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（１） 正会員・準会員

(平成29年5月10日現在)

支 部 名

一 級

二 級

準会員

計

那 覇 東

70

16

0

86

那 覇 西

69

15

3

87

那 覇 南

58

10

2

70

那 覇 北

47

20

2

69

首

里

57

18

3

78

島

尻

51

11

2

64

南

部

22

4

2

28

浦添･西原

107

26

22

155

宜 野 湾

71

24

4

99

沖 縄 市

68

26

4

98

中

部

41

18

6

65

う る ま

51

23

0

74

北

部

37

25

7

69

宮

古

27

16

0

43

八 重 山

25

15

0

40

計

801

267

57

1125

（２） 賛 助 会 員

88社（１98口）

事業活動報告
Ⅰ優秀な建築技術者を選別し、県民が確認、選択する機会を提供する事業
（公益目的事業１）
１．建築士試験の実施（優秀な建築技術者の選別） ....................................................................................（事務局）
【実務内容】
建築士試験の実施
(1)受験申込書の配布
(2)受験申込書の受付
(3)受験資格審査(書類審査等）
(4)試験の会場の手配
(5)試験の準備
(6)試験監督
(7)試験の実施
(8)合格の発表（ホームページに掲載）
【28 年度実績】
7 月 3 日(日)

二級建築士学科試験(琉球大学) 受験者 324 名

7 月 24 日(日)

一級･木造建築士学科試験(琉球大学) 受験者 計 330 名(一級 329 名、木造 1 名)

9 月 11 日(日)

二級建築士製図試験(琉球大学) 受験者 127 名

10 月 9 日(日)

一級・木造建築士製図試験(琉球大学) 受験者計 95 名(一級 95 名、木造 0)

12 月 1 日(木)

二級･木造建築士最終合格者発表 二級 48 名

12 月 15 日(木)

一級建築士最終合格者発表 30 名

２．一級建築士登録及び建築士名簿の閲覧....................................................................................................（事務局）
県民に建築士の情報を提供することを目的として、県内の登録申請者及び閲覧申請者への利便性
や円滑な実施を図るため、県内の一級建築士登録窓口の設置及び名簿の無料閲覧を行った。
【登録受付数】 33 件
【実務内容】
(1)一級建築士免許申請の広報及び準備
登録等事務に係わる広報物、申請者用手引き、登録申請諸用紙の配布、配信
申請者からの問い合わせ対応
(2)一級建築士免許登録申請の受付
申請書類の受付及び本人確認等窓口審査
申請書類の審査及び決裁、受付名簿の作成
申請書類の日本建築士連合会への送付（月２回）
(3)一級建築士免許証明書の交付

免許通知はがきの申請者本人への発送
免許証明書の本人への交付
【閲覧方法】
一級建築士の中央指定登録機関である公益社団法人日本建築士会連合会のデータベース
にアクセスする 専用端末を利用した。
３．専攻建築士制度業務........................................................................................................................（青年・女性委員会）
専攻建築士制度は、八つの専門分野について、建築士の申請により、
（公社）日本建築士会
連合会の認定委員等、専門分野の委員の審査を受けて、一定の知識及び技術を持つ者のみを
認定し、認定された建築士を建築士会のホームページにて県民向けに広く公開している。
【実務内容】
(1)専攻建築士制度の普及、広報
5 年以上の実務経歴のある建築士に、県民が必要とする分野の建築士の選択が可能となる同
制度の周知を図るため、ホームページ等で参加者を募集した。
(2)専攻建築士登録申請書の審査
該当分野の専門の者（大学教授等）を任命し、専攻建築士審査評議会を設置、専攻建築士審
査評議会が、申請者が当該専門分野の一定の知識があるか否かを審査し、審査基準に合格し
た者を認定した。
(3)専攻建築士の登録
認定した専攻建築士の情報を専攻建築士検索システムに登録し、登録された建築士に登録証、
カード、バッチを交付した。
(4)専攻建築士の情報公開
県民に対し、専攻建築士の情報を専攻建築士検索システム（登録簿）で公開している。
【28 年度実績】
専攻建築士申請受付
申請数 8 名（専攻領域 15） 専攻領域（統括 7、構造 4、生産 4）
平成 29 年 3 月の沖縄県の専攻建築士数 59 名（領域数 79）
４．建築士継続能力開発（ＣＰＤ）制度業務..................................................................................（青年・女性委員会）
継続能力開発に努めている建築士の実績を確認し、その情報を県民に提供できる方法として、
建築士継続能力開発制度（ＣＰＤ）を運営した。
【実務内容】
(1)ＣＰＤ制度の普及、宣伝
(2)ＣＰＤ制度に参加する建築士の登録
(3)ＣＰＤ単位が取得できる研修等の認定
(4)ＣＰＤ制度に参加している建築士のＣＰＤ取得単位データの登録
(5)データ登録内容の証明
(6)ＣＰＤ制度に登録された建築士の情報公開

【実績】
平成 28 年度 新規登録者数 97 名

累計 1,324 名

単位取得履修証発行 75 件

Ⅱ建築技術に関する研修、講習会等を実施する事業 （公益目的事業２）
１．一級・二級・木造建築士の定期講習の実務............................................................................................（事務局）
建築士事務所に所属する一級・二級・木造建築士が 3 年毎に受講が義務づけられている建築士
定期講習を実施した。
【受講料】
一律 12,960 円
【実務内容】
(1)講習会企画
(2)会場の確保
(3)講師を依頼
(4)参加者の募集（チラシ、ホームページに掲載）
(5)申込受付、準備
(6)修了考査の監督
【28 年度実績】
28 年 6 月 3 日

沖縄産業支援センターにて開催 受講者 98 名

28 年 11 月 10 日 浦添市産業振興センター結の街 受講者 59 名
講師名

講義科目

中島親寛（一級建築士）

建築物の建築に関する法令関する科目（建築基
準法・建築士法以外）

金城新吾（一級建築士）

建築物の建築に関する法令に関する科目（建築
基準法・建築士法）

池間 守（一級建築士）

設計及び工事監理に関する科目

２．建築セミナー、技術者育成事業..................................................................................................（青年・女性委員会）
県外の著名な建築家を招いて講演会（セミナー）を開催するとともに、本県の建築・住宅行政につ
いての講習を行うことにより、建築士や建築を学ぶ学生等の知識及び技能の維持向上に貢献した。
【受講料】
建築セミナー 一般 2,500 円、建築士会会員 1,500 円、学生 1,000 円
技術者育成事業 無料
【実務内容】
(1)セミナー企画

(2)会場の確保
(3)講師を依頼
(4)参加者の募集（チラシ、ホームページ等で募る）
(5)申込受付、準備
(6)講習会の開催
(7)報告書の作成
【28 年度実績】
建築セミナー：建築家(一級建築士)の谷尻誠氏を招き、平成 28 年 8 月 6 日(土) 浦添市てだこホー
ル小ホールで開催 受講者 225 名
技術者育成事業：建築家(一級建築士)の前田圭介氏を招き、平成 29 年 2 月 7 日(火) 浦添市てだ
こホール小ホールで開催 受講者 200 名
３．地震被災建築物の応急危険度判定体制整備業務 ........................................................（青年・女性委員会）
地震被災建築物の応急危険度判定を行う建築技術者（応急危険度判定士）を養成することを目
的として、建築士法第 22 条 2 項の規定に基づく講習会や判定士による応急危険度判定模擬訓練
を実施した。
【受講料】 無料
【実務内容】
(1)講習会・模擬訓練の企画
(2)会場の確保
(3)講師を依頼
(4)参加者の募集（チラシ、ホームページ等で募る）
(5)申込受付、準備
(6)講習会・模擬訓練の開催
(7)報告書の作成
【28 年度実績】
講習会
12 月 1 日(木)

