
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

◆◇■◆◇■◆◇■◆◇■    木活協木活協木活協木活協    メールニュースメールニュースメールニュースメールニュース    ■◇◆■◇◆■◇◆■◇◆        【【【【Vol.Vol.Vol.Vol.29292929】】】】    

        －－－－    木を活かす建築推進協議会木を活かす建築推進協議会木を活かす建築推進協議会木を活かす建築推進協議会    －－－－                2013201320132013 年月年月年月年月 12121212 月月月月 26262626 日発行日発行日発行日発行    

                http://www.kiwoikasu.or.jp/http://www.kiwoikasu.or.jp/http://www.kiwoikasu.or.jp/http://www.kiwoikasu.or.jp/    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

    2013201320132013 年、年、年、年、木活協木活協木活協木活協メールニュースメールニュースメールニュースメールニュースをご覧頂きをご覧頂きをご覧頂きをご覧頂きましてましてましてましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。    
    2014201420142014 年年年年、、、、皆さまにとって素晴らしい年になりますよう皆さまにとって素晴らしい年になりますよう皆さまにとって素晴らしい年になりますよう皆さまにとって素晴らしい年になりますようお祈り申し上げます。お祈り申し上げます。お祈り申し上げます。お祈り申し上げます。    
    来年も来年も来年も来年もどうぞどうぞどうぞどうぞよろしくお願いよろしくお願いよろしくお願いよろしくお願い申し上申し上申し上申し上げげげげまままますすすす。。。。    
    

≪≪≪≪    ＩＮＤＥＸＩＮＤＥＸＩＮＤＥＸＩＮＤＥＸ    ≫≫≫≫    

■■■■    木活協からのお知ら木活協からのお知ら木活協からのお知ら木活協からのお知らせせせせ    

■■■■■■■■    協議会団体会員様からのお知らせ協議会団体会員様からのお知らせ協議会団体会員様からのお知らせ協議会団体会員様からのお知らせ    

■■■■■■■■■■■■    その他その他その他その他    お知らせお知らせお知らせお知らせ    

■■■■■■■■■■■■■■■■    木活協ＰＲコーナー木活協ＰＲコーナー木活協ＰＲコーナー木活協ＰＲコーナー    

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

━［［［［    木活協からのお知らせ木活協からのお知らせ木活協からのお知らせ木活協からのお知らせ    ］］］］━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
■「都市の木造化へ向けたシンポジウム・担い手セミナー「都市の木造化へ向けたシンポジウム・担い手セミナー「都市の木造化へ向けたシンポジウム・担い手セミナー「都市の木造化へ向けたシンポジウム・担い手セミナーH25H25H25H25」」」」開催のお知らせ！開催のお知らせ！開催のお知らせ！開催のお知らせ！ 
 ●●●●第第第第 3333 回回回回    シンポジウム【シンポジウム【シンポジウム【シンポジウム【    東京東京東京東京    】】】】    
  「「「「これからのこれからのこれからのこれからの木造木造木造木造建築物建築物建築物建築物」」」」----日本と海外の木造技術の現状とこれから日本と海外の木造技術の現状とこれから日本と海外の木造技術の現状とこれから日本と海外の木造技術の現状とこれから----    
  日時：平成 26 年 2月 28 日(金)  12:45～16:30（開場 12:15） 
  会場：東京大学弥生講堂 一条ホール(文京区弥生 1-1-1 東京大学弥生キャンパス内） 
  定員 270 名（定員に達し次第、お申込み受付を終了させて頂きます） 
  参加無料 
 ▼詳細はコチラ 
  http://run-produce.jp/mokuzou/pdf/tokyo.pdf 
 ▼お申込みはコチラ 
  http://run-produce.jp/mokuzou/ 
 
 ●その他「都市の木造化へ向けたシンポジウム/担い手セミナーＨ25」 
 ▼詳細はコチラ 
  http://www.kiwoikasu.or.jp/upImages/uploader_seminer/pdf20130927162125.pdf 
 
