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日本基督教団今津教会
　木造平屋建て、間口約 8m、奥行約
15m 切妻屋根。昭和 9 年（1934 年）、
今津基督教会会館（大正 11 年建設）に
隣接して建てられたもので、礼拝堂、
教室、読書室、事務室を持つ。
　　　　　　　　　  撮影　谷口  浩志
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開 催 日　平成20年1月11日（金）

会　　場　大津プリンスホテル

　　　　　大津市におの浜 4-7-7

（社）滋賀県建築士会
（社）滋賀県建築士事務所協会
（社）滋賀県建築設計家協会（幹事）
滋賀県建築設計監理事業協同組合
（社）日本建築家協会近畿支部滋賀地域会

合同年賀会

平成19年度 二級・木造建築士免許証交付式開催

　平成 20年 1月 11 日（金）に大津プリンスホテルにて二級・木造建築士免許証交付式が滋賀県土
木交通部建築課主催で執り行われました。
　（社）滋賀県建築士会からも執行部、支部長も出席し受付、交付等の協力をさせていただきました。
交付式終了後、支部長、青年部、女性部の方のご協力があり、下記の通り 16名の方の入会があり
ました。

  ●大津支部2名　●湖南支部4名　●甲賀支部2名　●湖東支部4名　●彦根支部3名　●湖西高島支部1名

合同年賀会合同年賀会
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建築家セミナー

内藤　廣　「建築と景観の谷間」

　毎年ご好評いただいております、建築家セミナーを開催いたします。
　今年度は、美術館や駅舎などの公共建築物をはじめ、全国的に活躍されている「内藤　廣」氏をお迎
えして、下記の通り開催いたします。多数のご来場をお待ちしております。

●日　　　時：平成２０年３月１日（土）　◆午後２時３０分～４時３０分

●会　　　場：京都大学百周年時計台記念館・百周年記念ホール

●講　演　者：内藤  廣氏　　　　　●テ　ー　マ：建築と景観の谷間

●会　　　費：無料　　　　　　　  ●定　　　員：４００名（事前申込要）

●問合せ・申込先：京都府建築士会事務局　　TEL：075-211-2857　　FAX：075-255-6077
　　　　　　　E-mail：contact@kyoto-kenchikusikai.jp　 URL：http://www.kyoto-kenchikusikai.jp

◆講演者略歴◆＜内藤  廣氏プロフィール＞

　1950 年神奈川県生まれ。1976 年早稲田大学大学院修了。フェルナンド・イゲーラス建築設計事務所、

菊竹清訓建築設計事務所の勤務を経て、1981 年内藤廣建築設計事務所設立。2003 年より東京大学大学

院工学系研究科社会基盤学専攻教授。2007年からグッドデザイン賞審査委員長。芸術選奨文部大臣新人賞、

日本建築学会賞、毎日芸術賞などを受賞。主な作品は、海の博物館（三重）、安曇野ちひろ美術館（長野）、

牧野富太郎記念館（高知）、島根県芸術文化センター（島根）など。

　

 機関誌「家」2008年号『フォトコンテスト』作品募集
■ 作品テーマ：第１部　「フリー」　（風景・ペット・建物などテーマは問いません）
　　　　　　　 第２部　「笑顔」　　

■ サ イ ズ：４つ切（カラー、白黒、デジカメ可）

■ 募 集 期 間：2月～４月 8日（火）

■ 表　　　彰：・大賞  各部１作品　・入選  若干名　・佳作　若干名　※賞金・記念品有り

■ 発　　　表：機関誌「家」2008 年号誌上
　　　　　　　 ※詳細は応募要項をご覧下さい。
　　　　　　　 ※応募要項は建築士会事務局、またはホームページから入手できます。（２月以降）

　

 機関誌「家」2008年号『会員の声』原稿募集のお願い
　機関誌「家」2008 年号『会員の声』を会員の皆様より募集しています。皆様からの投稿をお
願いします。

■ 内　　　容：1600 字程度（写真、説明資料を含む）とし、日常の業務や、社会の事、趣味や
　　　　　　　 家族の事等内容は問いません。

■ 締め切り日：平成 20年 2月末日

■ 送 付 方 法：原稿をメール又は郵送にて下記までお送り下さい。

■ 送付先住所：〒520-0801  大津市におの浜 1-1-18  建設会館 3F
　　　　　　　 （社）滋賀県建築士会  事務局　機関誌係
　　　　　　　 E-mail：shiga-sa@mx.biwa.ne. jp
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青年部会事業

