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  会長就任挨拶　     市原　淳 (22 期 )

　2022 年 5 月より第 11 代の千
里山建築会・会長に就任いたし
ました、22 期の市原淳です。
卒業生の皆様におかれまして
は、平素より本会の活動にご理
解・ご協力をいただき、厚く御
礼申し上げます。
　2022 年５月８日に行われた
総会では、前幹事会から推薦を
いただき、また総会審議にてご承認いただきまし
た。任期を無事全うすることを第一に会の運営に
努めます。
　さて、会則には「会員相互の親睦を図ると共に、
建築に関する学術・技術の進歩発展に寄与する」
とあります。これに、先の総会では、「関西大学建
築学科の発展」を加えることにつき、審議・了承
が得られました。この、会の目的に追記された一
文を心に留め、今「何が」出来るのか、を考えま
した。皆さんもご苦労されている通り、コロナ禍
はまだまだ終息する気配がありません。今期の幹
事会では、現時点でできることを絞る、すなわち、
HP の更なる充実と SNS 等による発信力の強化に力
点を置いた活動を予定しております。例えば、何
かの受賞された方があった場合、これまではその
事実のみをＨＰでご紹介しておりましたが、今期
は受賞者にインタビューを申し入れ、それらを含
めたＨＰでのご紹介などを考えております。
　また、私自身がＨＰ上に 100 本の投稿を行うと

いう目標も立てました。お勤め先でのイベント企
画等の告知にＨＰをお使いいただくのもよろしい
かと考えています。
　このような活動により「千里山建築会、なんか
面白そうなことやってる…」と閲覧された方に思っ
ていただけることを期待し、さらに、卒業生と現
役学生が、このようなＨＰ上の情報で繋がること
ができれば、「会員相互の親睦を図り」「関西大学
建築学科の発展」にいくばくか寄与できるのでは
と考えています。みなさまからもアイデアなどご
ざいましたら、是非ご一報くださいませ。
　今後とも、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願
いいたします。

市原　淳 新会長
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役員一覧 2022 ～ 2026
会　長　市原　　淳（22 期）
副会長　安藤　幸一（14 期）
　　　　西田　佳代（21 期）
　　　　前田　由利（16 期）
　　　　宮本　雅弘（22 期）
監査役　石田　昭浩（14 期）
　　　　靍谷かおり（元教室事務職員）
幹　事　井上　寿也（20 期）
　　　　橋寺　知子（18 期）
　　　　西田　貫人（45 期）
　　　　※状況に応じて応援依頼あり
今後とも、千里山建築会の活動にご協力頂きます
様、よろしくお願いします。
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新任の先生ご紹介
着任の挨拶     　 助教　西川 英佑

　２０２２年４月に着任いたし
ました西川英佑（にしかわえい
すけ）と申します。京都大学工
学部建築学科及び工学研究科
生活空間学専攻修士課程を修了
し、東京工業大学理工学研究科
建築学専攻博士課程を修了しま
した。その後、文化庁に文部科学技官として着任し、
文化財保護に従事してまいりました。 
　大学 4 回生の時に、昨年度退職された西澤英和
先生（当時、京都大学）の研究室に入り、以来、
地震国である我が国で建築構造がどのように発展
し、歴史的建造物がどのように残ってきたかに関
心を持ち、研究や仕事をしてまいりました。博士
課程の研究では木造の三重塔の構造特性や過去の
地震被害に着目し、塔の規模や形状により地震時
の挙動が異なることや、地震時に発生しやすい被
害やその発生メカニズムを明らかにしました。ま
た、この研究では地震被害やその後の復旧に関す
る建築史学的な調査と、実物建物の振動観測や模
型の構造実験などの建築構造学的な検討を行い、
学際的な研究手法の有効性を示しました。 
　文化庁では、上記の研究の経験を活かし、文化

財建造物の耐震対策を担当しました。折しも着任
した 2011 年 4 月は東日本大震災で多くの文化財
建造物が被災した直後で、被害の復旧だけでなく、
全国的に事前の対策として文化財建造物の耐震診
断や耐震補強を実施することを促進していたタイ
ミングでした。全国で行われる対策事業の現場を
訪れ、その課題を把握し、技術的な指導や助言を
行っていきました。また、文化財に適した対策の
在り方を検討するための有識者会議の運営や、全
国の文化財所有者や技術者に向けたパンフレット
やマニュアルの作成に当たりました。 
　これまでの経験を活かし、今後、本学で我が国
の建築構造の発展の歴史や、歴史的建造物の耐震
対策の在り方について研究を進めるとともに、学
生にはその研究テーマの面白さを講義などの機会
で伝え、実物の歴史的建造物を調査したり、実社
会の中でどのように歴史的建造物が保存していく
かを一緒に考える機会を多く提供していきたいと
思っております。歴史的建造物の多く残る関西圏
に所在する本学の地の利を活かして奮闘していき
たいと考えております。どうぞよろしくお願いし
ます。 