■「住宅省エネルギー「住宅省エネルギー「住宅省エネルギー「住宅省エネルギー施工施工施工施工講習講習講習講習会および設計講習会および設計講習会および設計講習会および設計講習会」会」会」会」開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ！！！！ 
 施行講習に加えて、平成 25 年度設計講習を 11 月下旬より順次、各都道府県にて開催中です。 
 ▼各都道府県の開催日時等の詳細はコチラ 
  http://www.shoene.org 
 
■「ここまでできる木造建築の計画」公開のお知らせ■「ここまでできる木造建築の計画」公開のお知らせ■「ここまでできる木造建築の計画」公開のお知らせ■「ここまでできる木造建築の計画」公開のお知らせ((((ＰＤＦＰＤＦＰＤＦＰＤＦ))))    
 ▼ＰＤＦはコチラ 
  http://www.kiwoikasu.or.jp/technology/s01.php?no=94 
 
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
━［［［［    協議会団体会員様からのお知らせ］協議会団体会員様からのお知らせ］協議会団体会員様からのお知らせ］協議会団体会員様からのお知らせ］━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
>>>>>>>>>>>>    一般財団法人一般財団法人一般財団法人一般財団法人    日本建築センター日本建築センター日本建築センター日本建築センター    <<<<<<<<<<<<    
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 
■新・技術セミナー■新・技術セミナー■新・技術セミナー■新・技術セミナー「断熱・気密・エネルギーのメカニズムをイメージして住宅・建築物の「断熱・気密・エネルギーのメカニズムをイメージして住宅・建築物の「断熱・気密・エネルギーのメカニズムをイメージして住宅・建築物の「断熱・気密・エネルギーのメカニズムをイメージして住宅・建築物の    
 省エネルギー計算法を理解しよう！」省エネルギー計算法を理解しよう！」省エネルギー計算法を理解しよう！」省エネルギー計算法を理解しよう！」    
 日時：平成 26 年 2月 5 日(水)～6 日(木) 10:00～17:00 
 会場：エッサム神田ホール 4 階会議室(東京都千代田区神田鍛冶町 3-2-2) 
 ▼詳細・お申込みはコチラ 



  http://www.bcj.or.jp/c15_course/detail.php?sid=390 
    
■建築物のための改良地盤の設計及び品質管理について「改良地盤の設計及び品質管理指針■建築物のための改良地盤の設計及び品質管理について「改良地盤の設計及び品質管理指針■建築物のための改良地盤の設計及び品質管理について「改良地盤の設計及び品質管理指針■建築物のための改良地盤の設計及び品質管理について「改良地盤の設計及び品質管理指針(2002)(2002)(2002)(2002)」」」」    
    と「改良地盤の設計及び品質管理における実務上のポイント」で解説する講習会と「改良地盤の設計及び品質管理における実務上のポイント」で解説する講習会と「改良地盤の設計及び品質管理における実務上のポイント」で解説する講習会と「改良地盤の設計及び品質管理における実務上のポイント」で解説する講習会    
    日時：平成 26 年 3月 20 日(木) 10:00～17:30 
 会場：日本消防会館 5 階大会議室(東京都港区虎ノ門 2-9-16) 
 ▼詳細・お申込みはコチラ 
  http://www.bcj.or.jp/c15_course/detail.php?testid=392 
 
