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令和 3年 1月 8日  

女性委員会 

 

●事業概要 

1． 背景 

女性委員会では、70周年記念事業と委員会設立 40周年を見据え、これから取り組むテーマとし

て、「ポストコロナの地域のくらしと建築の可能性を探る」を挙げた。兵庫の魅力ある地域に注目

し、そこにくらす人や組織を訪ね、地域のポテンシャルとなる建築の在り方や可能性を、対話を重

ねることによって探索してゆきたいと考えている。 

 

2.令和 3年度事業「出石で見つけました！ひと・まち・くらし」概要 

当委員会担当西尾理事のコーディネートにより、移住したい町として全国的に注目される豊岡市で、

重要伝統的建造物群保存地区を持つ出石に焦点を当て、現地で独自の活動をされている 3つの事例を

取り上げた。出石の伝統的な街並みの修景と建築の修理に尽力されている豊岡支部の建築士、出石城

主ゆかりの寺 宗鏡寺（沢庵寺）にて「大改修 命の循環」に取り組むご住職、大阪から移住し古民

家を改修して中華料理店「しゃんらん」を営むご夫婦にそれぞれ講師を依頼した。 

事前に委員会より選抜メンバーが出石に赴き、豊岡支部のご協力を頂いて出石の街あるきを行い、講

師のそれぞれの活動拠点を取材した。それらを 3つのセッションとしてまとめ、「オンラインの見学

＆交流会」として開催した。 

見学交流会当日は、3セッションそれぞれの事前取材による録画ビデオと現地講師を繋いだライブト

ークと参加者による質疑応答を取り混ぜて開催した。 

内容はアーカイブとして活用するため録画・編集を行い、公開し、兵庫県建築士会ホームページにリ

ンクする。 
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3.行程 

2021年  

〇7月 企画立案 

〇10月 出石現地取材 

〇11月 委員会を 3チーム構成とし各セッション追加取材、動画編集、広報、参加者募集  

〇12月 7日 オンライン見学交流会開催 

 

4.体制 

〇講師：宗鏡寺住職 小原游堂氏、しゃんらん店主 西田幸弘氏、紫乃氏 

豊岡支部 福田副支部長・林副支部長 

〇協力：豊岡支部  

〇助成：東西アスファルト事業協同組合  

〇主催：女性委員会 

・現地コーディネート：西尾理事 

・全体統括：有賀・杉本  

・SNSサイト、案内製作：山本（和） 

・現地取材：有國・尾ノ井・高嶋・森澤 

・セッション 1（出石の街並み）：網本・高嶋・森澤・山本（和） 

・セッション 2（しゃんらん）：有賀・有國・東影 

・セッション 3（宗鏡寺）：尾ノ井、杉本・八木 

〇事務局 田中 

 

4.広報・集客手法 

Web、特に SNSの活用を試行した。本事業専用フェイスブックページを立ち上げ、建築士会ホームペ

ージ、会員用メールニュース案内、また、つどいのお知らせ覧にも掲載した。 

結果として、申し込みは 25名、そのうち、当日、Webシステムのトラブルにより実際に参加できたの

は 20名。アンケートによると参加者の殆どが関係者からの直接的な案内によるもので SNSの効果は

薄かったように思う。今後は発信力の強化が課題である。 

 

5.参加費 WEBを活用した初めての事業のため、参加費は無料とした。 

 

6.アーカイブ 

・報告書面は、従来より女性委員会にて運営する「兵庫県建築士会女性委員会アーカイブ」に掲載。 

・録画ビデオは、今回、女性委員会にて Youtubeチャンネルを開設し、限定公開でアップロードし、兵

庫県建築士会 HPとリンクする 活用方法は今後の検討課題とする。 
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7.オンラインのシステムのトラブル 

見学交流会当日は、建築士会本部の Zoom Meetingを使い、事前登録制を採用したが、多くの参加者

と講師が Zoomに入れない、というトラブルが起こった。事業後、原因究明に努めたが、トラブルの

原因は不明である。今後は Zoom Meetingの事前登録制は避け、対外的なセミナーの場合は Zoomウ

エビナーを利用することが有効と考える。同時にオンライン事業のノウハウの充実が急務である。 

 

8.WEB見学・交流会当日の内容  別紙報告書参照 

 

