
講　　師

開 催 日 定   員 会   場 所 在 地

④水平力に対する許容応力度計算（後半）
⑤木材および木質材料の強度性能・信頼性工学
⑥鉛直荷重に対する部材断面の設計
⑦地域産材の横架材利用（スパン表）

交通アクセス

令和元年１０月３０日(水)令和元年１０月３０日(水)令和元年１０月３０日(水)令和元年１０月３０日(水)
　　　　 及び１１月７日(木)　　　　 及び１１月７日(木)　　　　 及び１１月７日(木)　　　　 及び１１月７日(木)

●●●●

時　　間 内　　容

10/30
(水)

10:00
～

17:00

①許容応力度計算の概要
②荷重と外力の算定
③地盤と基礎の計算
④水平力に対する許容応力度計算（前半）

11/7
(木)

10:00
～

17:00

構造寺子屋（構造設計実務者養成講座）【木造編】構造寺子屋（構造設計実務者養成講座）【木造編】構造寺子屋（構造設計実務者養成講座）【木造編】構造寺子屋（構造設計実務者養成講座）【木造編】
―木造軸組工法の許容応力度計算――木造軸組工法の許容応力度計算――木造軸組工法の許容応力度計算――木造軸組工法の許容応力度計算―

建築CPD情報提供制度　認定プログラム

●●●● 趣趣趣趣 旨旨旨旨

●●●●

　木造住宅については、壁量計算だけでは設計の自由度にどうしても制限があり、建築主などからのニーズに十
分に応え切れてはいないのではないでしょうか。そこで必要になるのが木造の許容応力度計算です。
　本講座では、必ずしも構造の専門家ではない人でも理解し修得していただくことを目的として、木造軸組工法の
許容応力度計算をわかりやすく解説し、演習にも取り組んでいただきます。

　建築技術支援センターは、県内の建築構造等に係る関係機関及び団体の協力をいただき、建築技術力の向上
を図ることを目的に、各種講習会、講演会を開催することとしています。

●●●● 主主主主 催催催催

●●●● 後後後後 援援援援

12 単 位 （予定）ＣＰＤ制度ＣＰＤ制度ＣＰＤ制度ＣＰＤ制度

・愛知県
・(公社)愛知建築士会
・(公社)愛知県建築士事務所協会
・(公社)日本建築家協会東海支部愛知地域会
・(一社)日本建築構造技術者協会中部支部

(一財)愛知県建築住宅センター

(予定)(予定)(予定)(予定)

申込・問合せ先申込・問合せ先申込・問合せ先申込・問合せ先 建築技術支援センター建築技術支援センター建築技術支援センター建築技術支援センター
名古屋市中区栄四丁目３番２６号　昭和ビル1Ｆ

 TEL : (052)746-9111　FAX : (052)264-4068 　Mail : aichishien@abhc-mail.jp

日時・場所日時・場所日時・場所日時・場所

使使使使 用用用用 テテテテ キキキキ スススス トトトト

申申申申 込込込込 方方方方 法法法法

受受受受 講講講講 料料料料

●●●●

●●●● 申込みは、裏面の『参加申込書』①⇒②⇒③⇒④⇒⑤の手順となります。
申込みは、(令和元年１０月１８日)までにＦＡＸ(令和元年１０月１８日)までにＦＡＸ(令和元年１０月１８日)までにＦＡＸ(令和元年１０月１８日)までにＦＡＸにより申込んで下さい。
なお、この用紙および『参加申込書』は、下記ホームページ内からプリントアウトできます。

●●●●

●●●● 「演習で学ぶ　入門　木造の許容応力度計算　ワークブック　 (2018年版)　」
                                          ／（公財）日本住宅・木材技術センター
　この書籍は、一般の書店では販売していません。

２４名
(一財)愛知県建築
    住宅センター
　　第２会議室

名古屋市中区栄4-3-26
　昭和ビル１Ｆ

地下鉄『栄』駅下車
　　　　　　徒歩5分

時時時時 間間間間 割割割割●●●● ※受付　9:30～

 http://www.abhc.jp/shien/index.html参加申込書 入手 URL ：　参加申込書 入手 URL ：　参加申込書 入手 URL ：　参加申込書 入手 URL ：　

（名古屋大学名誉教授・
　　　　都市の木質化プロジェクト代表）
　　　　　　　　　　　　　　　佐々木康寿 名誉教授
（名古屋大学大学院生命農学研究科）
　　　　　　　　　　　　　　　山崎真理子 准教授
（岐阜県立森林文化アカデミー）
　　　　　　　　　　　　　　　小原勝彦 准教授

１３，０００円（９，０００円）１３，０００円（９，０００円）１３，０００円（９，０００円）１３，０００円（９，０００円）
 

（　）内は、上記テキストを持参される場合です。（　）内は、上記テキストを持参される場合です。（　）内は、上記テキストを持参される場合です。（　）内は、上記テキストを持参される場合です。



登録都道府県名 （○で囲む）
2級・木造

（ ）

MAIL

TEL FAX

令和元年10月30日(水)
　　　　　及び11月7日(木)