■技術セミナー■技術セミナー■技術セミナー■技術セミナー「基礎から学べる構造設計シリーズ「基礎から学べる構造設計シリーズ「基礎から学べる構造設計シリーズ「基礎から学べる構造設計シリーズ////塔状工作物塔状工作物塔状工作物塔状工作物((((ＲＣ、Ｓ造煙突編ＲＣ、Ｓ造煙突編ＲＣ、Ｓ造煙突編ＲＣ、Ｓ造煙突編」」」」    
    日時：平成 26 年 3月 28 日(金) 9：30～17:30 
 会場：日本消防会館 5 階大会議室(東京都港区虎ノ門 2-9-16) 
 ▼詳細・お申込みはコチラ 
  http://www.bcj.or.jp/c15_course/detail.php?testid=393 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
>>>>>>>>> > > > 公益社団法人公益社団法人公益社団法人公益社団法人    日本建築士会連合会日本建築士会連合会日本建築士会連合会日本建築士会連合会        <<<<<<<<<<<<    
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 
■「建築施工系技術者を育成するための手法とツール」■「建築施工系技術者を育成するための手法とツール」■「建築施工系技術者を育成するための手法とツール」■「建築施工系技術者を育成するための手法とツール」    
    ～中小ゼネコンが抱える問題点と解決～中小ゼネコンが抱える問題点と解決～中小ゼネコンが抱える問題点と解決～中小ゼネコンが抱える問題点と解決へへへへのヒントのヒントのヒントのヒント        シンポジウム開催のご案内シンポジウム開催のご案内シンポジウム開催のご案内シンポジウム開催のご案内    
    日時：平成 26 年 2月 14 日(金) 14：30～16:30 
 会場：建築会館ホール(東京都港区芝 5-26-20) 
 参加費(資料代込)：建築士会会員 1,000 円・一般 2,000 円（当日会場にてお支払ください） 
 ▼詳細・お申込みはコチラ 
  http://www.kenchikushikai.or.jp/data/news/2013-12-20.pdf 
 
■建築士会ＣＰＤ制度のご案内建築士会ＣＰＤ制度のご案内建築士会ＣＰＤ制度のご案内建築士会ＣＰＤ制度のご案内 
 本会では社会への良質な建築物の提供を図るべく、建築士および建築施工管理技士等建築 
 関連技術者を対象に、継続的に能力開発に励む建築士および建築関連技術者を支援する CPD 
 制度の推進を進めて参りました。 
 同制度は、47 都道府県建築士会で実施され、昨年 12 月現在、全国で約 5万名の建築士および 
 関連技術者が取り組んでおります。 
 既に、昨年 12 月現在で 40 道府県、31 市、4 町、内閣府および国交省の工事入札等で建築士 
 会 CPD 実績証明書が活用されています。 
 つきましては、建築関連技術者の皆様のご参加をお待ち申し上げます。 
 ▼建築士会ＣＰＤ制度の概要はコチラ 
  http://www.kenchikushikai.or.jp 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
>>> >>> >>> >>> 一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人    日本建築士事務所協会連合会日本建築士事務所協会連合会日本建築士事務所協会連合会日本建築士事務所協会連合会        <<<<<<<<<<<<    
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 
■「実例に学ぶ建築士事務所のトラ■「実例に学ぶ建築士事務所のトラ■「実例に学ぶ建築士事務所のトラ■「実例に学ぶ建築士事務所のトラブブブブルルルル予防研修予防研修予防研修予防研修会」開催のお知らせ会」開催のお知らせ会」開催のお知らせ会」開催のお知らせ    
    建築設計・監理業務には様々なリスクがあり、ある程度予防ができるリスクに関しては、 
 トラブル発生後に対処するのではなく、予防することが重要です。 
 今回、建築のトラブル事例を多数掲載した「実例に学ぶ建築士事務所のトラブル予防」 
 テキストを発刊するとともに、本テキストを使用した研修会を開催致します。(全国各地で開催） 
 ▼開催情報はコチラ 
  http://www.njr.or.jp/list/class/2013/00547.html 
  ※詳細については、各都道府県の建築士事務所協会へお問い合わせください。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
>>>>>>>>>>>>    公益社団法人公益社団法人公益社団法人公益社団法人    日本木日本木日本木日本木材保存材保存材保存材保存協会協会協会協会        <<<<<<<<<<<<    
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 
■第■第■第■第 33333333 回木回木回木回木材保存材保存材保存材保存士士士士資格検定資格検定資格検定資格検定講習・講習・講習・講習・試験試験試験試験のご案内のご案内のご案内のご案内    
 日時：平成26年1月30日(木)～31日(金) 
 会場：メルパルク東京（東京都港区芝公園2-5-20） 
 ▼詳細・お申込みはコチラ 
  https://www.web-form1.com/33hozonshi/form.cgi 
 