9.活動の成果 

 ・従来の見学研修では建築士としての実務的な目線から、モノに注目しがちである。今回、出石とい

う地域に注目し、彩豊かな講師の生きざまや活動を取材し配信し、交流することを通し、建築や街

を、歴史的、政治的、経済的社会的、文化的な側面から，多面的に捉え、発信することができた。あ

らためて建築の可能性を模索してゆくうえで大きな一歩となった。 

・豊岡支部をはじめ、様々な方の協力を得ることができ、委員会の枠を超えた活動によりネットワーク

を広げることができた。 

・ポストコロナの事業手法として不可欠なオンライン活用の試行を通し、様々な課題が明確となった。 

・委員が動画編集やオンラインセミナー運営を模索・実践することでスキルアップに繋がった。 

 

10.今後の課題 

・次年度へ向け、今回の成果と課題をふまえた事業企画 

・事業のノウハウ集積とシステムの構築 
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●事業当日報告 

＜概要＞ 

・開催日時：令和 3年 12月 7日 19時～21時 

・開催手法：建築士会 Zoom Meetingによるオンライン見学・交流会 

・申込方法：Zoomによる事前登録 

・参加人数：２４名（内、女性委員会メンバー10名） 

・CPD2単位 

 

女性委員会の姫路支部メンバーが現地取材を行った後、3班に分かれてセッション内容を作成した。詳

細は各セッション報告を参照 

街並み班：現地取材した写真や動画を録画して、録画に合わせて、リアルに解説をする方法を取った。

本番では、豊岡支部の副支部長福田氏・林氏にも ZOOMに加わって頂いて、より深い解説をした。 

しゃんらん班：前もってしゃんらん店主西田夫妻に ZOOMインタビューをした会話と現地取材した写

真・動画とを組み合わせて、録画を作り込んだ。本番では、録画の前に移住についての説明を加え、

録画後に質疑応答を加える方法を取った。 

宗鏡寺班：前半は宗鏡寺住職の小原遊堂氏に ZOOMで説明をして頂いた後、現地取材した写真・動画を

録画して、録画に合わせてリアルに解説をした後、質疑応答をする方法を取った。 

休憩時間に東西アスファルト事業協同組合様から提供された PR資料を配信した。 

それぞれが違う手法で、作り上げたが、どの方法も、時間通りの進行ができた。 

本番開始前、事前に参加者に送った ZOOMの IDでは、入室できず、ゲスト参加の予定者が、豊岡支部 

副支部長の林氏を除いた全員が参加できなかった。そのため、予定通りの完全な仕上がりにはならなか

ったが、空白になることなく対応できたことは、素晴らしかった。 

 

＜アンケート結果＞ 

24名中、8名の回答 

１．セミナー内容について ・役に立った 42％  ・興味を持てた 57％ 

２．WEB開催につて ・見学は現地訪問の方が良い 28％ ・講演セミナーは WEB 71% 

３．セミナー参加費 ・500円程度 57%   ・1000円程度 28%  ・無料 14% 

４．開催日時について ・平日夜 71%  ・平日午後 14& ・土曜夜 14% 

 全体構成として、動画よりリアルでの話を

多くした方が良い。 事前登録制についての

問題点という意見の他、事前取材に時間をか

けていて感心した、という嬉しい言葉も頂け

た。ご協力いただいた皆様方、本当にありが

とうございました。（東影みどり） 
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●セッション報告 

［１］出石町の街並み案内 編 

概  要 

「出石町取材で発見！観光とはひと味違う地元目線での建物案内」 

豊岡支部の福田さまと林さまを迎え、地元目線での建物案内と、実際に取材してきた内容を動画と写真を

交えて、紹介。 

ゲスト 兵庫県建築士会 豊岡支部 福田晴彦、林勉  （敬称略） 

士会メンバー      

現地取材：森澤理恵子・高嶋陽子・尾ノ井有佳子・有國智都子 

街並みチーム：網本伸子、高嶋陽子、森澤理恵子、山本和代 

録画編集、ppt作成：山本和代 

 

