重伝建地区及び島原城下町の武家屋敷等の見学ツア
ー実施計画を村上副支部長にお願いしています。
（継続審議）
審議９−２ 古民家フォト甲子園パネル展に関して（継続）
今後、十八銀行本店及び親和銀行本店にて開催が可能か
検討をする。
審議９−３ 古民家鑑定実技講習に関して（継続）
10 月～11 月の予定で、古民家鑑定実技講習を開催したいと
思います。10 月例会までに場所を決定したいと思います。日
程につきましては、例会時に決定します。
審議９−４ その他
１０， 確認事項

支部長 福田 敏幸

確認１０−１「ジャパトラ」の配布に関して
各会員のジャパトラの配布状況の確認を致します。配布先
は、それぞれの取引銀行や医院・理美容室・喫茶店など不特
定多数の人たちが手にとって見られる所にお願い致します。
確認１０−２ 例会参加に関して
県内有資格者に例会参加のご案内をしていますので、それぞ
れ参加呼びかけをお願い致します。
１１， リフォーム瑕疵保険に関しての説明会
住宅保証機構㈱九州営業所
１２， その他

修 氏

10 月度訪問例会には、多くの方のご参加をお願いします。

１３， 閉会宣言
決定事項

平野

支部長 福田 敏幸

議事内に記載

次月開催日時

２０１５年１０月５日（月） １８：３０〜２０：３０

次月開催場所

長崎県勤労福祉会館 第２会議室（長崎市桜町９－６）

次月議事内容

・本会・事務局・支部報告事項・審議事項・確認事項
・
（一社）全国古民家再生協会事務局長井上氏によるセミナー
・その他
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