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■ごあいさつ 

 暑中お見舞い申し上げます。 

連日、猛暑が続いています。7 月 20 日に千葉県市

原市で 40 度を突破したそうです。一方、日本海側

では梅雨前線による豪雨のため、新潟県や福井県で

はたいへんな洪水被害が出ました。ヨーロッパでは

一昨年の大洪水、昨年の氷河も溶けるほどの猛暑、

異常気象による森林火災があったことが思い出され

ます。 

さて、7 月 14 日に三重支所通常総会を無事に執り

行うことができました。ひとえに会員諸兄のご協力

の賜と、運営委員一同感謝いたしております。本年

度もさまざまな行事を企画実施して、三重支所会員

の皆様に建築学に関する学術・技術・芸術の情報発

信に努めたいと考えています。行事については「今

後行われる学会活動」の欄をご参照下さるとともに、

ぜひご参加下さるようにお願い申し上げます。 

 ところで 2003 年度で三重支所が創設されて 20 年

が経ちました。2004 年 6 月現在、賛助会員を含めて

256 名の会員が所属されています。1985 年度総会資

料には 151 名とあるので、この間に会員数は約 1.7

倍に増加しました。今年度は 20 周年の事業として、

この間の三重支所の事業記録を整理した記念誌の編

纂を計画しています。 

今後とも支所活動へのご協力・ご参加を賜ります

よう宜しくお願い申し上げます。 

日本建築学会東海支部三重支所長 浦山 益郎 

（三重大学工学部建築学科教授） 

 

 

■通常総会の報告 

 去る 2004 年 7 月 17 日（土）午後 2 時から三重大

学講堂（三翠ホール）小ホールにおいて、2004 年度

(社)日本建築学会東海支部三重支所通常総会が行わ

れました。出席者は 105 名（内委任状 83 通）。以下

の議案について審議が行われ、全て承認されました。

なお、詳しい内容については三重支所のホームペー

ジから総会議案書および議事録（いずれも PDF ファ

イル）をダウンロードしてご覧下さい。  

(http://www.arch.mie-u.ac.jp/mieshisho/docume 

nts/2004/04soukai.pdf) 

第１号議案 

（１）2002 年度事業報告に関する件 

（２）2002 年度収支決算書に関する件 

第２号議案 

（１）2003 年度事業計画（案）に関する件 

（２）2003 年度収支予算書（案）に関する件 

第３号議案 

新任役員選出の件 

 

 

■新任役員の紹介 

 先の通常総会において新任役員が決まりましたの

で、ご紹介させて頂きます。 

中村 久 君（株式会社中村建築設計事務所代表取

締役） 

西村  覚 君（日本土建株式会社建築部設計課） 

永井 久也 君（三重大学工学部建築学科助教授） 

木下 誠一 君（三重大学工学部建築学科助手） 

 なお、運営委員の佐藤良博君が本務の都合で三重

支所管内から転出されたので、石田実君（中部電力

三重支店土木建築課長）が後任に選出されました。 

 

 

■講演会の報告 

 通常総会終了後（7 月 17 日 15:00～17:00）、次の

2 件の講演会が行われました。参加者は 25 名でした。 

(1)「津のサウンドスケープと音環境」 

講師：寺島 貴根 君（三重大学工学部建築学科

助教授） 

 音環境を考える上で騒音対策だけでなくサウンド

スケープの考え方が必要であることが解説され、津
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市の騒音の現況とサウンドスケープの調査結果が報

告されました。また、津のサウンドスケープを特徴

づける音源として「波の音」や「専修寺の梵鐘」な

どが挙げられ、その録音が披露されました。 

(2)「シャープ亀山工場の展開について」 

講師：日下部 徹男 氏（シャープ株式会社三重

亀山生産本部環境安全推進センター所長） 

 三重県は液晶産業の世界的集積をめざすクリスタ

ルバレー構想を推進しています。その一環として誘

致された世界最大級のシャープ亀山工場について、

許認可過程、建築環境的工夫などが紹介されました。 

上記の内容は、今年度に実施予定の見学会・講習

講演会とも関連する充実したものでした。 

 

 

■今年度行われる予定の三重支所の行事 

 

□見学会「クリスタルバレー見学会（シャープ亀山

工場）」 

見学先：シャープ亀山工場（三重県亀山市白木町） 

内 容：三重クリスタルバレー構想の核をなす話題

のシャープ亀山工場を見学します。 

日 時：平成 16 年 9 月 25 日 13:30～16:00 

集 合：近鉄津駅西口ロータリーに 12:30 集合、

17:00 解散。津駅と見学先の間は貸し切りバス

を使って移動します。 

参加費：無料 

定 員：40 名（会員） 

申込み：下記連絡先まで、電話・ハガキ・ファック

ス・E-mail にて表題を「クリスタルバレー見

学会申込み希望」として氏名・連絡先住所およ

び電話番号（出来れば携帯電話）、E-mail アド

レスなどをご連絡下さい。 

〆切は 9/17（金）としますが、それ以前に

定員に達した場合、その時点で〆切りますので

ご容赦下さい。 

連絡先：〒514-8507 三重県津市上浜町 1515  

三重大学工学部建築学科 寺島貴根 

Tel:059-231-9652,Fax:059-231-9452, 

E-mail:tera@arch.mie-u.ac.jp 

※当行事は、日本建築学会東海支部の補助を受けて

実施します。 

 

□講演会「私の構造工学研究」 

日 時：平成 16 年 10 月 2 日（土）14:00～16:00 

場 所：三重県総合文化センターB1F 小ホール 

講 師：森野 捷輔 君（三重大学） 

その他：入場無料、参加費不要 

※当行事は三重大学工学部建築学科との共催です。 

 

□講習会「音と遊ぼう-楽しいみんなの建築環境講

座-」 

日 時：平成 16 年 10 月 23 日（土）13:30～16:00 

場 所：三重大学工学部 1 番教室およびキャンパス

内 

講 師：寺島 貴根 君（三重大学） 

定 員：20 名程度（先着順） 

対 象：小学生～高校生（小学生の方は親と同伴） 

申込み：電話、ハガキ、fax または E-mail にて、下

記までお申し込みください。 

〒514-8507 三重県津市上浜町 1515  

三重大学工学部建築学科 寺島貴根 

Tel:059-231-9652,Fax:059-231-9452, 

E-mail:tera@arch.mie-u.ac.jp 

申込み期間：平成 16 年 10 月 1 日～10 月 15 日 

その他：参加費不要 

 

□講演会「サウンドスケープから探る建築と都市」 

日 時：平成 16 年 11 月 20 日（土）15:00～17:00 

場 所：三重大学工学部 17 番教室 

講 師：鳥越 けい子 氏（聖心女子大学文学部教育

学科教授） 

その他：入場無料、参加費不要 

※当行事は三重大学工学部建築学科との共催です。 

 

□支所創立 20 周年記念誌の編纂 

 三重支所は 1984 年 9 月に設立され、20 周年を迎

えました。これを受けて、現在、三重支所運営委員

会では、20 周年記念誌の編纂を計画しております。

予定では、2005 年に発行し、次年度の三重支所通常

総会にて会員の皆様に配布できることを目標として

おります。 

 

 

■支所活動に関するお問い合わせ 

事務局窓口:三重大学工学部建築学科事務室（059-

231-9666） 

支所長：浦山 益郎 (urayama@arch.mie-u.ac.jp) 

会計幹事：高田 豊文 (takada@arch.mie-u.ac.jp) 

講演会「津のサウンドスケープと音環境」 

講演会「シャープ亀山工場の展開について」 