浦添市産業振興センター結の街 受講者 93 名

12 月 19 日(月) 浦添市産業振興センター結の街 受講者 92 名
12 月 22 日(木) 浦添市産業振興センター結の街 受講者 59 名
講師：中島親寛氏（(株)オーエスジー事業推進部 課長・一級建築士）
模擬訓練
平成 29 年 2 月 2 日 南風原町 沖縄県工芸技術センター 受講者 22 名
平成 29 年 2 月 16 日 沖縄市 沖縄職業能力開発大学校 受講者 20 名
講師：中島親寛氏（(株)オーエスジー事業推進部 課長・一級建築士）

４．国際交流事業 .......................................................................................................................................（青年・女性委員会）
【目的】
韓国（済州）と日本(沖縄)の建築設計や工事監理の手順を学び、両国の建築技術の向上を図るた
め、両国の建築士会会員や建築を学ぶ学生等の相互派遣研修を行っている。両国の建築士会で研
修希望者を募り、選考した 2 名を 2 週間、両会の会員の建築士事務所等において研修を行うもので
あり、優秀な建築技術者の育成に貢献している。
【事業内容】
毎年、韓国への派遣研修生 2 名を会報誌やホームページで広く募り、総務委員会で選考の上、派
遣者を決定。一方、韓国からの研修生 2 名を受け入れていただく建築設計事務所等もホームページ
等で募った。
【28 年度実績】
28 年 8 月 22 日～9 月 5 日の間 KIM YUN SU 氏（濟州設計事務所職員）を(株)国建に LEE
YOUNG HUI 氏（濟州設計事務所職員）を(有)名工企画設計に受け入れていただいた。一方、
沖縄からの派遣者を会員から募ったが、希望者が出ず、今年度の派遣を断念した。そのことを
踏まえ、今後の交流の在り方について協議すべく、12 月 7 日～12 月 11 日の間 西里会長他 3
人で済州を訪問し、済州特別自治道建築士会と懇談。下記の事項を確認した。
①研修生 2 名の相互派遣の終了
②沖縄建築賞入賞作品・済州建築文化展出展作品の相互展示の継続
③両地域の建築関連イベントへの招聘（沖縄県トータルリビングショウ、沖縄建築賞作品展示会、
済州建築文化展等）
５．住宅省エネルギー施工技術講習会 ............................................................................................（調査研究委員会）
【事業内容】
沖縄県における省エネルギー住宅の設計及び施工等建築技術の向上を図るため、技術者を育成
するための講習会を実施した。
【28 年度実績】
住宅省エネルギー施工技術者講習会（施工者向け）半日講習 3 回実施 受講者 54 名
平成 28 年 10 月 5 日(水)、10 月 18 日(火)、11 月 15 日(火)

会場：Ｐ‘ｓスクエア ５階 会議室

住宅省エネルギー施工技術者講習会（設計者向け）1 日講習 9 回実施 受講者 250 名
平成 28 年 11 月 17 日(木)、11 月 24 日(木)、12 月 6 日(火)、12 月 15 日(木)
平成 29 年 1 月 12 日(木)、1 月 17 日(火)

会場：Ｐ‘ｓスクエア ５階 会議室

（対象者）住宅建築設計・施工に携わる建築士等建築技術者
（募集方法）ホームページや建設会社向けにダイレクトメールを発送
（受講料）1,000 円（受講修了証発行代）
（修了者の認定）講習修了時に国土交通省が監修した「修了考査」を行い、基準点以上に達した
受講者に受講修了証を交付
講師：平良啓氏（(株)国建取締役・一級建築士）、中島親寛氏（(株)オーエスジー事業推進部課長・

一級建築士）、大城通氏（てぃーだ建築設計室・一級建築士）、松田まり子氏（NPO 蒸暑地域住
まいの研究会理事長・一級建築士）、前田 慎（ポイントウォーカーデザイン・一級建築士）
６．沖縄らしい風景づくりに係る人材育成 .......................................................................................（まちづくり委員会）
【事業内容】
沖縄県の景観を良くするため、一級建築士や造園技能士、琉球大学名誉教授など都市計画に
係る学識経験者等が地域住民とともに行動し、 まち歩きやワークショップ、実地研修を行うことによ
って景観形成に関する建築技術の向上を図る。
【28 年度実績】
10 月 29 日(土)

地域リーダー研修Ⅰ 街角ｳｫｯﾁﾝｸﾞ＋・亜熱帯都市の緑化とデザイン 11 名

11 月 27 日(日)

地域リーダー研修Ⅱ 石壁づくりについて 14 名

12 月 10 日(土)

地域リーダー研修Ⅲ 仙台市景観まちづくり景観協議会設立について 14 名

2 月 4 日(土)

地域リーダー研修Ⅳ 龍潭通り沿線地区と景観協議会の展望フォーラム 11 名

2 月 25 日(土)～26 日(日)

地域リーダー研修Ⅴ ６地区の実地研修の内容の説明と視察を行う 13 名

10 月 17 日(月)～18 日(火) 景観行政コーディネーター基礎研修 17 名
11 月 24 日(木)～26 日(土) 景観行政コーディネーター県外先進地視察研修 17 名
11 月 4 日(金)

景観行政コーディネーター実践研修Ⅰ 14 名

12 月 9 日(金)

景観行政コーディネーター実践研修Ⅱ 15 名

12 月 22 日(木)

景観行政コーディネーター実践研修Ⅲ 13 名

12 月 20 日(火)～2 月 19 日(日) 浦添仲間地区 実地研修 浦添グスク道沿道花壇を作り
1 月 29 日(日)

龍潭通り沿線地区 実地研修 龍潭周辺の清掃と草刈り

2 月 7 日(火)～23 日(木) 糸満米須地区 村歩き・マップ作り・シーサー作り（実地研修）
2 月 9 日(木)～16 日(木) うるま南風原地区 南風原小学校正門と駐車場の塀 石張り（実地研修）
2 月 5 日(日)～11 日(土) 今帰仁村今泊地区 馬場通りブロック塀石張り（実地研修）
（募集方法）対象地域自治会の広報紙、自治会放送、ホームページ
（受講料）無料
（講師報酬）実地研修の講師（造園職人や左官職人）に 1 時間 4,000 円の日当を支給
７．建築設計競技 ...............................................................................................................................（建築設計競技委員会）
【事業内容】
建築設計技術者の技術の向上を目的とした設計者選定事業として建築設計競技を行った。
【28 年度実績】
ティーダフラッグス 2016 アンダー40
募集期間 平成 28 年 8 月 15 日(月)～10 月 28 日(金)
事前応募登録 平成 28 年 8 月 15 日(月)～9 月 9 日(金)
応募作品 49 点

