
一般財団法人　日本建築センター　一般社団法人　日本膜構造協会
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講　　師

大阪／第２
回(午後)

午後の部

東京／第２
回(午後)

大阪／第１
回(午前) 75名

受付
終了

構造計算例の概要

内　　　容（予定）

資料の確認等

改訂概要、第1～２章　膜構造の建築物の技術的基準

第３章　テント倉庫建築物の技術的基準

　　　休憩
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 令和2年 8月 19日 (水)

11:50 12:30

午前の部

15:10時
間
割

9:00 9:05

10:10 10:40

14:00 14:05

14:05

　※裏面のご入金方法をご確認の上、お申し込み下さい。

受講料（税込）

一般

日本建築センター
情報交流会正会員

又は
日本膜構造協会会員

7,200 円

第４章　膜材料等関係の基準（膜材料、テント倉庫
用及び膜構造用フィルム）

4,950 円

　※テキスト：購入のお申し込みをされた方には、当日お渡しします。購入されない場合は、必ずご持参下さい。

テキスト代(税込) 備　　考

8,000 円 5,500 円

＜テキスト＞
書籍名：膜構造の建築物・膜材料等の技術基準及び同解説
　　　　2020年版
監　修：国土交通省国土技術政策総合研究所、
　　　　国立研究開発法人建築研究所
編　集：膜構造の建築物・膜材料等の技術基準及び同解説編集委員会

発　行：（一財）日本建築センター
※全国の書店又は当財団で注文・購入することができます。

　※都合により、プログラム内容等が変更になる場合があります。
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「膜構造の建築物・膜材
料等の技術基準及び同解
説2020年版」編集委員

9:05 10:10

15:50 16:50

■「膜構造の建築物・膜材料等の技術基準2020年版」
の主な改訂のポイント
◆１．従来の膜材料に比べて透光性、視認性が高い膜
構造用フィルム（ＥＴＦＥ材）の追加
◆２．鉛直部材脚部の滑節構造及び可動式膜面に関す
る規定、構造計算方法の追加
◆３．仮設建築物に対する緩和規定の追加
◆４．上記の他、これまで質問が多い事項に対する説
明の充実

■新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じて開催
します。詳細は下記ＱＲコードからご覧下さい。

お客様にお願いする
安全・安心対策の概要
・マスクの着用
・手洗い・うがい・手指消毒
・ソーシャルディスタンスの確保
・体温測定と健康状態確認への協力
・座席は指定席　　　　　　　　　　（ＱＲコード）
・感染者が発生した場合、公的機関への個人情報提供
　の承諾

70名

開催日

※本講習会は、(一社)日本建築構造技術者協会(JSCA)の建築構造士登録更新のための評価対象講習会(予定)です。詳細は、ＪＳＣＡのＨＰを参照して下さい。

開催地

東京／第１
回(午前) 浜離宮建設プラザ／10階会議室

東京都中央区築地5-5-12

【建築ＣＰＤ情報提供制度認定プログラム（予定）】 膜構造＋20200717

膜
構
造

「改訂－膜構造の建築物・膜材料等の技術基準及び同解説
　2020年版」講習会

2003（平成15)年の初版から17年ぶりの改訂を行い、新しい膜材料ＥＴＦＥの仕様を盛り込み指針全般につい
て見直した「膜構造の建築物・膜材料等の技術基準解説書2020年版」の講習会です。

(表)

令和２年８月

応用編 技術指針入門編 実験演習技術基準解説

主　催

受付
終了

定員 会　　場

 令和2年 8月 17日 (月)

■「改訂版-膜構造の建築物・膜材料等の技術基準2020年版
-」の発刊と講習会の開催
　軽量で丈夫な膜材料を使用する膜構造は、比較的短期間
で大規模な空間を構成できることから、スポーツやイベン
ト施設に用いられる一般構造として定着している構造方法
です。
　今回の「膜構造基準の解説2020年版」は、近年告示に追
加された新しい膜材料ETFEの仕様や膜構造の保有耐力等の
方法に関する技術基準を盛り込むとともに、旧解説に対す
る質問が多い事項について説明を充実する等の全面的改訂
を行ったものです。
　今般、これを踏まえ「膜構造の建築物・膜材料等の技術
基準及び同解説2020年版」（2020年１月発刊）をテキスト
として、執筆者から直接詳細に解説する講習会を開催する
ことと致しました。
　建築物の設計、施工等の関連業務に携わる方々におかれ
ましては、是非ご受講いただけますようご案内致します。
（※2020年３月に開催を予定していましたが、新型コロナ
ウィルス感染拡大防止のため中止とした講習会です。）

■本講習会は、今後、ＷＥＢ動画での講習会を予定してい
ます。

大阪国際会議場（グランキューブ大阪）/10階1003会議室
大阪府大阪市北区中之島5-3-51
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コンビニ決済
振込手数料不要

