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鹿児島県建築設計監理事業協同組合
099-298-1835

©鹿児島県ぐりぶー【お問い合わせ】

（公財）鹿児島県住宅・建設総合センター
TEL:099-224-4599
鹿児島県土木部建築課住宅政策室
TEL:099-286-3738
住まいと建築展
※印刷：濱島印刷株式会社　TEL.099-268-6191 FAX.099-267-5995

２０１９ かごしま

住まいと
建築展

入場料・参加料

無 料

家族で体験してみよう
○匠の技に挑戦
　土 大工さん、左官屋さん、畳屋さん
　日 ふすま屋さん、タイル屋さん、畳屋さん

○作って飾って体験教室
　・子ども工作教室　金土日
　・トールペイント教室　土日
　・ガーデニング教室　土日

○はたらく車  土日
　・高所作業車からの景色を体験してみよう！

○「棟上げ」を行います《12：00頃》
　・土建築展主催　・日木材まつり主催
　 ※天候により中止になる場合がございます。

○こどものけんちくがっこう
　・レゴでつくる、わたしのおうち 金土日

10/18金.19土.20日
会場:かごしま県民交流センター

第30回記念イベント
○和の住まい推進リレーシンポジウム
　19日土　13：30～16：30
　「和の住まい」を見直してみませんか？

○かごしま空き家活用コンテスト
　20日日　13：00～16：00
　空き家活用のアイデア大集合！
　公開プレゼンテーション開催！

展示・情報提供コーナー
●住まいの相談コーナー  土日
　専門スタッフ（裏面一覧）が対応します。

●新技術、新建材、住宅新築・リフォームに
　関する展示会　金土日

第20回 かごしま木材まつり
19日土・20日日
JIA建築展2019
鹿児島県で活躍する建築家たちの作品展
18日金・19日土・20日日

ぐりぶーとさくらも
あそびにくるよ！

鹿児島市山下町 14 番 50 号　TEL099-221-6600

土日

先着
プレゼント

小学生以下のお子さんに
風船プレゼント
アンケートに協力して頂くと
花の苗などプレゼント

屋外・ホール

先着順！

先着順！

屋　外

6階ギャラリー

10：00～17：00（最終日16：00まで）

©鹿児島県ぐりぶー

同
時
開
催
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県立
図書館

鹿児島医療
センター

合同庁舎
裁判所

市役所

黎明館

長田中

名山小
かごしま県民
交流センター

水族館口電停

徒歩4分

市役所前電停

※ご来場の際はできるだけ公共交通機関をご利用ください。
　なお、会場の駐車場は２時間まで無料（要スタンプ）です。

                 〒890-0073 鹿児島市宇宿2-1-13      

            TEL（099）-257-8812                          

        http://www.koagas-n.co.jp  

総合エネルギー企業 



知って得する住まいの知恵袋

住まいの相談コーナー 会場：2階大ホール・屋外出展団体・出展内容

㈱建築工房匠

長期優良住宅 耐震等級3 ZEH基準の断熱性能で

災害に強い家

㈱七呂建設

構造や設備がわかる模型展示や、家事時間1/2
の間取り、ZEH標準仕様の家など家づくりの相
談が可能です。

住宅金融支援機構 九州支店

フラット35子育て支援型等と地方公共団体の住

宅関連補助制度のご紹介

九州電力㈱

オール電化で家計を見直してみませんか？オー
ル電化のご提案、光熱費試算受付中！

鹿児島県防水工事業協同組合

大切な建物を守る防水の様々な工法についてご紹

介いたします。是非お立ち寄り下さい。

鹿児島県しろあり事業協同組合

家の大敵シロアリの巣展示。環境にやさしいシ

ロアリ防除法の紹介

鹿児島県ビルリフォーム協同組合

建物の長寿化を図り、さらにエネルギーコスト削

減にも寄与する工法や商品の紹介

（公財）鹿児島県住宅・建築総合センター

検査・判定等、住宅関連制度の紹介　パネルの