受付 69 件

審査委員
委 員
委
委
委
委
委
委
委

長
員
員
員
員
員
員
員

小倉暢之
伊礼 智
西里幸二
武岡光明
當間 卓
安谷屋幸助
上原兼治
豊岡正広

琉球大学工学部環境建設工学科 教授
有限会社伊礼智設計室 代表取締役
公益社団法人沖縄県建築士会 会長
一般社団法人沖縄県建築士事務所協会 副会長
公益社団法人日本建築家協会沖縄支部 支部長
一般社団法人沖縄県設備設計事務所協会 会長
公益財団法人沖縄県平和祈念財団 事務局長
沖縄県土木建築部 建築都市統括監

作品審査 第一次 11 月 9 日(金) 14 時～16 時 沖縄県庁 11 階第 4 会議室
第二次 11 月 30 日(火) 13 時 30 分～17 時 県立博物館美術館 講堂
（公開プレゼンテーション＆最終審査）
入選作品 金賞 №４ 「わ」緑のなかの休憩舎
佐川淳＋山内詩織
銀賞 №７

(有)真玉橋設計事務所

One Piece
山城勝久＋金城治奈＋藤戸雅浩＋安里毅之
(株)具志堅建築設計事務所

銅賞 №31 緩やかな曲線がつくる大屋根の休憩舎
大坂渉 一級建築士事務所ティンアーキテクツ
銅賞 №１１ 「林（とき）」の休憩舎
砂川佳久＋仲村はるか＋大城良介 (有)アトリエ・門口
対象者 県内建築士・沖縄県建築士会会員
募集方法 ホームページによる公募
設計競技応募料 無料
設計競技入選者の選考 大学教授を委員長とする一級建築士等で組織された作品審査委員会
が入選作品の選考を行う。
第 2 回沖縄建築賞
募集期間 平成 28 年 3 月 2 日(水)～4 月 1 日(金)
応募作品 住宅部門 32 点
審査委員
委 員 長
副委員長
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員

古市徹雄
小倉暢之
名嘉睦稔
仲元典允
西里幸二
當間 卓
比嘉 弘

一般建築部門 12 点
古市徹雄都市建築研究所 主宰
琉球大学工学部環境建設工学科 教授
版画家
一般社団法人沖縄県建築士事務所協会 会長
公益社団法人沖縄県建築士会 会長
公益社団法人日本建築家協会沖縄支部 支部長
タイムス住宅新聞社 代表取締役社長

作品審査 第一次 4 月 19 日(火) 13 時 30 分～17 時 沖縄建築会館大会議室
第二次 5 月 17 日(火) 14 時～17 時 沖縄建築会館大会議室

入選作品 〔住宅部門〕
正賞

「Ｈｒｆ ｈｏｕｓｅ」
仲間郁代

仲間郁代建築設計事務所

奨励賞 「現代的な雨端をもつ家」
大嶺 亮 ファイブディメンジョン
奨励賞 「小規模世帯の住まい」
久高多美子 （株）東設計工房
〔一般建築部門〕
正賞

「名護城公園ビジターセンター」
蒲地史子 久友設計（株）

奨励賞 「タイムスビル」
安谷 健
奨励賞 「ゆいクリニック」
佐久川 一
〔特別賞〕

（株）国建
アトリエ・ガィィ

タイムス住宅新聞社賞 「ONE-BOX HOUSE」
島田 潤 （株）デザインネットワーク
新人賞 「名護城公園ビジターセンター」
蒲地史子 久友設計（株）
対象者 県内建築士・沖縄県建築士会会員
募集方法 ホームページによる公募
設計競技応募料 無料
設計競技入選者の選考 著名な建築家を委員長に大学教授を副委員長とする一級建築士等
で組織された作品審査委員会が入選作品の選考を行う。
８．監理技術者講習 ........................................................................................................................................................（事務局）
公益社団法人日本建築士会連合会が、平成 27 年７月に建設業法で定める「監理技術者講習」の
登録講習機関として国土交通省より登録を受けたことにより、全国の建築士会で講習を行うこととなり、
沖縄においても平成 27 年 11 月より、日本建築士会連合会が作成した講習用ＤＶＤを活用して毎月１
回開催している。
【受講料】
Ｗｅｂによる申込 9,500 円、 郵送・窓口申込 10,000 円
【実務内容】
(1)会場の確保
(2)参加者の募集（会誌、ホームページ、メールマガジン等で募る）
(3)講習会の開催
(4)報告書の作成

【28 年度実績】
4 月 22 日(金)

第1回

監理技術者講習（沖縄建築会館） 受講者 6 名

5 月 20 日(金)

第2回

監理技術者講習（沖縄建築会館） 受講者 4 名

6 月 22 日(水)

第3回

監理技術者講習（沖縄建築会館） 受講者 7 名

7 月 20 日(水)

第4回

監理技術者講習（沖縄建築会館） 受講者 2 名

8 月 19 日(月)

第5回

監理技術者講習（沖縄建築会館） 受講者 4 名

9 月 21 日(水)

第6回

監理技術者講習（沖縄建築会館） 受講者 3 名

11 月 22 日(火)

第7回

監理技術者講習（沖縄建築会館） 受講者 5 名

1 月 19 日(木)

第8回

監理技術者講習（沖縄建築会館） 受講者 2 名

2 月 9 日(木)

第9回

監理技術者講習（沖縄建築会館） 受講者 1 名

3 月 9 日(木)

第 10 回 監理技術者講習（沖縄建築会館） 受講者 1 名

Ⅲ地域貢献活動事業 （公益目的事業３） ............................................................. （青年・女性委員会）
建築士会が行う地域貢献活動及び地域で社会貢献活動を実施している団体等の中に建築士が
参画し、建築士としてその職能を生かした事業がなされている団体等に助成する事業
【28 年度実績】
(1) 地域貢献活動
建築士の日（7 月 1 日）記念事業として各支部地域で建築無料相談会や建築模型展、パネル展
を行った、また次世代の建築士を育成するための県立工業高校建築科の生徒を対象とした「進路
講話」や小学校における「折紙建築教室」、「構造クラフト教室」を実施した。
6 月 25 日(土)

建築士会九州ブロック建築士の集い佐賀大会 参加者 13 名

7 月 2 日(土)

折紙建築教室＆構造クラフト教室（沖縄市古謝自治会公民館） 29 名

7 月 2 日(土)～3 日(日) 建築無料相談会＆建築作品展（パナソニックリビングショウルーム）
7 月 7 日(木)～8 日(金)

建築無料相談会（八重山設計監理協会事務局） 相談 14 件

7 月 8 日(金)

建築を学ぶ学生への職業講話（沖縄職業能力開発大学校住居環境科） 50 名

7 月 20 日(水)

構造クラフト教室（那覇市銘苅小学校体育館） 120 名

7 月 23 日(土)

折紙建築教室（名護市営市場広場）

8 月 7 日(土)

折紙建築教室＆構造クラフト教室（泡瀬三区公民館） 36 名

8 月 14 日(日)

小学生対象 親子木工教室（小禄南公民館大ホール） 35 名

8 月 20 日(土)

折紙建築教室＆構造クラフト教室（沖縄市美里公民館） 42 名

8 月 23 日(火)

沖縄こどもの国科学体験での構造クラフト教室 50 名

8 月 26 日(金)

出前講座ｉｎ石田中学校（那覇市石田中学校） 30 名

8 月 26 日(金)