■第■第■第■第 25252525 回木回木回木回木材保存材保存材保存材保存技術技術技術技術奨励賞候補奨励賞候補奨励賞候補奨励賞候補者の者の者の者の募集募集募集募集についてについてについてについて    
 ▼詳細はコチラ 



  http://www.mokuzaihozon.org/images/news/25gijutsu_koubo.pdf 
 
■第■第■第■第 11111111 回木回木回木回木材保存材保存材保存材保存学術学術学術学術奨励賞候補奨励賞候補奨励賞候補奨励賞候補者の者の者の者の募集募集募集募集についてについてについてについて    
 ▼詳細はコチラ 
  http://www.mokuzaihozon.org/images/news/11gakujutsu_koubo.pdf 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
>>>>>>>>>>>>    公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人    日本住宅・木日本住宅・木日本住宅・木日本住宅・木材材材材技術センター技術センター技術センター技術センター        <<<<<<<<<<<<    
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 
■木造ラーメンの■木造ラーメンの■木造ラーメンの■木造ラーメンの評価方評価方評価方評価方法・構造設計セミナー法・構造設計セミナー法・構造設計セミナー法・構造設計セミナー    
 【東京】日時：平成 26 年 3 月 26 日(水) 10：00-15：00 
     会場：建築会館（港区芝 5-26-20） 
 【大阪】日時：平成 26 年 3 月 28 日(金) 13：00-17：00 
     会場：大阪木材会館（大阪市西区新町 3-6-9） 
 ▼詳細・お申込みはコチラ 
  http://www.howtec.or.jp/joho/kousyuu/25kousyuu/25rahmen.pdf 
    
■木造■木造■木造■木造軸組軸組軸組軸組工法住宅の工法住宅の工法住宅の工法住宅の許容応力許容応力許容応力許容応力度設計セミナーのご案内度設計セミナーのご案内度設計セミナーのご案内度設計セミナーのご案内    
 日時：平成 26 年 3月 18 日(火)～19 日(水) 10：00-17：00 
 会場：日本住宅・木材技術センター 3 階会議室（東京都江東区新砂 3-4-2） 
 ▼詳細・お申込みはコチラ 
  http://www.howtec.or.jp/joho/kousyuu/25kousyuu/25kyoyou2.pdf 
 
■「■「■「■「入門入門入門入門    木造の木造の木造の木造の許容応力許容応力許容応力許容応力度計算」セミナーのご案内度計算」セミナーのご案内度計算」セミナーのご案内度計算」セミナーのご案内    
 日時：平成 26 年 2月 12 日(水)～13 日(木) 10：00-17：00 
 会場：日本住宅・木材技術センター 3 階会議室（東京都江東区新砂 3-4-2）  
 ▼詳細・お申込みはコチラ 
  http://www.howtec.or.jp/joho/kousyuu/25kousyuu/25n-kyoyou2.pdf 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
>>>>>>>>>>>>    一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人    全国全国全国全国管工管工管工管工機材商業機材商業機材商業機材商業連合会連合会連合会連合会    <<<<<<<<<<<<    
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 
■第■第■第■第 30303030 回管工回管工回管工回管工機材機材機材機材・設・設・設・設備総備総備総備総合合合合展展展展    「「「「暮暮暮暮らしとらしとらしとらしと産業産業産業産業をををを    つなつなつなつなぐぐぐぐ」」」」    
（愛（愛（愛（愛知知知知県県県県管工管工管工管工機材商業機材商業機材商業機材商業協協協協同組同組同組同組合合合合））））    
 日時：平成 26 年 10 月 9 日(木)～11 日(土) 10:00～17:00（最終日は 16：00 まで） 
 会場：名古屋市吹上ホール 
 ▼お問い合わせはコチラ 
  http://www.kanzaiten-aichi.net/ 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
>>>>>>>>>>>>    一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人    日本木造住宅日本木造住宅日本木造住宅日本木造住宅産業産業産業産業協会協会協会協会        <<<<<<<<<<<<    
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 
■木■木■木■木優優優優住宅住宅住宅住宅（全保険（全保険（全保険（全保険法人法人法人法人対応）対応）対応）対応）木造住宅木造住宅木造住宅木造住宅検査検査検査検査員講習会員講習会員講習会員講習会    
 【愛知】日時：平成 26 年 1 月 10 日(金) 13：00-17：00 
     会場：名古屋ダイヤビルディング 2号館 245 会議室（名古屋市中村区名駅 3-15-1） 
 【東京】日時：平成 26 年 1 月 17 日(金) 13：00-17：00 
     会場：(一社)日本木造住宅産業協会 6階会議室（港区六本木 1-7-27） 
    
