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女性委員会設立 30 周年を迎えて 

公益社団法人岐阜県建築士会 

会長 横井 守 

                    

公益社団法人岐阜県建築士会の女性委員会設立 30 周年記念に当たり、 

一言お祝いの言葉を申しあげます。 

平成元年に女性委員会が設立され、平成 31 年現在の委員長まで、9 人の女性 

委員長により、各種の活動に取り組まれ、着実に建築士会の組織の発展に貢献

して頂いています。女性委員会の皆様に対して大変感謝しています。 

特に印象にのこっている事業ですが、平成 30 年 2 月 24 日、25 日に参加さ

せて頂きました、「建築士会 東海北陸ブロック会 女性建築士協議会、平成

29 年度後期ブロックぎふ大会（十八楼）」は、初めて青年委員会の東海北陸ブ

ロック会と、女性委員会の東海北陸ブロック会が別々の会場で開催されまし

た。（今までは合同で開催されていました。） 

私はこの年、両方の会に参加させて頂きまして、お互いの特徴がよく出てい

てどちらも楽しく過ごすことができました。（内心は少し心配していました

が。） 

新しい事にチャレンジする事は、副会長時代からの私の方針です。そこから何

かが生まれ進化していくと思っています。 

また、女性委員会の活動で「たくみ女子会」に参加させて頂き、女性のエン

ジニアの方が、建築士をめざす女子学生・女性求職者の皆さんに、いろいろな

経験や体験を話されるのを拝見させて頂き、これからの女性エンジニアの方に

期待すると共に、現在の女性委員会の皆様の活動に対するご苦労に敬意を表す

る思いでした。 

まだまだ、他にも多く活動されていますが、これからも時代に適応した事業

活動をして頂き、また、新しい事にもチャレンジして頂くことにより、社会の

要請にも応えらますよう期待しています。 

最後になりましたが、女性委員会の益々の発展と皆様のご健勝を祈念いたし

まして、お祝いの言葉といたします。 
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30 周年記念誌発行にあたり 

女性委員会委員長 長瀬 八州余 

 

 2009 年の 20 周年からもう 10 年が過ぎ、岐阜県建築士会女性委員会は 30 周年を迎えま

した。これもひとえに、関係皆様のご好意の賜だと感謝いたします。 

 この 10 年間で、東海北陸ブロック会の前期開催が１回、後期開催が２回ありました。 

 平成 29年度の東海北陸ブロック会後期定例岐阜会議は女性委員会単独の開催となりまし

た。１年近くの準備期間を経ての開催で、少人数の岐阜県女性委員会としては結構大変な行

事でありましたが、委員どうしの結束が強くなった、よい機会であったと思いました。 

平成 30 年度で 18 回目となる「気楽にらくだ会」（建築に携わる女性の交流会）は講演会

や見学会と開催方法は毎年変わりますが、岐阜県女性委員会の大事な行事です。これも一人

一人の女性委員の力の集約だと思います。 

20 周年からのこの 10 年と未来への 10 年と、時が積み重なって、よりよい時代に向かっ

ての、参考資料になるとよいと思っています。 

 

  

H22 年度東海北陸ブロック会後期定例高山会議   H27 年度東海北陸ブロック会前期定例岐阜会議 

 

        

H29 年度東海北陸ブロック会後期定例岐阜会議 
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女性委員会１０年を振り返って 

 

５代目女性委員長 下川 滝美 

 

女性委員会３０周年おめでとうございます。 

私は２０周年の前後 2 年間、委員長を勤めめさせてもらいました。 

２０周年記念事業では女性委員会誕生から２０年のあゆみを歴代委員長に資料や写真をい

ただき作ったことを思い出します。２０年分の季刊誌「らくだ」をペーパーで頂き女性委

員会の活動の歴史を知りました。あれから１０年。あっという間ですね。 

一番の思い出は委員長を勤めた後の２年間、東海北陸ブロックの事務局としての日々で

す。女性協議会委員長であった河内さんと高山大会の準備で何度も高山へ足を運んだこ

と、東日本大震災もあり多くの時間を一緒にすごしました。 

地方へ出かける時は「福祉のまちづくり」について二人でよく語り合いました。 

２年前女性委員の方にも部会として活躍してもらっている「福まち部会」を設立。 

ここに河内さんがいないのがほんとに残念です。 

この１０年、私は河内さんの意思を受け継いだ１０年だったかもしれません。 

これから先の１０年。若い方の活動を楽しみにしたいと思います。 

 