展示

鹿児島県住宅リフォーム推進協議会

住宅リフォーム相談会の開催。木造住宅事例等

のパネル展示。

鹿児島県木造住宅推進協議会

木造応急仮設住宅軸組展示

NPO法人鹿児島県マンション
管理組合連合会

「大規模修繕　どこまでやるの　いつやるの」

～管理組合の大仕事　大規模修繕工事～

さくら電機産業㈱

あなたへのあかり
子ども向け体験コーナーを準備しています。

鹿児島県建築設計監理事業協同組合

ICT機器活用による建築設計監理業務の紹介と、

耐震材料・防災グッズの展示。

南国殖産㈱

スマートハウス街づくりの紹介。バーチャルリアリ
ティ、AIスピーカー、光BOX+体験コーナー設置。

日本ガス㈱

県民の暮らしに関わる様々なサービスの紹介お

よび最新の生活商材の紹介

㈱コーアガス日本

省エネ・防災をテーマに、実務体験できるHEMS
や展示パネル、動画を利用した燃料電池、蓄電
池等の紹介。

（一社）リノベーション協議会

リノベーションで暮らしがどう変化するか？実
際のリノベーション事例を展示し、ご相談承り
ます。

㈱江藤建設工業

住まいと地盤について

三菱日立ホームエレベーター㈱

家の中を自由に行き交う、自然に集う。笑顔の毎
日が育まれる。暮らしの真ん中にホームエレ
ベーターを。

鹿児島県住居支援協議会

住宅確保要配慮者向けの居住支援相談会を開
催、鹿児島県居住支援協議会のPRパネル展示。

（一社）全国古民家再生協会鹿児島第一支部

住まい手一人ひとりが「住」について学びを深
め、住み良い暮らしについて考えてみる。

リスロン㈱

住まいを長持ちさせる為の洗浄剤、撥水コート
剤等、日常生活に必要な特殊洗浄剤を多く取り
扱っております。

■ 主催

■ 共催
■ 後援

　 賛助

鹿児島県ゆとりある住まいと街づくり推進協議会（正会員・特別会員）
鹿児島県、鹿児島市、鹿児島県住宅供給公社、（一社）鹿児島県建設業協会、（公社）鹿児島県建築士会、（一社）鹿児島県建築士事務所
協会、（一社）鹿児島県建築協会、（一社）鹿児島県電設協会、鹿児島県空調衛生工事業協会、（一社）鹿児島県林材協会連合会、（公財）
鹿児島県住宅・建築総合センター、（一社）日本建築学会九州支部鹿児島支所、鹿児島県経済農業協同組合連合会、日本住宅パネル
工業協同組合西日本支所鹿児島営業所、鹿児島大学学術研究院理工学域工学系、住宅金融支援機構九州支店、鹿児島県建築・住宅
行政連絡協議会
南日本新聞社、鹿児島県
国土交通省、鹿児島県教育委員会、（一財）高齢者住宅財団、（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター、（一財）建築環境・省エ
ネルギー機構、NHK鹿児島放送局、MBC、KTS、KKB、KYT、鹿児島県建設産業団体連合会、㈱鹿児島建設新聞
鹿児島県ゆとりある住まいと街づくり推進協議会（賛助会員）日本ガス㈱、南国殖産㈱、（一社）鹿児島県エルピーガス協会、（一社）
鹿児島県造園建設業協会、鹿児島県生コンクリート工業組合、鹿児島県建築工友会、鹿児島県タイル工業協同組合、鹿児島県表具内
装組合連合会、鹿児島県左官業協同組合、鹿児島県しろあり事業協同組合、鹿児島県防水工事業協同組合、（一社）全国建設室内工事
業協会鹿児島支部、（公財）鹿児島県環境保全協会、鹿児島県畳工業組合、㈱ナカムラ、日研高圧平和キドウ㈱、鹿児島県プレカット
協議会、㈱加根又本店、鹿児島県建築設計監理事業協同組合

分　野
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登　　記
施　　工
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設　　備
空き家全般
建築基準法

　　　相 談 会 協 力 団 体　　　　　お 問 合 せ 先　　
鹿児島県司法書士会
南九州税理士鹿児島県連合会
（公社）鹿児島県宅地建物取引業協会土
（公社）全日本不動産協会鹿児島県本部日
鹿児島県土地家屋調査士会
（一社）鹿児島県建築協会
（一社）鹿児島県建築士事務所協会
（一社）鹿児島県設備設計事務所協会
NPO法人結の夢来人・絆プロジェクト
鹿児島市建築指導課