■木造■木造■木造■木造耐火耐火耐火耐火建築物の実例建築物の実例建築物の実例建築物の実例紹介紹介紹介紹介    
 日時：平成 26 年 1月 17 日(金) 10：30～11:30 
 会場：大阪科学技術センター4 階 404号室（大阪市西区靱本町 1-8-4） 
 
■木造■木造■木造■木造軸組軸組軸組軸組工法による工法による工法による工法による耐火耐火耐火耐火建築物設計建築物設計建築物設計建築物設計ママママニュニュニュニュアアアアル講習会ル講習会ル講習会ル講習会    
 日時：平成 26 年 1月 17 日(金) 13：00～16:50 
 会場：大阪科学技術センター4 階 404号室（大阪市西区靱本町 1-8-4） 
 
■木造■木造■木造■木造軸組軸組軸組軸組工法による省工法による省工法による省工法による省令準耐火令準耐火令準耐火令準耐火構造構造構造構造特記仕特記仕特記仕特記仕様様様様書（書（書（書（木住協木住協木住協木住協仕仕仕仕様様様様））））講習会講習会講習会講習会    
 日時：平成 26 年 1月 20 日(月) 13:30～16：30  
 会場：(一社)日本木造住宅産業協会 6 階会議室（港区六本木 1-7-27） 
    
 ▼上記各講習会･セミナーの詳細＆お申込みはコチラ 



  http://www.mokujukyo.or.jp/seminar/ 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
>>>>>>>>>>>>    一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人    全国全国全国全国木木木木材組材組材組材組合連合会合連合会合連合会合連合会    <<<<<<<<<<<<    
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 
■■■■第第第第５５５５回「新たな木回「新たな木回「新たな木回「新たな木材利用材利用材利用材利用」事例発」事例発」事例発」事例発表表表表会会会会    開催のご案内開催のご案内開催のご案内開催のご案内    
    ～こ～こ～こ～こんんんんなところも「木なところも「木なところも「木なところも「木材利用材利用材利用材利用」～」～」～」～    
 日時：平成 26 年 2月 13 日(木) 13:15～17:00  
 会場：木材会館 7 階ホール（江東区新木場 1-18-8） 
 定員：250 名 
 ▼詳細・お申込みはコチラ 
  http://www.zenmoku.jp/ippan/ivent/455/559.html 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
>>>>>>>>>>>>    一般一般一般一般財団財団財団財団法人法人法人法人    建築行建築行建築行建築行政情報政情報政情報政情報センターセンターセンターセンター    <<<<<<<<<<<<    
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 
■■■■「建築「建築「建築「建築確認確認確認確認のための基のための基のための基のための基準総則準総則準総則準総則・・・・集集集集団団団団規定規定規定規定のののの適用適用適用適用事例事例事例事例    2013201320132013年度年度年度年度版版版版」」」」販売販売販売販売のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    
 法令等の改正、利用者等からの質疑に対する回答及びその後の部会での検討結果を踏まえ、 
 適用事例 2009 年度版の改定を行っています。 
  一般価格 4,410 円（税込） 
  情報会員・JCBA会員価格 3,969 円（税込） 
 ▼詳細・お申込みはコチラ 
  http://www2.icba.or.jp/products/detail.php?product_id=293 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
>>>>>>>>>>>>    一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人    日本ツー日本ツー日本ツー日本ツーババババイイイイフォフォフォフォー建築協会ー建築協会ー建築協会ー建築協会        <<<<<<<<<<<<    
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 
■木造■木造■木造■木造耐火耐火耐火耐火構造技術基構造技術基構造技術基構造技術基準準準準講習会講習会講習会講習会のご案内のご案内のご案内のご案内    
【大阪】平成26年 1月16日(木) 13:00～16:45  マイドームおおさか 
【仙台】平成26年 1月24日(金) 13:00～16:45  吉野石膏仙台研修センター 
 ▼詳細・お申込みはコチラ 
  https://www.2x4assoc.or.jp/smwcharge/smwent_plist.php?id=20130014 
 
