
岐阜県産材スギ横架材スパン表利用講習岐阜県産材スギ横架材スパン表利用講習
～実務に役立つ横架材の実験学習～～実務に役立つ横架材の実験学習～

第Ⅰ部　　主催　岐阜県産直住宅協会・ＮＰＯ法人 ＷＯＯＤ ＡＣ

 9：30　 開場・第Ⅰ部受付
10：00　 主催者挨拶
10：05　 講義　｢スパン表の見方｣　スパン表を引くために必要な情報とその見方
11：30　 講義　｢スパン表の使い方｣スパン表の使用方法と演習
12：30　 第Ⅰ部終了

第Ⅱ部　　主催　ＮＰＯ法人 ＷＯＯＤ ＡＣ　　　後援　岐阜県産直住宅協会

13：00　 開場・第Ⅱ部受付
13：30　 主催者挨拶・実験解説
13：45　【実験１】横架材曲げ実験　（①標準梁実験　②断面欠損梁実験　③継手梁実験）
14：30　【実験２】④耐力壁付き梁の曲げ実験（継手無し）
15：15　 講義　「（仮）スパン表の技術解説と実務での注意点｣
16：45　【実験３】⑤耐力壁付き梁の曲げ試験（継手有り）
17：15　 質疑・意見交換
17：30　 閉会

参 加 費   第Ⅰ部　無料

　　　　　 第Ⅱ部　4,000円（WOOD AC会員は3,000円）

申込方法   裏面の申込書に必要事項をご記入の上、

　　　　　 下記申込先までＦＡＸまたはメールにて

           ご連絡ください

定   員    各４０名（先着順）

申込締切　　  ２０１０年 ２月２４日（水）

申込・問合先  ＮＰＯ法人ＷＯＯＤ ＡＣ

　　　　      〒501-3722 岐阜県美濃市常盤町2275番地1

　　　　　 　 ＴＥＬ　0575-35-0259

　　　　　　　ＦＡＸ　0575-35-3599

　　　　　 　 Ｅ-mail　info@wood-ac.or.tv

 日 時 ：2010年2月27日（土）

         第Ⅰ部　10：00 ～ 12：30（ 9：30 受付）

　　　　 第Ⅱ部　13：30 ～ 17：30（13：00 受付）

 会 場 ：岐阜県立森林文化アカデミー

       　第Ⅰ部　テクニカルセンター

　　　　 第Ⅱ部　木材開放試験室　　

（岐阜県美濃市曽代88番地）http://www.forest.ac.jp/

　一昨年、地域木造住宅市場活性化推進事業により、ぎふの木木造建築構造特記仕様書、および、岐阜県産材スパン表が

作成されました。また、長期優良住宅の要求性能について、性能表示の基準（スパン表利用可）が設けられています。

　そうした中、木材性能については、特記仕様書に参考資料として明文化され、特記仕様書に関する講習会も各地で開か

れました。また、今年度のＷＡＣゼミでは、その特記仕様書の解説と構造実験とを併せることで、実体験からその理解を

深めて頂けたと思います。一方、スパン表については、今年より、県内各地でその使い方の講習会が行われ始めました。

　今回のＷＡＣゼミは、第Ⅰ部では、岐阜県木材協同組合連合会が作成したスパン表の講習を行い、第Ⅱ部では、実体験

を通して理解を深めて頂く為に、各種の検証実験の見学と、スパン表の技術的な解説を行います。

　実験内容は、①スパン表の元となる材料データを得るための、標準的な梁の曲げ試験　②スパン表内の条件にある直交

梁等により断面が欠損した場合の欠損の有無による性能比較　③継手を設けた場合の継手の有無による性能比較実験　を

行います。　また、④梁上に耐力壁が有る場合　⑤その梁に継手のある場合　の実験も行い、諸条件での梁断面への配慮

の必要性と、その影響を検証したいと思います。

ＷＡＣゼミ２００９受講者募集

　年４回開催するＷＯＯＤ ＡＣゼミナール（通称：ＷＡＣゼミ）は、木の住まいづくりに

係わる情報発信及び、東海圏のつくり手・住まい手等、受講者同士の新たなネットワークに

よって、木の住まいに求められる様々な諸問題を解決していく体制づくりを目指します。

■問合せ先

ＮＰＯ法人　ＷＯＯＤ ＡＣ

〒501-3722 岐阜県美濃市常盤町2275-1

Ｅ-mail   : info@wood-ac．or．tv

ＴＥＬ   ：０５７５－３５－０２５９

ＦＡＸ   ：０５７５－３５－３５９９

【第１回】　9/12（土）
『実務で役立つ木材学（仮）』
『ぎふの木』木造建築構造特記仕様書説明会

場所：岐阜県立森林文化アカデミー
内容：『ぎふの木』木造建築構造特記仕様書の
　　　木材料に関する部分の解説と体験学習

【第２回】　10/31（土）
『岐阜の森林･木材体験ツアー』

場所：東濃のFSC認証森林・CoC認証現場（予定）
内容：FSC・CoC認証やウッドマイルズについて
　　　認証林等を見学しながら学ぶ      
　　　（途中　神宮備林見学予定）

【第３回】　12/12（土）
『木の住まい　構造ラボ』

場所：岐阜県立森林文化アカデミー
内容：接合部・耐力壁等の
      実大破壊試験と体験学習会

【第４回】　2/27（土）
『岐阜県産材スギ横架材
　　　　　　　　スパン表利用講習』
場所：岐阜県立森林文化アカデミー
内容：横架材の実大実験学習と
　　　実務に役立つ技術解説

　第　４　回　申  込  書

ＦＡＸ : ０５７５－３５－３５９９ /  E-mail : info@wood-ac.or.tv
主催　岐阜県木材協同組合連合会・ＮＰＯ法人 ＷＯＯＤ ＡＣ　後援　岐阜県立森林文化アカデミー

http ://wood-ac.or . tvhttp ://wood-ac.or . tv

■各回詳細内容

　随時ホームページにてご案内致します。

■受講料

    ※個別受講から通年受講への途中切り替え可能
    ※ＷＯＯＤ ＡＣ会員に入会をご希望の方は
　　　 　別途申込みが必要です。

個別受講 通年受講 個別受講 通年受講

第１回 4,000円

第２回 6,000円 5,000円

3,000円

第３回 4,000円 3,000円

第４回 2,000円 1,000円

非会員 WOOD AC会員

15,000円 10,000円

※ＷＯＯＤ　ＡＣ入会希望の方は別途入会案内のご連絡を差し上げます。

氏名／フリガナ

所属／役職

住所

ＴＥＬ／ＦＡＸ

E-mail

来場方法 車　　　　　・　　　　　公共交通機関　

はい　　　　　・　　　　　いいえ　

申込み内容 第Ⅰ部のみ　　・　　第Ⅱ部のみ　　・　　第Ⅰ・Ⅱ部両方

WOOD AC 会員 　非会員　　　　・　　　　　会員　　　　・　　　　入会希望

岐阜県産直住宅協会関係者

備考

※該当項目を○で囲んで下さい

※該当項目を○で囲んで下さい

※該当項目を○で囲んで下さい

終 了

終 了

終 了
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