折紙建築教室 in 屋良小学校ｗｉｔｈ嘉手納町放課後子供教室 60 名

9 月 1 日(木)

折紙建築教室＆構造クラフト教室（那覇市石嶺小学校） 120 名

9 月 29 日(木)

職業人講話（沖縄市山内小学校） 101 名

10 月 10 日(月)～11 日 建築相談会（南風原文化センター） 相談者 3 名
10 月 24 日(月) 職業人講話（沖縄市山内中学校） 211 名

10 月 30 日(日) 折紙建築教室＆構造クラフト教室（宜野湾市はごろも小学校）
10 月 30 日(日) 折紙建築教室＆新聞ドーム体験（沖縄市民体育館） 120 名
11 月 2 日(水)

職業人講話（沖縄市 県立未来工科工業高校） 25 名

11 月 13 日(日) ポリテクフェスタ・折紙建築・パネル展（沖縄職業能力開発大学校） 210 名
11 月 18 日(金) 出前講座ｉｎ北丘小学校（南風原町 北丘小学校） 120 名
11 月 21 日(月) 職業人講話（沖縄市 沖縄東中学校） 9 名
12 月 14 日(水) 職業人講話（沖縄市 安慶田小学校） 69 名
12 月 14 日(水) 職業人講話（沖縄市役所 7 階教育委員会会議室） 15 名
1 月 24 日(火)

職業人講話（沖縄市立山内小学校） 121 名

2 月 18 日(土)

聖クララ教会 新春文化コンサート（与那原カトリック教会） 200 名

2 月 20 日(月)

職業人講話（県立美里工業高等学校建築科） 78 名

2 月 23 日(木)

構造クラフト教室（浦添市立前田小学校） 113 名

3 月 26 日(日)

折紙建築教室（豊見城市民体育館） 38 名

Ⅳ建築書籍等の販売事業 （収益事業１） ................................................................................. （事務局）
建築士の業務、建築技術等に関し、建築士の社会的責任を果たすために必要な書籍等の販売を
行った。
【28 年度販売実績】 4,669,407 円

【仕入】 3,230,976 円

Ⅳ沖縄建築会館管理運営事業 （収益事業２） ...................................................................... （事務局）
沖縄建築会館の賃貸事務所、貸会議室の運営
【28 年度実績】
収入 643,015 円

経常費用 752,339 円

収支 △109,310 円

Ⅶ会員の福利、相互理解と親善を増進する事業 （その他事業） .................... （事業委員会）
会員の福利厚生、親善を増進する事業を行った。
【28 年度実績】
9 月 26 日(月)

建築士会親睦ゴルフ大会開催 参加者 137 名

10 月 22 日(土) 第 59 回建築士会全国大会（大分大会） 参加者 40 名
2 月 18 日(土)

建築士会親睦ボウリング大会開催 参加者 118 名

支部活動報告
■那覇東支部
4月22日 支部理事会
5月11日 本部理事会

建築会館

5月19日 平成28年度沖縄県建築士会那覇東支部

総会

6月9日 平成28年度本部定時総会

ハーバービューホテル

7月3日 二級建築士学科試験 試験監理委員派遣
7月13日 本部理事会

建築会館

7月20日 支部理事会
9月26日 本部親睦ゴルフコンペ
10月21日 南部土木との建築ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
11月9日 本部理事会

建築会館

平成29年1月11日 本部理事会

建築会館

1月11日 建築関係団体

合同新年会

2月4日 支部理事会「桜」花見会
2月18日 本部親睦ボウリング大会
3月8日 本部理事会

ハーバービューホテル
仲井間三角公園
スカイレーン
建築会館

3月16日 支部理事会

■那覇西支部
4月20日 本部理事会

建築会館

4月28日 支部理事会
5月13日 平成28年度支部通常総会
6月1日 本部理事会

建築会館

6月9日 平成28年度本部通常総会

ハーバービューホテル

7月3日 二級建築士試験（学科）監理員（井樋、島袋）

琉球大学

7月13日 本部理事会

建築会館

7月24日 一級建築士試験（学科）監理員（下地、金城、高江洲） 琉球大学
7月25日 支部理事会
8月10日 本部理事会

建築会館

8月18日 支部理事会
9月1日 建築士の日記念事業（折り紙建築＆構造クラフトin石嶺小学校） 石嶺小学校
（高江洲、米元、井樋、小濱、宮城、高吉、池原、田盛、島袋）

9月14日 本部理事会

建築会館

9月26日 本部親睦ｺﾞﾙﾌ

沖縄国際ゴルフ倶楽部

（井樋、宮城美智雄、平良、池原、高吉、宮城論、成田）

10月12日 本部理事会

Ｐ’ｓスクエア

10月13日 支部理事会
10月20日 建築士全国大会(大分大会)(小濱、平良)
11月9日 本部理事会

大分県
Ｐ’ｓスクエア

11月17日 支部理事会

日本ＥＲＩ事務所

12月14日 本部理事会

ハーバービューホテル

12月16日 支部忘年会
平成29年1月11日 本部理事会

建築会館

2月8日 本部理事会

建築会館

2月16日 支部理事会
2月18日 建築士会親睦ボーリング大会（小濱、高江洲、大嶺、儀間、 スカイレーン

金城、米元、井樋、島袋、宮城美智雄、新城、宮国、宇垣）

3月8日 本部理事会

建築会館

3月16日 支部理事会
3月19日 わくワクべんきょうかい

読谷の現場（建築工房

3月21日 三原聖ペテロ聖パウロ教会見学会

三原聖ペテロ聖パウロ教会

■那覇南支部
4月13日 本部定例理事会

建築会館

4月15日 支部役員会

カワカミ設計

5月11日 本部定例理事会

建築会館

5月16日 支部役員会(支部総会について協議)