              

 

       

H21 年度 全建女長野大会        H21 年度 各務原市内見学会 
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「女性委員会 30 周年にあたって」 

 

６代目女性委員長 飯沼 あい子 

 

 女性委員会 30 周年おめでとうございます。委員の皆さんのお力でこれまで続ける事が 

出来たと感謝しております。 

 さて、先輩諸委員長方がさまざまな事を企画され盛り立てて頂けた後私が委員長を受け

た訳ですが、正直既成路線でした女性委員会のブロック会（全国も含む）や親会の行事をこ

なすのみで精一杯だったような気がします。 

 それでもやりたかった事がありました。それは小学校での出前講座を開く事でした。 

運よく助成金を受ける事が出来ましたので、環境についての講座が開催出来ました。 

 今後、新しい女性委員の参加招聘や活動など様々な課題があると思いますが、どうぞ 

盛り立てていただきますよう念じております。 

 

 

 

       
H22 郷邸迎賓館見学会         H22 年度 ブロック後期 岐阜県高山 

 

 

       

H23 年度 岐阜県建築士会 60 周年 文化講演会    H23 年度 住育講座 
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「３０周年を迎えて」 

                           

７代目女性委員長 宇佐美 泉 

 

 女性委員会３０周年おめでとうございます。 

 私は平成２４年度から平成２７年度の４年間委員長を務めさせていただきました。その

間に、二つの大きな出来事がありました。 

 まず一つは、平成２５年に岐阜県建築士会が社団法人から公益社団法人に移行したこと

です。より公益性の高い活動や地域社会に貢献する活動を求められました。女性委員会も

今まで以上に活発な活動をするには、会員を増やさなければと女性建築士の皆さんに呼び

かけ、若い方々にも入っていただき現在に至っています。 

 もう一つは、河内美代子さんが亡くなられたことです。河内さんには色々とご指導いた

だき、私が副委員長として河内さんと建物内のホルムアルデヒドの測定・調査を行いそれ

をまとめてブロック会議で発表したことを思い出します。又、東海北陸ブロック女性建築

士協議会運営委員長に就任され、平成２２年度後期岐阜会議を高山で開催すべく奔走さ

れ、その行動力には敬服致しました。平成２６年度前期岐阜会議を長良川うかいミュージ

アムで開催したとき、同相談役というお立場でしたが病気療養中の為出席していただけな

かったことが心残りです。 

 現在建築士会では、さまざまな部会が立ち上がりそれぞれ活動しています。これから

は、女性委員会の枠にとらわれることなく自身の興味のある部会に参加し、そこで得た知

識や情報を女性委員会のメンバーに共有してもらえたなら、委員会全体がよりレベルアッ

プするのではないかと思います。若い方々の活躍を期待しています。 

       

H24 年度 研修会      H25 年度 見学会      H25 年度 委員会 

            

H26 年度 第 14 回 気楽にらくだ会            H27 年度年度 研修会 
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女性委員会 30 周年にあたって 

 

８代目女性委員長 髙野 栄子 

 

 （公社）岐阜県建築士会女性委員会が 30 周年を迎えて、初代委員長の林直美様をはじめ

諸先輩方のご苦労とご尽力に尊敬し感謝致します。私が委員会に参加させていたくように

なったのは 20 周年の少し前でした。子育てと仕事に追われ、社会との距離を感じこのまま

ではいけないと思っていました。士会に入会してから、なにも活動らしいことはしていなか

ったのですが、思い切って参加してみました。はじめは研修や見学に参加することが楽しく、

徐々にその企画や準備に携わり皆さんに教えを頂き、親切にして頂き今に至ります。 

 昨年は東海北陸ブロック後期会議を岐阜で開催し、各県の皆さんをおもてなしできまし

たこと、とてもいい経験になりました。またいろいろな企画を通して女性委員会以外の士会

員の方その他関係各所の方ともお知り合いになり仕事に人生に大変役立っております。 

 これからも、建築士としてのスキルを磨き、ますます実りある人生の一つとしてできうる

限り活動したいと思います。時代がかわり、「女性」と名のつく委員会の役割がなくなるま

で気長に皆さんとおつきあいできたら幸いです。 

 

     

   H28 年度 研修会           H28 年度 見学会 

 

     

  H29 年度 新年会        H29 年度 ブロック後期 岐阜 