月日 活動内容 参加人数 

10/11 出石現地取材 4 名 

11/10 街並みチーム打合せ＠ZOOM 4 名 

11/17 街並みチーム打合せ＠ZOOM 4 名 

11/21 街並みチーム打合せ＠ZOOM 4 名 

11/23 街並みチーム＋豊岡支部メンバー合同打合せ＠ZOOM 6 名 

11/27 女性委員会全体の練習 10 名 

12/1 街並みチーム＋豊岡支部メンバー合同打合せ＠ZOOM 6 名 

12/4 女性委員会全体の練習 10 名 

12/7 本番当日 10 名 

●紹介内容 

1. 辰鼓楼 

2. 永楽館 

3. 出石町の街並み 

4. 楽々鶴（ささづる／出石酒造） 

5. 修理修景の紹介 

●活動報告 

・現地取材に基づいて、パワーポイント（以下 ppt）構成案を作成。 

・写真選定は、現地調査参加の森澤と、資料を調べた網本が担当。マップ制作等は高嶋。動画編集と ppt 作成は山本が

行った。 

・内容は、ガイドブックには載っていない、普段見ることができない個所や説明内容を中心に、地元の方に案内しても

らっている臨場感を出せるよう工夫した。 

・動画については、30 分という限られた時間の中で、現地のドキドキ感を伝えられる 2動画（各 1 分程度）に絞っ

た。1 つは辰鼓楼内部の入り口から中略して最上階に上り街並み鳥瞰する部分。もう一つは永楽館の演者目線で奈落

から花道下の通路を抜けて、花道から舞台までの部分とした。また動画編集が不慣れなため、その負担を軽減する

ということもあった。 

・出石町の街並みと修景修理の事例紹介は、豊岡支部メンバーに ZOOM でヒアリングしながら、説明個所を吟味し、よ

り分かりやすく、かつ参加者に勉強になる内容を厳選した。豊岡支部メンバーから写真や資料を提供いただき、ppt

を修正、よりブラッシュアップされていった。 
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・持ち時間が大変少ないことがわかり、途中で（質疑を除いて）20 分から 30 分に多くしてもらえるよう、全体を調整

していただいたのはとてもよかった。 

・豊岡支部メンバーの福田さまと林さまには、より充実した内容になるよう、女性委員会メンバーの要望をくみ取り、

それに合わせた写真や資料を提供していただいた。中でも、修理修景の説明は、2 両名自身担当の物件を紹介し、外

からではわからない修理修景の背景やプロセスの説明は、大変興味深く勉強になった。永楽館の写真についても、

現在の写真だけでなく、以前の修理前の写真を提供していただき、より紹介に深みが出た。 

・本番当日 ZOOM トラブルで、福田さまが不参加になってしまったが、林さまが福田さまの説明内容も急遽対応してい

ただいた。 

・初めてのオンライン開催準備に何度も打合せを重ねたが、より効率的な進め方ができるように改善していきたい。 

（山本和代） 

スライド 1 ページ     オンラインの様子 

スライド 2 ページ／出石町 map【出典：NPO 法人但馬國出石観光協会 株式会社出石まちづくり公社】 
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［２］中華料理店「しゃんらん」編 

概  要 
大阪の繁盛店、中華料理「しゃんらん」が出石に移住した、いきさつや感想や未来について、インタビューしてき

ました。。 

ゲスト しゃんらん 店主：西田幸弘様  奥様：西田紫乃様 

士会メンバ

ー      

現地取材：森澤理恵子・高嶋陽子・尾ノ井有佳子・有國智都子 

インタビュー：西尾高雄（担当理事）・有國智都子・東影みどり 

録画編集：有賀芳子  

 

活動一覧 

月日 

 

活動内容 参加人数 

10/11  出石現地取材 ４名 

10/26  ゲストしゃんらん店主西田夫妻のインタビュー ZOOM にて開催 ６名 

11/27  女性委員会全体の練習 １０名 

12/4  女性委員会全体の練習 １０名 

12/7  本番当日 ２４名 

 

活動報告 

 

現地取材に基づいて、しゃんらん店主西田夫妻にインタビューを実施。気さくでよく話してくれる奥様で、会話

が弾んで、2 時間半のインタビューになった。編集はひとりに任せる事になるので、2 時間半のものを 20 分にま

とめる作業を、編集者が一人で担う事になってしまった。途切れない話を途中でカットするのは苦労があるの

で、インタビューは間を取ってすることが大切だと気付いた。一度編集すると時間枠が読めるので、ネット開催

では録画は不可欠という事もわかった。 

練習では、最初の解説から録画を流す時に、時間が掛かってしまったが、本番は、間を開けることなく上手く録

画の開始ができたので、何回かの練習は必要である。 

当日のトラブルで、しゃんらん西田夫妻の ZOOM 参加が不可能になったが、西尾担当理事の機転で、スマホを通

して画面に登場してくださったことは、大成功と評価できる。録画の最後、グツグツとお鍋が煮える様子は、

ZOOM 参加者に美味しいリアル感を伝えられた。 

参加者から質疑応答がでなかったので、今後、質疑応答を如何にして引き出せるように導くかが課題だと思う。 

                                    （東影みどり） 
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［3］宗鏡寺編 

概  要 
出石城主ゆかりの寺宗鏡寺に、大徳寺より派遣された熊本出身の住職小原遊堂氏が取り組む 境内の再建を

巡る「命の循環プロジェクト」の紹介とライブによる質疑応答 

ゲスト 宗鏡寺住職 小原遊堂氏 

士会メンバ

ー      

現地取材：森澤理恵子・高嶋陽子・尾ノ井有佳子・有國智都子 

インタビュー：西尾高雄（担当理事）・尾ノ井有佳子・杉本雅子・八木景子 

録画編集：杉本雅子 

 