昭和ビル１Ｆ(第２会議室） 名古屋市中区栄4-3-26
地下鉄『栄』駅下車
　　　　　　徒歩5分

フリガナ

構造寺子屋【木造編】構造寺子屋【木造編】構造寺子屋【木造編】構造寺子屋【木造編】

申　込　日 令和　　　年　　　月　　　日

開催日時 会場 所在地 交通アクセス

講習会の内容に関連
する実務経験年数

講習会の内容に関連する保有資格
年

申込者氏名
（受講者氏名） 建築CPD情報提供制度

利用の有無(○で囲む)： 有 / 無

建築士番号：

普通預金　口座番号　００３５０９２普通預金　口座番号　００３５０９２普通預金　口座番号　００３５０９２普通預金　口座番号　００３５０９２

フリガナ

所 属 先

フリガナ

所属先住所

②仮受付　②仮受付　②仮受付　②仮受付　受付番号を記載したこの用紙をFAX送信します。受付番号を記載したこの用紙をFAX送信します。受付番号を記載したこの用紙をFAX送信します。受付番号を記載したこの用紙をFAX送信します。

※支援センター記入欄 仮受付日 受付番号受付番号受付番号受付番号令和　　　年　　　月　　　日

 CPD番号：

CPD番号(又は、建築士番号)

③支 払　③支 払　③支 払　③支 払　仮受付日から7日以内に、下記口座に所定の額を振込んで下さい。仮受付日から7日以内に、下記口座に所定の額を振込んで下さい。仮受付日から7日以内に、下記口座に所定の額を振込んで下さい。仮受付日から7日以内に、下記口座に所定の額を振込んで下さい。

利用  有  の場合は下記を記入利用  有  の場合は下記を記入利用  有  の場合は下記を記入利用  有  の場合は下記を記入

2級･木造建築士の場合

送付先 FAX：052-264-4068 送付先 FAX：052-264-4068 送付先 FAX：052-264-4068 送付先 FAX：052-264-4068 参　加　申　込　書参　加　申　込　書参　加　申　込　書参　加　申　込　書 （ 兼　通　知　書 ）（ 兼　通　知　書 ）（ 兼　通　知　書 ）（ 兼　通　知　書 ）

●テキスト：　　　要　　・　不要　　　　　　　　●テキスト：　　　要　　・　不要　　　　　　　　●テキスト：　　　要　　・　不要　　　　　　　　●テキスト：　　　要　　・　不要　　　　　　　　※　テキスト代は４，０００円です。

連 絡 先

●当日欠席された場合、講習会最終日より ２週間以内までに、通知書(受講票)を持参の上 支援センターに来所された場合に
　限りテキストを受け取ることが出来ます。<場所：(一財)愛知県建築住宅センター内 建築技術支援センター TEL:052-746-9111>

　( 振込手数料は受講者にて負担して下さい )　( 振込手数料は受講者にて負担して下さい )　( 振込手数料は受講者にて負担して下さい )　( 振込手数料は受講者にて負担して下さい )

振振振振 込込込込 人人人人 欄欄欄欄 『受付番号-受講者氏名』 を 入力してください。『受付番号-受講者氏名』 を 入力してください。『受付番号-受講者氏名』 を 入力してください。『受付番号-受講者氏名』 を 入力してください。

　　       この用紙をFAXにて返送します。　　       この用紙をFAXにて返送します。　　       この用紙をFAXにて返送します。　　       この用紙をFAXにて返送します。

⑤受 講 ⑤受 講 ⑤受 講 ⑤受 講 当日は、受領印があるこの用紙（「受講票」とします。）を持参して下さい。当日は、受領印があるこの用紙（「受講票」とします。）を持参して下さい。当日は、受領印があるこの用紙（「受講票」とします。）を持参して下さい。当日は、受領印があるこの用紙（「受講票」とします。）を持参して下さい。
●当日の持ち物： ・受領印がある『通知書(受講票)』(この用紙)     ・筆記用具、関数電卓関数電卓関数電卓関数電卓等

④受 付 ④受 付 ④受 付 ④受 付 振込みを確認の後、受領印を押した振込みを確認の後、受領印を押した振込みを確認の後、受領印を押した振込みを確認の後、受領印を押した

※ 支援センター
記入欄

受領印

振振振振 込込込込 先先先先 口口口口 座座座座 三菱東京ＵＦＪ銀行　栄町支店三菱東京ＵＦＪ銀行　栄町支店三菱東京ＵＦＪ銀行　栄町支店三菱東京ＵＦＪ銀行　栄町支店

口口口口 座座座座 名名名名 義義義義 一般財団法人愛知県建築住宅センター一般財団法人愛知県建築住宅センター一般財団法人愛知県建築住宅センター一般財団法人愛知県建築住宅センター

①申込み　①申込み　①申込み　①申込み　太線枠内に記入しFAXして下さい。太線枠内に記入しFAXして下さい。太線枠内に記入しFAXして下さい。太線枠内に記入しFAXして下さい。

●受講料は、振込による前納制受講料は、振込による前納制受講料は、振込による前納制受講料は、振込による前納制となります。
●仮受付日から7日以内に、お振込みができない場合は必ず事前に事務局へ連絡して下さい。仮受付日から7日以内に、お振込みができない場合は必ず事前に事務局へ連絡して下さい。仮受付日から7日以内に、お振込みができない場合は必ず事前に事務局へ連絡して下さい。仮受付日から7日以内に、お振込みができない場合は必ず事前に事務局へ連絡して下さい。
●複数人の受講料をまとめて支払う場合は事前に事務局へ連絡して下さい。連絡がない場合、受講者の特定ができなくなる
　ため受講票を送れないことがあります。
●一旦振込まれた受講料は、原則として返金致しません。(満員によりお断りした場合を除く)
●領収書は金融機関の振込金受領書をもって代えることとします。


