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住まいの環境性能ゼミ
～住まいの環境性能を計算・実測体験から学ぶ～～住まいの環境性能を計算・実測体験から学ぶ～

主催　ＮＰＯ法人　ＷＯＯＤ ＡＣ　　後援　岐阜県立森林文化アカデミー

　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

（担当：坂崎）

【第１回】　5/17（土）
『木の住まいフォーラム2008』

場所：岐阜県立森林文化アカデミー
内容：ゲスト建築家による講演
　　　参加者も交えたディスカッション

【第２回】　7/19（土）
『木の住まいの構造・耐震』

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３回】　10/18（土）
『地域の森林･木材体験ツアー』

場所：岐阜県内の森林・製材工場
内容：伐採現場と製材現場の見学
　　　木材検査の体験学習会

【第４回】　2/21（土）
『木の住まいの環境･省エネ』

場所：岐阜県内の一般木造住宅
内容：住宅の省エネルギー手法、
　　　気密測定等の実測体験学習会　　　

　申  込  書

ＦＡＸ : ０５７５－３５－３５９９ /  E-mail : info@wood-ac.or.tv

http ://wood-ac.or . tv

13：00　　　 開場・受付開始　　　　　　 （場所：森林文化アカデミー　テクニカルセンター多目的研修室）

13：30　　　 開会        主催者挨拶・オリエンテーション

13：40　　　【講習】　　「住まいの環境性能設計と評価の概要」

15：00 　　 【体験実習】　気密測定試験　（場所：森林文化アカデミー　森のコテージ）

       　　  　　　　　　専用機器を使って一連の測定方法を体験・習得して頂けます。

　　　　　　 　　　　　　また、建物にひそむ隙間を探し、対策を講じて性能の変化を確認して頂きます。

16：20　　　【計算演習】　熱損失係数・結露計算・暖房負荷簡易計算

17：10　　　 意見交換会

17：30　　　 解散

プログラム（予定）

参 加 費   4,000円（ＷＯＯＤ ＡＣ 会員は2,000円)

　　　　 　テキスト代含む

　　　     ※ＷＡＣゼミ通年受講生の方は参加費は

　　　　　　　通年参加費に含まれています。

持物　　　 電卓　筆記用具

申込方法   裏面の申込書に必要事項をご記入の上、

　　　　　 左記申込先までＦＡＸまたはメールにて

           ご連絡ください

定   員    ２０名（先着順）

申込締切　 ２００９年２月１９日（木）

申込・問合先  

ＮＰＯ法人ＷＯＯＤ ＡＣ　担当：坂崎

 〒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

受講者の特典　本講習と実習を受講された方には、今後

　　　　　　　ＷＯＯＤ　ＡＣの気密測定器を貸し出し

　　　　　　　させて頂く事が可能になります。

　通常　    ：気密測定調査・報告書作成費　 52,500円/件

  受講生限定：気密測定器レンタル(消耗品付) 31,500円/週

募集要項

 開催日時：2009年2月21日（土）

           13：30 ～17：30

 集合場所：岐阜県立森林文化アカデミー

　　　　　テクニカルセンター　多目的研修室　

　　　　（岐阜県美濃市曽代88番地） 

　近年、住まい手の環境・省エネ意識が高まり、大手ハウスメーカーもメディアを使って積極的に環境・省エ

ネをPRする時代になりました。また、昨年5月に改正され今年4月に施行される「エネルギーの使用の合理化に関

する法律」（通称：省エネ法）では、家庭・業務部門における省エネ対策を強化するため、これまで対象外だ

った300㎡以上の建築物や戸建住宅も条件付きで規制の対象となり、世の中の住宅を含む建築物の性能が一層省

エネ化に向かい、それに伴い断熱性能も次世代基準（平成11年基準）が当たり前となる方向へ進んでいます。

　一方、地域で頑張っている住宅の作り手にとっては、実務の中で建築物の断熱性能や省エネルギー性の計算

、検討、性能測定を実際に行える機会は少なく、今後当たり前に必要になると考えられる省エネ・断熱性能の

設計、施工、環境性能のPRに対応していくことは難しいのが状況です。

　そこで、ＷＡＣゼミ２００８　第４回は、住まいの断熱性能、環境性能評価の基礎を理解して頂くため、簡

単な熱損失係数計算や暖冷房負荷計算等の演習を交えて講習を行います。また、建物の断熱性や快適性、壁内

結露等に影響する建物の気密性能の測定実習を行い、隙間の出来やすい個所を体験して頂くことにより、確か

な性能を担保できる設計、施工、監理に役立てて頂きたいと思います。

■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

　　※　ＷＯＯＤ ＡＣ会員に入会をご希望の方は
　　　 　別途申込みが必要です。
         お気軽にお問い合わせください。

個別受講 通年受講 個別受講 通年受講

第１回 1,000円 無料

第２回 6,000円 4,000円

第３回 8,000円 6,000円

第４回 4,000円 2,000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

会社名／役職

住所

ＴＥＬ

FAX

E-mail

来場方法 車　　　・　　公共交通機関

WOOD AC 会員 非会員　　　・　　会員　　・　　入会希望

備考

※該当項目を○で囲んで下さい

希望連絡方法を○で囲んで下さい。　　　　　　　E-mail　　　・　　　FAX

※該当項目を○で囲んで下さい

終 了

終 了

終 了

この活動は「セブン－イレブンみどりの基金」の助成を受けています
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