カワカミ設計

5月20日 支部役員会・親睦会

カワカミ設計

5月28日 平成28年度支部会計監査（奥平・宜保）及び役員会

カワカミ設計

6月3日 平成28年度支部通常総会及び懇親会

（45人）

瀬長島ホテル

6月9日 平成28年度沖縄県建築士会定時総会

ハーバービューホテル

6月18日 「漫湖チュラカーギ作戦共同事業」

漫

湖

（平良、外間、川上、宜保、奥濱、赤嶺、島袋）
6月22日 支部新旧委員交代引き継ぎ

（4人）

カワカミ設計

7月2日 2級建築士学科試験（試験監理員2人派遣：赤嶺・小濱） 琉球大学
7月13日 本部定例理事会

建築会館

7月20日 支部役員会

支部長の道場

（4人）

8月9日 親子木工教室の打合せ 小禄南公民館へ （川上・外間） 小禄南公民館
8月10日 本部定例理事会
8月14日 親子木工教室

建築会館
小禄南公民館

小禄南公民館

（西里・川上・外間・東浜・奥濱・赤嶺・小濱・島袋）
9月14日 本部定例理事会

建築会館

9月16日 NPO法人なごみ空間ネットワーク役員と打合せ

（3人）

10月7日 支部役員会 ホームページ立ち上げ準備会初日 金城氏と （4人）
10月12日 本部定例理事会

カワカミ設計
建築会館

親睦会 カワカミ設計

10月14日 支部役員会 ホームページ立ち上げ準備会 第2回

10月20日 建築士会全国大会「大分大会」西里氏、宜保氏、参加

大分県

10月24日 支部役員会

ホームページ立ち上げ準備会

第3回

カワカミ設計

10月31日 支部役員会

ホームページ立ち上げ準備会

第4回

カワカミ設計

11月28日 支部役員会

ホームページ立ち上げ準備会

第5回

カワカミ設計

12月2日 支部役員会

ホームページ立ち上げ準備会

第6回

カワカミ設計

ホームページ立ち上げ準備会

第7回

カワカミ設計

12月7日 支部役員会
12月12日 支部役員会

ホームページ立ち上げ準備会

第8回

支部忘年会

12月14日 H28年度 県建築士会の忘年会
12月21日

支部役員会

ホームページ公開レクチャー

ハーバービューホテル
第9回

（26日に公開した）

平成29年1月11日 H29年度 建築関係団体の新年会
2月8日 本部定例理事会

カワカミ設計
ハーバービューホテル
建築会館

2月18日 県建築士会ボーリング大会（4人参加）

スカイレーン

3月22日 支部役員会

カワカミ設計

3月26日

イベントの打合せ

「グッジョブ・とみぐすくワークショップ」で折り紙建築教室を開催

豊見城市民体育館

■那覇北支部
4月9日 第1回

支部理事会

4月28日 平成28年度支部通常総会

4名出席
19名参加

5月12日 第2回

3名出席

支部理事会

亥）

6月2日 第3回

支部理事会

7月14日 第4回

支部理事会

4名出席
4名出席

7月24日 一級建築士試験（学科）
7月20日 建築士の日「構造クラフト教室」in 銘苅小学校

琉球大学 3名派遣
銘苅小学校 10名参加

8月12日 第5回 支部理事会

6名出席

9月11日 二級建築士試験（製図）

琉球大学

9月16日 第6回

5名出席

支部理事会

9月26日 親睦ゴルフ大会
10月14日 第7回
10月20日～10月23日 i第59回
11月11日 第8回

沖縄国際ゴルフ倶楽部

支部理事会
建築士会全国大会「大分大会」
支部理事会

8名参加

4名出席
大分県 0名参加
3名出席
17名参加

12月7日 支部忘年会
12月16日 第9回

3名派遣

支部理事会

平成29年1月13日 第10回

支部理事会

3名出席
4名出席

2月10日 第11回

支部理事会

3名出席

2月18日 親睦ボウリング大会

スカイレーン

3月10日 第12回

6名出席

支部理事会

8名参加

■首里支部
4月18日 支部理事会
4月25～27日 熊本地震

アルテプラザ
被災建築物応急危険度判定派遣

熊本県

5月13日 当蔵共同住宅跡地利用検討委員会・支部理事会

守礼

5月16日 当蔵共同住宅跡地利用検討委員会

那覇市

5月21日 平成28年度支部通常総会

アルテプラザ

5月27日 当蔵共同住宅跡地利用検討委員会

沖縄県住宅供給公社

6月3日 当蔵共同住宅跡地利用検討委員会

義空間設計工房

6月6日 支部理事会

アルテプラザ

6月9日 平成27年度本部定時総会

ハーバービューホテル

6月22日 当蔵共同住宅跡地利用検討委員会

義空間設計工房

6月25日 建築士の集い(宮崎大会)

宮崎県

6月28日 当蔵共同住宅跡地利用検討委員会

沖縄県都市モノレール課

7月3日 二級建築士学科試験

琉球大学

7月6日 当蔵共同住宅跡地利用検討委員会

義空間設計工房

7月8日 カンバセーションズWithポリテク2016

沖縄職業能力開発大学校

7月20日 支部理事会

アルテプラザ

7月24日 一級建築士学科試験

琉球大学

8月12日 支部理事会

アルテプラザ

8月27日 当蔵共同住宅跡地利用検討委員会

首里

8月28日 当蔵共同住宅跡地利用検討委員会

首里

9月1日 「折り紙建築・構造クラフト教室」in石嶺小学校

石嶺小学校

9月6日 当蔵共同住宅跡地利用検討委員会

義空間設計工房

9月20日 当蔵共同住宅跡地利用検討委員会・支部理事会

アルテプラザ

9月28日 当蔵共同住宅跡地利用検討委員会

首里公民館

10月8日 沖縄らしい風景づくり

会議

10月11日 当蔵共同住宅跡地利用検討委員会

義空間設計工房

10月19日 当蔵共同住宅跡地利用検討委員会

首里公民館

10月19日 沖縄らしい風景づくり

首里公民館

地区会議

10月20～23日 建築士全国大会(大分大会)
10月24日 支部理事会
10月29日 沖縄らしい風景づくり

大分県
アルテプラザ

リーダー研修

造園建設業協会

11月14日 当蔵共同住宅跡地利用検討委員会・支部理事会

アルテプラザ

11月25日 沖縄らしい風景づくり

地区会議

首里公民館

11月27日 沖縄らしい風景づくり

リーダー研修

造園建設業協会

11月29日 当蔵共同住宅跡地利用検討委員会
12月6日 沖縄らしい風景づくり

アルテプラザ

地区会議

首里公民館

12月10日 沖縄らしい風景づくり

リーダー研修

造園建設業協会

12月17日 沖縄らしい風景づくり

地区会議

首里公民館

12月19日 支部理事会

アルテプラザ

12月24日 沖縄らしい風景づくり

地区会議

首里公民館

平成29年1月5日 沖縄らしい風景づくり

地区会議

首里公民館

1月9日 沖縄らしい風景づくり

地区会議

首里公民館

1月16日 支部理事会

アルテプラザ

1月25日 沖縄らしい風景づくり

実地研修

1月31日 沖縄三和シヤッター株式会社
2月4日 沖縄らしい風景づくり

龍潭周辺

勉強会

沖縄三和シヤッター

リーダー研修

首里城公園

2月13日 支部理事会

アルテプラザ

2月25～26日 沖縄らしい風景づくり

一泊研修

各地区

3月13日 支部理事会

アルテプラザ

4月13日 支部会計監査

照正組

4月28日 支部総会

南風原中央公民館２階

■島尻支部

5月8日 熊本地震被災建築物応急危険度判定派遣

会議室

熊本県

（新川清則）
6月9日 士会本部総会

沖縄ﾊｰﾊﾞｰﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ

6月25日 九州ブロック「建築士の集い」宮崎大会

参加

宮崎県

（根路銘安史）
7月3日 二級建築士学科試験監督

派遣

琉球大学

（大城若菜・有銘祐児・新川清則）
7月24日 一級建築士学科試験監督

派遣

琉球大学

（新城博靖・島袋哲也）
8月6日 第1６回建築ｾﾐﾅｰ「ｐｒoject」谷尻誠氏
8月30日 応急危険度判定連絡訓練実施

沖縄県全域

9月4日～9月18日 建築士の日「親泊次郎の仕事展」＋建築相談会
9月26日 建築士会親睦ゴルフ大会

参加

10月20日～10月23日 建築士会全国大会「大分大会」

浦添市てだこ小ホール
南風原文化センター
沖縄国際ゴルフ倶楽部

参加

大分県別府市

(大城満昭・島袋哲也)
11月11日 公共建築の日・公共建築月間関連イベント

那覇市ぶんかテンブス館

「公共建築の可能性」
12月12日～12月17日 「ひび割れのないコンクリート打設前勉強会」

南風原町内

「金網型枠施工及びコンクリート打設」見学会
平成29年1月11日 ６団体合同新年会

参加

2月7日 建築講演会「郷土の根となる建築とは」前田圭介氏
2月18日 新春文化コンサート(第11回聖クララ教会コンサート）
3月5日 近現代建築の固有性と普遍性

沖縄ﾊｰﾊﾞｰﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ
浦添市てだこ小ホール
聖クララ教会
沖縄県立博物館・美術館