千里山建築会 第 11 回 総会　議事録   　 根津　達也（41 期）

日時：2022 年 5 月 8 日（日）　11:00 ～ 11:35
場所：関西大学千里山キャンパス　100 周年記念会館 

議題：
(1)　開会の辞

・高岸副会長（8 期）より、総会の成立および開会
が宣言された。
(2)　議長選出

・北野氏（10 期）が議長に選任された。
(3)　会長挨拶

・井上会長（20 期）より挨拶が行われた。
(4)　会則改定

・井上会長より、会則の改定内容について説明が行
われた。

・改定内容については、賛成多数で承認された。
(5)　事業報告

・西田副会長（13 期）より、今期の活動内容につ
いて報告された。2020 年以降は新型コロナウィル
スの影響により活動が滞っていた旨が説明された。
(6)　会計報告

・橋寺氏（18 期）より、今期の会計内容が報告された。
・同内容の監査結果について、監査役を代表して渥
美氏（12 期）より、適正であることが述べられた。

・今期の会計については、賛成多数で承認された。
(7)　会費減額

・井上会長より、上記 (5) 事業報告のとおり今期
の半分は新型コロナウィルスの影響により活動が
滞っていたことを踏まえ、今期に限り会費を半額

市原新会長　挨拶
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（2,000 円）とする旨が説明された。
・会費減額については、賛成多数で承認された。
(8)　会長選任

・幹事会が次期会長として市原副会長（22 期）を
推薦し、同氏より所信表明演説が行われた。

・賛成多数により、市原副会長が次期会長となるこ

とが承認された。
(9)　新会長挨拶

・市原新会長より、挨拶と、新役員の紹介が行われ
た。
(10)　閉会の辞

・議長より、閉会が宣言された。

千里山建築会第 11回総会　集合写真

市原新会長　挨拶 井上前会長　挨拶 都築先生による講演
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事務局から

千里山建築会会長退任のご挨拶　井上　寿也（20 期）

第 10 代千里山建築会会長の 20
期井上寿也です。5 月 8 日をもっ
て 4 年間務めた会長を退任するこ
ととなりました。この 4 年間で
ホームページやメールマガジンを
活用した情報伝達手段の整備を行
うとともに、卒業設計展への支援
や在学生と OBOG との交流会と
いった行事を行い、千里山建築会の活動の方向性が少
し見えてきたと思っていました。しかし、新型コロナ

会計報告
令和 3 年度（2021/4/1 ～ 2022/3/31）
収入の部 支出の部
繰越金 ¥1,721,106
郵便局利息 ¥14

卒業式記念写真代 ¥25,000
HP 用サーバーレンタル料 ¥13,200
小　計 ¥38,200
繰越金 ¥1,682,920

合　計 ¥1,721,120 合　計 ¥1,721,120

郵便普通預金 ¥1,668,487
りそな普通預金 ¥452
現金                                   ¥13,981
合計 ¥1,682,920

繰越金明細

会員向け活動

【活動内容】
・ウェブサイトでの情報発信
・会報の発行（年１回程度）
・ニューズレターの発行（不定期）
・名簿の発行（総会開催年のみ）
・4 年に一度、総会・懇親会を開催
・学内イベント時に懇親会等を開催
状況をみながら、見学会、講演会等を計画中
開催に関しては本ウェブサイトで随時お知らせします。

お知らせ
　会費のお支払いは、お済でしょうか。
　会員の方へ順次、名簿のデータ CD をお送りいたします。
年をまたいでも、届かないようでしたら手続きのご確認を
お願いします。 

《編集後記》
暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。

　村野建築の中に入っている関西大学博物館では、７月
18 日（月）~10 月 10 日（月）にかけて２０２２年度夏季
企画展「関大と刀匠國平」展を開催しております。
　「関西大学 Festival in 関西」の開催日が最終日となって
おります。是非、イベントと共に簡文館の建物、展示もご
覧いただけますと幸いです。

　（４５期　西田貫人）

イベント情報
■プチ懇親会の開催
　10 月９日（日）~10 日（月・祝）に関西大学千里山キャ
ンパスで「関西大学 Festival in 関西」が開催されます。
　千里山建築会では、10 月９日にプチ懇親会を開く予定
です。皆様、ぜひご参加ください。
　詳しい内容については、千里山建築学会ホームページに
てお知らせいたします。ご確認の程、よろしくお願い申し
上げます。

ウィルス感染拡大の影響から、任期後半は情報伝達以
外に会員向けの活動ができなかったことが残念です。
任期終了まで感染が収束することはありませんでした
が、少しずつ行動制限が緩和され、最後になって関西
大学 100 周年記念会館で本会総会と関西大学建築学科
の都築和代先生による講演会を無事に実施することが
できたのは、喜ばしい限りです。会員の皆様におかれ
ましては、この 4 年間、千里山建築会の活動にご協力
いただき誠にありがとうございました。今後も引き続
き本会の活動ご協力いただきますよう、よろしくお願
いします。

会員登録はこちらから：
https://senriyama.xsrv.jp/wp/memberinfo/
                                   　　登録もよろしくお願いします。

関西大学 Festival in 関西：
https://www.kandai-koyukai.com/fesin_kansai2022/


