
一級建築士 ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

応急危険度判定士 古民家鑑定士 

福祉住環境ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 3 級 

特殊建築物等調査資格者 

ﾏﾝｼｮﾝ健康診断技術者 D.I.Y.ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ など 

http://homepage3.nifty.com/ono-kensekkei/ 

♪当日は、 お住まいやまちづくりに関する 

ご相談に応じます。 

不安に思うことや工事トラブルなど、、、 

どんなことでも結構です。 

お気軽にお越しください。 

一緒に考えていきましょう。 

共催：ともに学ぶくらしすまいの会、 

特定非営利活動法人 設計協同フォーラム 

当日は、資料代として 300 円（各回とも） 

第３土曜日の午後です！ 

第 第１ １回 回 １ １０ ０月 月１ １６ ６日 日（ （土 土） ） プ プラ ラザ ザ大 大師 師 和 和室 室 

午 午後 後１ １時 時３ ３０ ０分 分～ ～４ ４時 時ま まで で 

“ “中 中古 古住 住宅 宅（ （ﾏ ﾏﾝ ﾝｼ ｼｮ ｮﾝ ﾝ） ）購 購入 入の の際 際の の注 注意 意点 点 
～ ～あ あな なた たの のお お住 住ま まい いど どの のく くら らい い持 持つ つ～ ～” ” 

第 第２ ２回 回 １ １１ １月 月２ ２０ ０日 日（ （土 土） ） プ プラ ラザ ザ大 大師 師 和 和室 室 

午 午後 後１ １時 時３ ３０ ０分 分～ ～４ ４時 時ま まで で 

“ “欠 欠陥 陥住 住宅 宅っ って てど どん んな な住 住宅 宅の のこ こと と？ ？ 
～ ～我 我が が家 家は は大 大丈 丈夫 夫？ ？学 学び びま まし しょ ょう う住 住ま まい いの のつ つく くら られ れ方 方～ ～” ” 

第 第３ ３回 回 １ １２ ２月 月１ １８ ８日 日（ （土 土） ） プ プラ ラザ ザ大 大師 師 和 和室 室 

午 午後 後１ １時 時３ ３０ ０分 分～ ～４ ４時 時ま まで で 

“ “住 住ま まい いと と環 環境 境と との の関 関係 係か から ら 
～ ～住 住ま まい いと とエ エコ コ、 、ｴ ｴﾈ ﾈﾙ ﾙｷ ｷﾞ ﾞｰ ｰ、 、生 生産 産、 、ﾘ ﾘｻ ｻｲ ｲｸ ｸﾙ ﾙ～ ～” ” 

お話：地元の建築士 小野 誠一（一級建築士事務所 小野建築設計室） 

暮 暮ら らし し 住 住ま まい い 連 連続 続学 学習 習座 座談 談会 会 

プラザ大師 

大師駅前 1-1-5 川崎大師ﾊﾟｰｸﾎｰﾑｽﾞ２階 

京急川崎大師駅 徒歩２分(T:044-266-3550) 

ともに学ぶくらしすまいの会 とは 

http://tomonimanabu-ks-kai.seesaa.net/ 

2009 年活動を開始。住まいづくりを検討される方へ、トラブルや失敗 

のないように、情報整理をしつつ、関心を持っていただける活動をと、 

神奈川県内の建築技術者有志にて一般の方々向けのセミナー、講演など 

を行っている非営利グループです。 

NPO 設計協同フォーラム とは 

http://www.interq.or.jp/japan/sekkei-f/ 

住む人の生活感や価値観を大切にし、暮らしやすく健康で安全な住まい 

づくりができるように、知識や技術を高め合える組織を１９９４年に設 

立しました。１１名の一級建築士と１名のマンション管理士で構成され 

た非営利グループです。 

【お問い合わせ】ともに学ぶくらしすまいの会事務局 

（小野建築設計室・小野）電話：044-270-5669 E-mail：ZAN02271@nifty.com 

当日連絡先：小野携帯 080-5502-0849 

♪プラザ大師にて
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