活動内容 

10 月 11 日  出石取材 4 名 

11 月 14 日  宗鏡寺住職小原氏にオンライン取材 6 名、以降チーム MT 

  全体リハーサル（11/27,12/4）、事業当日 12/7 

（１）プロセス 

宗鏡寺に取材に伺い、境内の背後の山林を登り、材木の保管倉庫や改修現場を拝見し、

庫裏で住職の奥様にお話しを伺った。後日、小原住職に Zoom で取材・録画し、それ

を、①宗鏡寺と「命の循環プロジェクト」の説明 ②一問一答 の 2 部構成のビデオに

まとめた。 

（２）セッション３「宗鏡寺住職小原遊堂氏」編 概要  計 30 分 

①宗鏡寺と「命の循環プロジェクト」について（10 分） 

（ライブ講演予定であったが Zoom トラブルでご住職が入室できず、事前録画 VTR を紹介） 

小原住職は京都の大徳寺で修行をされ、沢庵和尚ゆかりの宗鏡寺に住職となられた。「命の循環プロジェクト」とは解

体→建て替え→植林→育林→伐採→製材→技術継承というひとつのサイクルを「命の循環」として次世代に繋いでいく

ものである。住職が出石に来られた時は境内はボロボロで、どこから手をつけたらいいのかわからないほどであった。

まず庫裡から建替えをされ、「命の循環プロジェクト」の構想を基本とし、災害等があれば避難所として庫裡が使える

ように「おくどさん」「五右衛門風呂」「井戸」を残して庫裡を建替えた。そして今、約 400 年前に建てられた本堂と開

山堂を繋ぐ渡り廊下の改修を行っている。山の木を新月伐採し、製材したものを物々交換するなどして木材を調達し、

伝統建築の復元や文化財修理等を手掛けられる高名な宮大工の協力を得るなど、境内の改修と保全を通じて技術継承を

行っている。プロジェクトに際し、初めは境内をバリアフリーにするなどの構想も持たれたが、「お寺に段差があるの

は餓鬼が上がってこないように」等、建築に込められた様々な意味を見直す機会を持たれた。その意味を確認されなが

ら本堂の建築も進む予定である。 

②一問一答より（事前取材で委員からの質問に答えて頂いたものを抜粋）（10 分） 

住職は、もったいないことをしない、目の前にあるものを無視しない、ほっとかないことを心がけている。「目の前の

山に木があるのにわざわざ外国の木を買わない」や「一緒に修行しているものを見て見ぬふりをしないこと」等。教え

は私達、建築業界にもあてはまることである。ワークショップ形式で十日会や座禅会等、独自の試みで地域との関係づ

くりをされている。建築の理想を追及する宗鏡寺のプロジェクトに参加されてみては如何でしょうか。 

③質疑応答 （10 分） 

西尾理事の電話を介して、参加者からの質問に答えて頂いた。           （尾ノ井有佳子・杉本雅子）                            
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出石町で見つけました！

ひと・まち・くらし

●日時/12月7日（火）
　　19：00～21：00
　　18：45より受付
●方法 /ZOOMミーティング
●人数 /40名

＼＼男性のご参加もお待
ちしています！／／

●沢庵和尚ゆかりの寺
/宗鏡寺で「大改修
　命の循環」に取り
組む住職

●下記、事前登録よりお申込ください。
リンクをクリックかqrコードをスキャン！

●主催：公益社団法人兵庫県建築士会 
　　　女性委員会

●問合せ：士会事務局078-327-0885
　　　　　平日9:00～17:00
※事務局にお電話いただきましたら、後
ほど担当者からご連絡します。

女性委員会HP
・zoom操作はご自身でご確認お願いします。
・申込ページには、「後日動画公開の承諾のお願い」の欄
があります。

ま
た
は

https://zoom.us/meeting/r
egister/tJEvcuCtqDwoGdx
ri55e--uaiw97BUxhQezc

小原遊堂さま
●出石に移住した大阪
で行列の絶えない中
華料理店「しゃんら
ん」オーナー

●豊岡支部のみなさまに
よる街並案内

事前取材のVTRと、
ゲストのトークを交え
ての初の試みです！

西田幸弘さま
西田紫乃さま
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