TEL：099-258-0335
TEL：099-225-6148
TEL：099-252-7111
TEL：099-813-0511

10：30～10：50
11：00～11：20
11：40～12：00

TEL：099-257-2833
TEL：099-224-5220
TEL：099-251-9887
TEL：099-813-7922
TEL：090-9674-8901
TEL：099-224-1111（開催日以外の問合せは

　鹿児島市内の物件に限ります）

住まいに関する各分野の専門家が対応します！

出展団体による情報発信

ステージイベント

３階
大研修室他

１階レクチャースペース

※事前申し込み先：（公財）鹿児島県住宅・建築総合センター　TEL099-224-4543

10/19土  10：00~17：00　　10/20日  10：00~16：00

展示・情報提供コーナー
【大ホール・中ホール・屋外】
◆新技術、新建材、住宅新築・
　リフォーム等に関する展示会
◆住まい取得相談
　各種減税・給付金制度についての相談

◆各種コンクール作品展示
　・第55回県内高等学校建築系生徒による建築設計競技
　・かごしま木造住宅コンテスト2019
　・第29回住まいのリフォームコンクール

【３階大研修室】
◆県内の学生さん集まれ！「学生との交流会」開催
　建築協会青年部会　10/20日　12：40～13：40

◆住んでみたいなすてきなおうち
　幼稚園児絵画展

19日
土
20日日

㈱建築工房匠

（一社）リノベーション協議会　鹿児島県支部

住宅金融支援機構　九州支店

安心・安全な木造の家

リノベーションで新たな暮らしを快適に
消費税アップ！失敗しないマイホーム計画と住宅ローンについて

タ　イ　ト　ル会　場 申込方法 定　員
10：30～12：30
14：00～16：00
13：30～16：30

10：00～11：30

18日金
18日金
19日土

20日日

木造住宅耐震化推進講習会 事前申込

事前申込

自由参加

自由参加

自由参加

600名

600名

150名

ー

150名

木造住宅耐震技術講習会

和の住まい推進リレーシンポジウム

入賞者表彰式
　①第55回県内高等学校建築系生徒による建築設計競技

　②木造住宅コンテスト2019
　③第29回住まいのリフォームコンクール

かごしま空き家活用コンテスト　公開プレゼンテーション　

県民ホール

県民ホール

中ホール

中ホール

中ホール20日日 13：00～16：00

和の住まい推進リレーシンポジウム

かごしま空き家活用コンテスト   ～空き家を地域の宝に！～
○アイデア部門　10/20日  13：00~16：00　中ホール
“空き家を活用して地域を盛り上げたい！” “こんな風に空き家を活用したらおもしろいかも！”など、応募者による
空き家活用アイデアの公開プレゼンテーションを開催します。
○事例部門
　住まいと建築展の開催期間中、鹿児島県に実在する空き家を活用している事例等を展示します。
　ご来場の皆様の投票により、空き家活用事例の優秀作品を決定しますので、ふるって投票にご参加ください。

協
賛
行
事

第30回まちなみタウンウォッチング
令和元年11月17日日
（公社）鹿児島県建築士会行事（本部青年部）

第32回まちづくりウォッチング
令和元年11月16日土～17日日
（公社）鹿児島県建築士会行事（川薩支部）

魅力あるかごしま　楽しめる住まいづくり ～温故知新！みんなで考える令和の住まい～

10/19土  13：30~16：30　中ホール

住まいに関する豊富な
住情報をご案内します！

「和の住まい」それは，地域の気候や風土、文化に根ざした空間・技術の集大成。
県内外の建築家や学識経験者による基調講演やパネルディスカッションを通じ，和の住まいや住文化の良さの
再認識、伝統技能の継承と育成、伝統産業の振興・活性化等を県民の皆様と考えるシンポジウムを開催します。

◇基調講演　講師　松島 潤平氏（建築家、東京大学 非常勤講師）
和の住まいを見直し，こころ豊かな暮らしを 松島 潤平氏