■南部支部
4月13日 平成28年度第1回本部定時理事会

沖縄建築会館

5月11日 第2回本部定時理事会

沖縄建築会館

5月26日 平成28年度建築士会南部支部監査会
6月1日 第3回本部定時理事会

樹設計工房事務所内
沖縄建築会館

6月6日 平成２８年度南部支部総会
6月9日 平成28年度

沖縄県建築士会定時総会

7月3日 二級建築士試験(学科)監理員

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ沖縄ﾊｰﾊﾞｰビュー
琉球大学

7月13日 第4回本部定時理事会

沖縄建築会館

7月21日 応急危険度判定士報告会（糸満市）

糸満市役所

7月24日 一級建築士試験(学科)監理員

琉球大学

8月6日 第16回建築ｾﾐﾅｰ（講師：谷尻誠）

浦添市てだこﾎｰﾙ

8月10日 第5回本部定時理事会

沖縄建築会館

8月25日 応急危険度判定士報告会（八重瀬町）

八重瀬町役場

9月14日 第6回本部定時理事会

沖縄建築会館

9月26日 建築士会親睦ｺﾞﾙﾌ大会

沖縄国際ゴルフ倶楽部（恩納村）

10月12日 第7回本部定時理事会
10月20日～23日 第59回建築士会全国大会
10月24日 第１回糸満市景観審議会
11月9日 第8回本部定時理事会
12月14日 第9回本部定時理事会及び忘年会
平成29年1月11日 平成29年建築関係団体新年会

Ｐ'sスクエア
大分県
糸満市役所
Ｐ'sスクエア
ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ沖縄ﾊｰﾊﾞｰビュー
ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ沖縄ﾊｰﾊﾞｰビュー

1月11日 第10回本部定時理事会

沖縄建築会館

1月13日 建築士会南部支部新年会（糸満市設計協会同時開催）

ＮＢＣサムシングフォー

1月28日 景観審議会米須地区専門部会

糸満市役所

2月7日 糸満高等学校職業講話

糸満高等学校

2月8日 第11回本部定時理事会

沖縄建築会館

2月18日 沖縄県建築士会親睦ボウリング大会

スカイレーン

2月14日 米須重点地区ガイドライン策定委員会

糸満市役所

2月21日 景観審議会米須地区専門部会

糸満市役所

2月24日 第１回糸満市都市計画審議会

糸満市役所

2月28日 米須重点地区ガイドライン策定委員会

糸満市役所

3月8日 第12回本部定時理事会
4月12日 平成29年度第1回本部定時理事会（予定）
10月～平成29年3月 沖縄らしい風景づくりに係る人材育成業務

沖縄建築会館
沖縄建築会館
山巓毛地区・米須地区

■浦添・西原支部
4月～ 支部三役会

6回開催

4月～ 支部役員会

4回開催

4月～ 実行役員会

4回開催

4月～ 定例理事会

沖縄建築会館

5月25日 通常総会・講演会・懇親会
6月9日 沖縄県建築士会通常総会
7月2日 ｢建築士の日｣全国統一事業(建築相談会･建築パネル展)
9月26日 本部ゴルフ大会
10月22日～ 第59回建築士会全国大会

支部長出席

浦添市てだこホール(市民交流室)委任状含め78名参加

那覇市(沖縄ハーバービューホテル)

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾘﾋﾞﾝｸﾞｼｮｰﾙｰﾑ沖縄
沖縄国際ゴルフ倶楽部
大分県

8名参加

3名参加

11月26日 第2回文化交流事業｢第二回沖縄建築賞受賞者講演会｣

㈱オキジム２階大会議室

12月17日 第27回支部親善スポーツ大会(ペタンク大会)

浦添ふ頭南緑地多目的広場

平成29年2月16日 チケット贈呈式

支部長出席

8名対応

浦添市市長室

51名参加
77名参加

4名出席

2月18日 本部ボウリング大会

小禄スカイレーン

2月23日 現場見学会

浦添市立

3月11日 囲碁大会

浦添囲碁会館

8名参加

港川小学校
6名参加

47名参加

■宜野湾支部
4月～平成29年3月

普天間飛行場跡地利用に関する勉強会(ねたてのまちベースミーティング)

4月13日 第１回本部理事会

宜野湾市役所（毎月第３火曜日）
建築会館

4月20日 第１回支部理事会
5月11日 第２回本部理事会

建築会館

5月20日 平成28年度支部総会

カルチャーリゾートフェストーネ

6月1日 第３回本部理事会

建築会館

6月7日 第２回支部理事会
6月9日 平成28年度本部総会

ハーバービューホテル

6月25日 九州建築士の集いin宮崎大会（２名参加）
7月3日 二級建築士学科試験監理員派遣（３名）
7月13日 第４回本部理事会

宮崎県宮崎市
琉球大学
建築会館

7月19日 第３回支部理事会
7月24日 一級建築士学科試験監理員派遣（２名）

琉球大学

8月10日 第５回本部理事会

建築会館

8月23日 青年・女性委員会主催構造クラフト教室（３名参加）

沖縄こどもの国

8月25日 第４回支部理事会
9月9日 支部会員親睦ボウリング大会（２５名）

ギノワンボウル

9月14日 第６回本部理事会

建築会館

9月26日 本部親睦ゴルフグ大会（１２名参加）

沖縄国際ゴルフ倶楽部

10月12日 第７回本部理事会

Ｐ’ｓスクエア

10月18日 第５回支部理事会
10月21日 違反建築パトロールへの派遣（１名）

宜野湾市

10月22日 建築士会全国大会 大分大会（７名）

大分県別府市

10月30日 建築士の日記念事業

はごろも小学校（小１～小５）

折り紙建築構造クラフト教室

11月9日 第８回本部理事会

Ｐ’ｓスクエア

12月14日 第９回本部理事会＆忘年会

ハーバービューホテル

12月20日 第６回支部理事会

カルチャーリゾートフェストーネ

平成29年1月11日 第１０回本部理事会

建築会館

1月11日 建築団体新年会（５名参加）

ハーバービューホテル

2月8日 第１１回本部理事会

建築会館

2月11日 ねたてのまちベースミーティング協議

宜野湾市役所

2月14日 第７回支部理事会
2月18日 建築士会親睦ボウリング大会（４名参加）

スカイレーン

2月25日 ねたてのまちベースミーティングワークショップ

宜野湾市社会福祉連絡協議会

3月8日 第１２回本部理事会

建築会館

3月14日 第８回支部理事会

■沖縄市支部
5月8日 沖縄市東部海浜推進協議会総会・懇親会
5月13日 （公社）沖縄県建築士会沖縄市支部

定時総会・懇親会

5月19日 北谷中学校職業人講話

支部長参加

6月1日 （公社）沖縄県建築士会本部 理事会

支部長参加

6月8日 NPO法人エンカレッジ 折り紙建築教室

参加者10名

6月9日 （公社）沖縄県建築士会本部 定時総会・懇親会
6月15日 沖縄市地域資源発掘調査関連業務契約/沖縄市
6月15日 第１回定時理事会

参加者13名

6月17日 関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会山梨大会 支部長参加

6月25日 九州ブロック研究集会「建築士の集い」宮崎大会・熊本視察 参加者7名
7月2日 建築士の日記念事業「折り紙建築・構造クラフト」古謝自治会 参加者29名
7月12日 沖縄市地域資源発掘調査関連業務