ゆうちょ振替
振込手数料不要

コンビニ決済
振込手数料不要

ゆうちょ振替
振込手数料不要

円

合計（税込） ▼該当する金額欄に○印をご記入下さい

13,500 円 テキスト：膜構造の建築物・膜材料等
の技術基準及び同解説2020年版
・必要な場合のみお申込み下さい
・購入のお申し込みをされた方には、
当日お渡しします。購入されない場合
は、必ずご持参下さい。
●上記「お申し込み手順・ご注意」を
ご一読下さい円

(月)

(水)

受付
終了

受付
終了

銀行振込
振込手数料お客様負担

大阪／第２
回(午後)

銀行振込
振込手数料お客様負担

受講料（税込）

東京／第２
回(午後)

大阪／第１
回(午前)

費
用

一般 8,000 円
5,500

7,200

 令和2年 8月 17日

4,950 円

個人情報
について

お預かりした個人情報は、本講習会の受付、運営及び当財団のｻｰﾋﾞｽに関する情報提供のために使用するとともに、個人情報保護法に基づき、
適正に管理致します。請求書発送等の業務を外部に委託することがありますが、委託先につきましては、適切な事業者を選定し、秘密保持、安
全管理等についての契約を締結して、適切な監督を行います。

　ＦＡＸ番号（こちらに参加証をお送りします）

◆業種について、該当する番号を○印で囲んで下さい
　１．建設業  ２．設計事務所  ３．指定確認検査機関　４．行政庁　５．不動産業　　６．住宅メーカー・工務店　７．その他

◆担当業務について、該当する番号を○印で囲んで下さい
　１．意匠　２．構造　３．設備　４．その他

◆業務対象建築物の構造種別（主なもの）について、該当する番号を○印で囲んで下さい
　１．ＲＣ造　２．Ｓ造　３．木造　　４．その他

◆受講理由について、該当する番号を○印で囲んで下さい
　１．知識を深めるため　２．会社の指示・社外研修　３．その他

◆建築関連資格について、該当する番号を○印で囲んで下さい　　１．一級建築士　２．二級建築士　３．木造建築士
　４．構造設計一級建築士　５．設備設計一級建築士　６．建築設備士　７．該当なし

参
加
者
情
報

　参加者氏名（フリガナ） ①日本建築センター情報交流会正会員番号 又は
②日本膜構造協会会員資格の有無
（両会員に該当する場合は、①のみご記入下さい）

①の情報交流会正会員番号：Ｅ　 －
②の会員資格（有の場合のみ○を記入）：

◆講習内容に関する予備知識・経験について、該当する番号を○印で囲んで下さい
　１．初心者　２．内容は概ね理解している　３．業務等で使用している

　請求書送付先（〒　　　－　　　　　）
　　　　　都道
　　　　　府県

申込担当者部署名・氏名（参加者と同じ場合は記入不

要です）

部署名：
氏　名：

　電話番号（勤務先等の日中に連絡がとれる番号をご記入下さい）

◆担当業務経験年数について、該当する番号を○印で囲んで下さい
　１．１年未満  ２．１年以上２年未満  ３．２年以上５年未満　４．５年以上10年未満　５．10年以上20年未満　６．20年以上

日本建築センター
情報交流会正会員

又は
日本膜構造協会会員

　勤務先名（請求書宛名） 　部署名・役職名

7,200持参する

12,150 円
円

 令和2年 8月 19日

東京／第１
回(午前)

銀行振込
振込手数料お客様負担

8,000 円

テキスト代(税込)

持参する

コンビニ決済
振込手数料不要

ゆうちょ振替
振込手数料不要

銀行振込
振込手数料お客様負担

コンビニ決済
振込手数料不要

ゆうちょ振替
振込手数料不要

「改訂－膜構造の建築物・膜材料等の技術基準及び同解説2020年版」講習会
参加会場をお選び下さい（○印をご記入下さい） ▼ ▼決済方法をお選び下さい（○印をご記入下さい）▼

▲▲講習会申込書▲▲FAX：03-5281-2828
膜構造＋20200717 (裏)

２

コロナウィルス感染症の今後の状況により、中止又は延期と
なる可能性がありますので、【請求書】は、受講後に集金代
行会社より「１申し込みにつき１枚」発行・郵送致します。
請求書記載の期限内にお支払い下さい。なお、「複数の請求
にかかる代金を一括してご入金される場合」や「申込内容を
訂正される場合」は、事前に下記問合せ先にご連絡下さい。

◆問い合わせ先◆　　一般財団法人日本建築センター情報事業部　ＴＥＬ：03－5283－0477

４

講習会の中止等のお知らせは、講習会ＷＥＢ
サイトに掲示しますので、事前にご確認下さ
い。主催者側の都合により講習会が中止と
なった場合及びお客様が体調不良等により事
前にキャンセルのご連絡をされた場合は、請
求書は送付致しません。

お申し込み手順・ご注意 講習会WEBサイト 　https://www.bcj.or.jp/seminar/

１

新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じて講
習会を開催致します。当財団の講習会ＷＥＢサイ
トからご確認の上、本申込書をＦＡＸいただく
か、講習会ＷＥＢサイトよりお申し込み下さい。
定員に達し次第、受付を終了致します。右のＱＲ
コードからも申し込みできます。

３ 【参加証】をＦＡＸで送付致しますので、当
日受付にご提出下さい。