【東京】平成26年 2月20(木) 13:00～16:45  浜離宮建設プラザ大会議室 
 ▼詳細・お申込みはコチラ 
  https://www.2x4assoc.or.jp/smwcharge/smwent_plist.php?id=20130001 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
>>>>>>>>>>>>    木構造木構造木構造木構造振興振興振興振興    株式株式株式株式会社会社会社会社    <<<<<<<<<<<<    
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 
■■■■「建築実務者のための木「建築実務者のための木「建築実務者のための木「建築実務者のための木材利用材利用材利用材利用セミナー」のご案内セミナー」のご案内セミナー」のご案内セミナー」のご案内    
 公公公公共共共共建築物への木建築物への木建築物への木建築物への木材利用材利用材利用材利用・その基礎知・その基礎知・その基礎知・その基礎知識識識識とととと情報情報情報情報、、、、今後今後今後今後のののの課課課課題題題題    
 日本建築士会連合会 CPD 制度認定セミナー/受講料 無料 
 【京都】平成26年 1月16日(木) 10：00～16：30  京都テルサ 
 【東京】平成26年 1月30日(木) 10：00～16：30  建築会館 
 ▼詳細はセミナー情報サイトをご覧ください 
  http://www.mokuzairiyou.jp 
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
━［［［［    その他その他その他その他    お知らせお知らせお知らせお知らせ    ］］］］━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
    
■■■■第第第第 14141414 回回回回全国全国全国全国中学中学中学中学生生生生「「「「創創創創造もの造もの造もの造ものづづづづくりくりくりくり教教教教育育育育フェアフェアフェアフェア」の」の」の」のお知らせお知らせお知らせお知らせ    
    （主（主（主（主催催催催：全：全：全：全日本中学日本中学日本中学日本中学校校校校技術・技術・技術・技術・家庭科研究家庭科研究家庭科研究家庭科研究会会会会））））    
 日時：平成 26 年 1月 25 日(土) 9:00～17:00 
           26 日(日) 9：00～12:00 
 会場：①新木場タワー（東京都江東区）②中央区立佃中学校（東京都中央区） 
    ③女子栄養大学駒込キャンパス（東京都豊島区） 
 ▼詳細はコチラ 
  http://ajgika.ne.jp/page.php?p=fair_14 
 
 



‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
━［［［［    ★★★★    木活協木活協木活協木活協    ＰＲコーナーＰＲコーナーＰＲコーナーＰＲコーナー    ★★★★］］］］━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
■ 会員会員会員会員募集募集募集募集中中中中！！！！（登録（登録（登録（登録・・・・入入入入会会会会無料）無料）無料）無料） 
 ▼木造建築設計情報「プラット」会員募集中！  
  http://www.kiwoikasu-plat.jp/ 
■    ＤＤＤＤＶＶＶＶＤＤＤＤ／テキ／テキ／テキ／テキストストストスト販売販売販売販売 
 ○木造住宅・木材に関する知識を深めるための【DVD シリーズ】 
 ○「ここまでできる 木造建築のすすめ」（24 年度第３版） 
 ▼詳細お申込につきましては「資料・刊行物」頁をご覧下さい。 
  http://www.kiwoikasu.or.jp/publication/top.php 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
■       一般社団法人 木を活かす建築推進協議会 
■■     〒107-0052 東京都港区赤坂 2-2-19 アドレスビル 5 階 
■■◆   TEL:03-3560-2882  FAX:03-3560-2878 
■■■■ MAIL: info@kiwoikasu.or.jp 
■■■■ HP:http://www.kiwoikasu.or.jp/ 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
 
 ▽配信の申込・停止・メールアドレス等の変更 
  http://www.kiwoikasu.or.jp/form/s01_order.php 