会議

参加者4名

7月13日 第４回定時本部理事会

支部長参加

7月20日 第２回定時理事会

参加者9名

7月21日 応急危険度判定調査報告

糸満市役所

7月24日 一級建築士学科試験派遣

支部長参加
参加者2名

7月30日 沖縄市地域資源発掘調査関連業務

嶋田洋平講演会

参加者156名

8月4日 生コン工場立ち入り監査立会

参加者1名

8月7日 「折り紙建築・構造クラフト」泡瀬三区自治会

参加者36名

8月10日 第５回定時本部理事会

支部長参加

8月10日 宅地建物取引業者会会長就任祝賀会

参加者3名

8月20日 「折り紙建築・構造クラフト」美里自治会

参加者42名

8月24日 第３回定時理事会

参加者8名

8月30日 沖縄市地域資源発掘調査関連業務

会議

参加者4名

9月3日 沖縄市地域資源発掘調査関連業務

大島芳彦講演会

参加者166名

9月5日 沖縄市地域資源発掘調査関連業務

会議

参加者2名

9月11日 二級建築士製図試験派遣

参加者3名

9月14日 第６回定時本部理事会

支部長参加

9月20日 沖縄市地域資源発掘調査関連業務

新聞社告知

9月21日 第４回定時理事会

支部長参加
参加者11名

9月23日 沖縄市サイエンスフェスタ２０１６会議

支部長参加

9月25日 沖縄市地域資源発掘調査関連業務

馬場正尊講演会設営 支部長参加

9月26日 沖縄市地域資源発掘調査関連業務

馬場正尊講演会

参加者150名

9月26日 （公社）沖縄県建築士会本部 親睦ゴルフ大会

参加者8組30名

9月29日 職業人講話

支部長参加

沖縄市立山内小学校

10月9日 一級建築士製図試験派遣

参加者2名

10月12日 第７回定時本部理事会

支部長参加

10月12日 第５回定時理事会

参加者12名

10月22日 第59回建築士会全国大会「大分大会」

参加者11名

10月24日 職業人講話

支部長参加

沖縄市立山内中学校

10月29日 異業種交流会

参加者6名

10月30日 沖縄市サイエンスフェスタ２０１６
10月31日 沖縄市地域資源発掘調査関連業務
11月2日 職業人講話

参加者8名
会議

沖縄県立美来工科高等学校

参加者2名
支部長参加

11月5日 沖縄市地域資源発掘調査関連業務

トレジャーハンティン参加者7名

11月6日 沖縄市地域資源発掘調査関連業務

トレジャーハンティン参加者8名

11月9日 第8回定時本部理事会

支部長参加

11月13日 ポリテクフェスタ・折り紙建築・パネル展

参加者8名

11月14日 第1回泡瀬地区環境利用学習推進連絡会

支部長参加

11月16日 第６回定時理事会

参加者10名

11月21日 職業人講話

沖縄市立沖縄東中学校

支部長参加

11月26日 沖縄市支部

ボーリング・忘年会

参加者61名

12月14日 職業人講話

沖縄市立安慶田小学校6年生

支部長参加

12月14日 職業人講話

一般市民対象

支部長参加

12月14日 第9回定時本部理事会

支部長参加

12月21日 第7回定時理事会

参加者5名

平成29年1月5日 職業人講話

一般市民対象FMコザ

1月6日 沖縄市新年会

支部長参加

1月11日 第10回定時本部理事会

支部長参加

1月11日 建築団体新年会
1月17日 第8回定時理事会

参加者9名

1月19日 宅地建物取引業者会会長就任祝賀会

参加者3名

1月30日 第2回泡瀬地区環境利用学習推進連絡会

支部長参加

2月8日 第11回定時本部理事会

支部長参加

2月10日 建築士会沖縄市支部ゴルフコンペ

参加者10組

2月15日 第9回定時理事会

参加者9名

2月16日 被災建築物応急危険度判定模擬訓練

参加者3名

2月18日 （公社）沖縄県建築士会本部

参加者2チーム8名

ボーリング大会

2月19日 2017おきなわマラソンボランティア応援

参加者15名

2月20日 職業人講話

参加者9名

沖縄県立美里工業高等学校

2月25日 合格者に学ぶ「一級建築士合格への心構え」

参加者3名

3月8日 第12回定時本部理事会

支部長参加

3月8日 第1回支部長会議「今後の支部の在り方」

支部長参加

3月14日 平成２8年度第１回沖縄市建築審査会

支部長参加

3月15日 第10回定時理事会

参加者8名

■中部支部
4月7日 第6回

会誌

紫微鑾駕

編集委員会

4月12日 第7回

会誌

紫微鑾駕

編集委員会

平成27年度
4月14日 第1回
第8回

監査

理事会
会誌

4月26日 平成28年度

紫微鑾駕
通常総会

編集委員会
（参加者40名余）

4月27日 熊本地震義援金
5月12日 第2回

理事会

6月2日 第1回

役員会

6月9日 平成28年度
6月16日 第3回
7月14日 第４回

本部定時理総会（参加者8名）

嘉手納町商工会ホール
嘉手納町日本赤十字社

沖縄ハーバービューホテル

理事会
理事会

7月22日 嘉手納町ビアフェスタ参加（参加者20名）

嘉手納町ロータリー広場

7月23日 シーポート北谷カーニバル（参加者20名）

北谷町

7月27日 第1回

建築士の日記念事業実行委員会

8月9日 第2回

建築士の日記念事業実行委員会

サンセットビーチ

8月23日 屋良東部地区地域振興施設機能拡充事業意見交換会（参加者3名） 嘉手納町役場
8月26日 建築士の日記念事業「折紙建築in屋良小学校」（参加者60名） 嘉手納町
8月26日 第5回

8月30日 平成28年度
9月8日 第1回

応急危険度判定全国連絡訓

県内全域

野国總管まつり実行委員

9月11日 2級建築士製図試験監派遣（3名派遣）
9月15日 第6回

嘉手納小学校

理事会

琉球大学

理事会

9月26日 建築士会親睦ゴルフ大会（参加者24名）

沖縄国際ゴルフ倶楽部

10月1日～2日 第36回野国總管まつりへ参加（折り紙建築体験コーナー） 嘉手納町兼久海浜公園
10月9日 1級・木造建築士製図試験監理員派遣（2名派遣）
10月13日 第7回