大原小学校総合学習 木の旅（第二、三回）報告

　青年部会は平成 20年 1月 11 日（金）、栗東市立葉山幼児園にてベニヤドームと木のパズル教室を

開催しました。幼児には難しいのでは、という心配もありましたが、保護者の皆さんのサポートで全

員組み立てることができました。子ども達にはものづくりの楽しさを、保護者の皆さんには環境への

取り組みを伝えることができ、有意義な事業となりました。

青年部会事業　葉山幼児園（栗東市）でベニヤドームを開催

　青年部会は昨年 11月 30 日（金）と 12月

10日（月）、大原小学校 5年生を対象とした

総合学習を開催しました。第二回目となる

11 月 30 日は製材所を見学。12 月 10 日の

第三回では近くの山で枝打ちのための木登

りを体験、その後訪れた地元の森林組合で

は間伐材の利用法などを学習しました。今

回は、滋賀県湖北地域振興局森林整備課、

滋賀北部森林組合、鳥居木材株式会社の全

面協力により行いました。
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平成１９年１２月１８日 　　　　　　

滋賀県商工観光労働部商工政策課　

1　 融資対象者（抜粋）

（1）　国の指定する業種に属する事業を行っていること。

（2）　最近 3か月の平均売上高または平均販売数量（建設業は完成工事高または受注残高）が前年同期
　　  の月平均売上高に比べ、5％以上減少していること。

（3）　（1）、（2）について、事業所の所在市町長の認定を受けていること。

2　 融資限度額　　　8,000 万円

3　 融 資 利 率　　　年 1.9％（平成 19年 12月現在）

4　 信 用 保 証　　　必ず信用保証協会の保証を付けること　　保証料率　年 0.65％

5　 融 資 期 間　　　設備資金  10 年以内（据置 2年以内）　　運転資金  7 年以内（据置 1年以内）

6　 申　込　先
　　　中小企業者：各商工会議所、各商工会　　　　協同組合等：中小企業団体中央会
　　　※申込みする際には、「1　融資対象者（3）」で示した、事業所所在市町長の認定書が必要です。
（参考）

　セーフティーネット資金は、上記を含め、中小企業信用保険法第 2条第 4項第 1号から第 8号のいずれか
に該当する者として市町村長の認定を受けた者が融資対象となります。

セーフティーネット資金（県制度融資）について

1 号：連鎖倒産防止

2号：取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

3号：突発的災害（事故等）

4号：突発的災害（自然災害等）

5号：業況の悪化している業種（全国的）

6 号：取引金融機関の破綻

7号：金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う
　　　金融取引の調整

8号：金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の
　　　譲渡

第15回地域実践活動発表会

近畿あーきてくと2008 『とどけ!まちのチカラ』予 告

　近畿建築士会協議会青年部会による近畿あーきてくと 2008

が開催されます。地域活動にとりくむ方々が、近畿 6府県を

代表して発表されます。滋賀からは建築士会青年部会が近年

取り組んできた小学校での総合学習や建築教室について発表

します。 ぜひ、ご参加ください。

●日　時：2008 年 4月 12日 ( 土 )
　　　　◆ 12:30 開場　◆ 13:00 開会～　◆ 17:30 閉会　

　　　　◆交流パーティー 18:00 ～ 20:00

●場　所：大阪市立住まい情報センター　大阪市北区天神橋 6丁目 4-20
　　　　　（地下鉄 天神橋筋 6丁目駅 3 号出口　JR 環状線 天満駅 北へ徒歩 7分）

●参加費：無料（交流パーティーは有料 )

●主　催：近畿建築士会協議会青年部会

●共　催：（社）日本建築士会連合会  （社）滋賀県建築士会  （社）京都府建築士会  （社）大阪府建築士会 
　　　　　（社）兵庫県建築士会  　　（社）奈良県建築士会  （社）和歌山県建築士会