琉球大学

理事会

10月21日 平成28年度

違反建築パトロール

中部土木事務所一円

「一斉違反建築パトロール」への派遣（参加1名）

10月28日～30日 読谷村まつり

読谷総合運動場

会場設営・折り紙体験コーナー・片付け等々
11月10日 第8回
11月30日 第10回
12月15日 第9回

理事会
伊礼原遺跡整備計画検討委員会（参加者1名）
理事会

兼

忘年会

平成29年1月11日 建築関係団体合同新年会（参加者6名）
1月12日 第10回
1月26日 第1回
第1回

北谷町教育委員会
沖縄ハーバービューホテル

理事会
新春懇談会
会誌

実行委員会

紫微鑾駕

編集委員会

1月30日 第1回 西浜区学習等供用施設建替基本計画ワークショップ準備会 （有）桑江建築設計事務所
2月9日 第11回

理事会

2月9日 第2回 西浜区学習等供用施設建替基本計画ワークショップ準備会 （有）桑江建築設計事務所
2月18日 平成28年度 建築士会親睦ボウリング大会（2チーム・20名参加） スカイレーン
2月22日 新春懇談会「北谷町の自然を歴史」（参加者45名）
3月6日 第2回

会誌

紫微鑾駕

北谷町

デッカーズキッチン

編集委員会

3月6日 第3回 西浜区学習等供用施設建替基本計画ワークショップ準備会 （有）桑江建築設計事務所
3月9日 第12回
3月23日 第3回

理事会
会誌

3月25日 平成29年度
3月30日 第4回

紫微鑾駕

編集委員会

通常総会準備会

会誌

紫微鑾駕

編集委員会

■うるま支部
4月8日 第1回うるま支部三役会
4月8日 うるま支部若手建築士会集まり
4月11日 うるま支部監査
4月13日 本部定例理事会

沖縄建築会館

4月16日 第1回うるま支部役員会
4月19日 第1回うるま支部建築審査会

石川庁舎

4月28日 平成28年度うるま支部通常総会

春日観光ホテル６階

5月11日 本部定例理事会

沖縄建築会館

5月21日 第2回うるま支部役員会
6月1日 本部定例理事会

沖縄建築会館

6月9日 本部定例総会

ハーバービューホテル

参加者4名

6月18日 第3回うるま支部役員会
6月21日 うるま支部建築士の日の取り組みについての集まり

参加者4名

6月28日 うるま支部会員増強訪問

うるま市事業所訪問

7月3日 ２級建築士試験（学科）監理員

琉球大学

7月8日 うるま市景観みどり審議会

うるま市本庁舎

7月13日 本部定例理事会

支部三役

参加者3名
宇地原明孝

沖縄建築会館

7月16日 第4回うるま支部役員会
7月22日 うるま支部建築相談・建築写真・模型展搬入

イオン具志川

7月23日 うるま支部建築相談・建築写真・模型展

イオン具志川

7月24日 うるま支部建築相談・建築写真・模型展

イオン具志川

7月24日 １級建築士試験（学科）監理員

琉球大学

8月10日 本部定例理事会

沖縄建築会館

参加者3名

8月20日 第5回うるま支部役員会
8月25日 支部生コン工場立会い

バルコン㈱

糸数聡

8月30日 本部総務委員会

沖縄建築会館

8月30日 第1回うるま市民まちづくり委員会

うるま市本庁舎

9月14日 本部定例理事会

沖縄建築会館

目取真康史
参加者2名

9月15日 第2回うるま市民まちづくり委員会

うるま市本庁舎

池根孝

9月17日 第6回うるま支部役員会
9月20日 本部事業委員会

沖縄建築会館

9月26日 本部建築士会親睦ゴルフ大会

沖縄ゴルフ倶楽部

9月28日 うるま市景観みどり審議会

うるま市本庁舎

宇地原明孝

9月29日 第3回うるま市民まちづくり委員会

うるま市本庁舎

池根孝

10月8日 第4回うるま市民まちづくり委員会

うるま市本庁舎

池根孝

10月12日 本部定例理事会

参加者2名
参加者8名

沖縄建築会館

10月15日 第7回うるま支部役員会
10月21日 一斉公開建築パトロール派遣者

うるま市内

10月21日 うるま支部スポーツ大会計画集まり

担当委員

10月29日 うるま支部会員交流ボウリング大会

ナムコワンダーランド沖縄

10月29日 第5回うるま市民まちづくり委員会

うるま市本庁舎

11月9日 本部定例理事会

濱崎幸夫
参加者38名

参加者2名

沖縄建築会館

11月23日 うるま支部沖縄らしい風景づくり

南風原公民館

11月27日 本部沖縄らしい風景づくり

蔵当三紀夫

参加者4名

12月14日 本部定例理事会

ハーバービューホテル

12月17日 第8回うるま支部役員会
平成29年1月11日 本部定例理事会

沖縄建築会館

1月11日 建築関係7団体新年会

ハーバービューホテル

参加者4名

1月21日 第9回うるま支部役員会及び新年会
2月8日 本部定例理事会

沖縄建築会館

2月16日 うるま支部沖縄らしい風景づくり人材育成事業

南原小学校

参加者4名

2月17日 うるま市景観みどり審議会

うるま市本庁舎

宇地原明孝

2月18日 第10回うるま支部役員会
2月28日 本部親睦ボウリング大会

参加者8名

3月4日 うるま支部交流見学会南部グスクめぐり

参加者25名

3月8日 本部定例理事会

沖縄建築会館

3月18日 第11回うるま支部役員会

■宮古支部
4月7日～8日 2級・木造建築士試験申込受付
5月24日 支部会計監査

監査員：比嘉、平良

5月25日 支部通常総会
6月9日 本部通常総会

宮古土木事務所
福原組設計事務所内
マリンターミナルビル小研修室
沖縄ハーバービューホテル

7月19日 支部理事会
8月5日 建築士の日パネル展

市役所ロビー

10月5日 支部理事会
10月21日 違反建築防止週間、建築パトロール（福原、長濱参加） 宮古管内
10月25日 支部理事会
11月6日 エコマラソンエイドステーションボランティア

アトールホテル前

11月16日 支部理事会
11月19日～20日 産業まつりパネル展

袖山屋内運動場

平成29年1月12日 支部理事会

■八重山支部
４月7日～8日 二級建築士・木造建築士試験申込受付
4月12日 第1回

支部理事会

4月22日 親睦ボウリング大会

支部事務局
支部事務局
あやぱにボウル

4月22日 平成28年度支部総会

支部事務局

5月23日 第2回

支部事務局

支部理事会

6月9日 平成28年度本部定時総会
6月14日 第3回

支部理事会

7月7日～8日 建築士の日

建築相談会

沖縄ハーバービュー
支部事務局
支部事務局

7月13日 第4回

定時理事会

沖縄建築会館

8月10日 第5回

定時理事会

沖縄建築会館

8月12日 第4回

支部理事会

支部事務局

9月8日 平成28年度生コン工場監査立合
10月19日 建築違反パトロール
10月20日～23日 第59回

建築士会全国大会（大分大会）参加

石垣生コン工業
市

内

大分県

11月9日 第8回

定時理事会

沖縄建築会館

11月14日 第5回

支部理事会

支部事務局

12月14日 第9回

定時理事会

沖縄建築会館

12月16日 第6回

支部理事会

支部事務局

12月17日 親睦ゴルフ大会

ジュマール・ゴルフガーデン

12月17日 忘年会
平成29年1月11日 第10回

定時理事会

沖縄建築会館

2月8日 第11回

定時理事会

沖縄建築会館

2月23日 第7回

支部理事会

2月23日 NTTインターネット接続説明会
3月8日 第12回
3月14日 第8回

定時理事会
支部理事会

支部事務局
支部事務局
沖縄建築会館
支部事務局