詳細は次号でお伝えします。
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支部だより

　研修委員会・青年委員会合同事業

●日　時：平成２０年２月１６日（土）

●定　員：先着順４０名（定員になり次第締め切ります。）

●参加費：3,000 円　当日 徴収させて頂きます。 （昼食費含む）

●行程表：

※集合場所をＪＲ大津駅、ＪＲ西大津駅にしていますので、希望の
　場所に○をつけて下さい。

※大津支部以外の方も多数の御参加お待ちしています。

※お手数ですが、ご返事を２月６日までにご連絡をお願い申し上げ
　ます。

■ 工事概要
　本工事の特徴

●既存建物の直接基礎を撤去
　して免震装置を設置する

●基礎梁を補強して、免震装
　置を効率よく配置する 

●支持地盤の液状化対策工事を
　同時に施工する免震化工事

建物総重量（約 73,400t）を 2
種類（128 基）の免震装置で支
え、地震の揺れを低減するた
めに2種類（22基）のダンパー
を設置する。

大津支部

愛知県庁本庁舎 免震レトロフィット工事
現場見学会のご案内

西大津駅 
８:５０ 

大津駅 
９:００ 

（名神高速道路） 名古屋駅（昼食） 
１１:３０ 

愛知県庁本庁舎 免震レトロフィット工事 現場見学（約２時間） 
１３:００ 

出発 
１５:００ 

（名神高速道路） 大津駅 
１７:３０頃 

西大津駅 
１７:４０頃 

大津支部　愛知県庁本庁舎 免震レトロフィット工事 現場見学会のご案内 

お申し込みはFAXにて・・（社）大津支部 事務局 石倉工務店内〈FAX.077-527-3764〉 

氏　　　名 住　　　所 会 社 名  乗車場所 

大津駅  ・  西大津駅 

大津駅  ・  西大津駅 

大津駅  ・  西大津駅 

連絡先（携帯等） 支 部 名 

支部 

支部 

支部 

※集合場所をJR大津駅、JR西大津駅にしていますので、希望の場所に○をつけて下さい。 

　新たな物流ネット
ワークとして期待され
ている新名神高速道路
が２月 23 日にいよい
よ開通しますが（一部
区間）、その開通前の高
速道路の見学会が開催
されます。
　高速道路上のウォー
キングや、バスで移動
して ｢近江大鳥橋 ｣の見学もできるようです。申し込み不要・参加
無料ですので、ぜひご参加いかがでしょうか。
　詳しくは下記のホームページか直接お問い合わせください。
　ＨＰ　http://www.genki-shinmeishin.jp/event/index.html

●日 　 　 時：2008 年２月 9日（土）１０時～１５時（入場は２時まで）
●会 　 　 場：新名神高速道路　工事中区間
　　　　　　　（草津田上 IC〔未供用区間〕～金勝山トンネル　　　　）
●会 場 入 口：大津市松ヶ丘７丁目から入場（駐車場５００台有）
●備　　　考：雨天決行・荒天時中止、昼食は持参
●問い合わせ：NEXCO西日本関西支社　大津工事事務所
　　　　　　　ハイウェイウォーク事務局　　TEL：077-547-2345
★当日のイベント内容
　・ハイウェイウォーク  約 5km
（希望される方）
　・ハイウェイウォーク後、金勝山トンネルよりバスにて近江大鳥
　　橋へ移動します。（橋の見学）
　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　・近江大鳥橋より甲南 PAまでの間をバスにより走行見学します。
　　　　　　　　　　　　　　　　↓　　
　・金勝山トンネルへ戻ります。

湖南支部
新名神を見て！さわって！体感しよう

ハイウェイウォーク

※工事中名称
　栗東トンネル
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協力を得て上記日程で定期勉強会を開催しました。これは、より専門

的な情報ではなく、改正に至った経緯・概 要・経過措置、確認申請

の審査状況の現状について情報提供することを目的として行われま

した。当日はあいにくの雨模様にもかかわらず、約５０名の方に参加

していただき、活発に意見交換が行われ有意義な時間を過ごすこと

ができました。

●勉強会内容

①「建築基準法改正に至るまでの経緯と施行後の現状及び展望」

②「改正内容の概要」 

③「民間窓口の確認申請審査状況」

④「法改正後の確認済証発行件数」

　国が観光に力を入れ始め、地方に浸透してきた。2004 年に掲げた

国の基本計画によると、2010 年に 1000 万人 (2004 年約 600 万人 )

の外国人観光客に日本に来てもらう。そのため日本の魅力を海外に発

信するビジット・ジャパン・キャンペーン Visit Japan Campaign を

はじめとする諸施策を展開してきている。これは日本人海外旅行者が

1600 万人も達することとのアンバランスがその端緒にある。

　そもそも、この観光という言葉の語源であるが、中国の古典から

きている。「国の光を観る」という意味であるらしい。国の光とは輝い

ているところ、他と違うところ、その国の自然と人々が生活をして

独自の伝統文化、風土、食物、建築が調和してそこだけにしかない

もの、そして地域の人々が誇りに思っている。それを見に行くことで

ある。そして、観るとは、きちっと備に見ると同時に、見せることで

もある。

　滋賀県は、日本の中心に位置し見せる魅力は多い。もちろん湖東支

部にもまちの光は多い。 ( 文責Ｔ )

湖東支部
街（マチ）の光を観（ミ）る

　彦根では『国宝・彦根城築城400年祭』が終わり、“ポスト 400年祭”

として『井伊直弼と開国 150 年祭』が計画されています。

■事業の趣旨

　井伊直弼は、1850 年 12 月 24 日（嘉永 3年 11 月 21 日）彦根藩

主に、1858 年 6 月 4日（安政 5年 4月 23 日）には大老に就任、そ

して、1858 年 7 月 29 日（安政 5年 6 月 19 日）に日米修好通商条

約を締結しています。

　2008年（平成20年）は、その条約締結から150年目にあたります。

この記念すべき日米修好通商条約締結 150 周年を期して、日本を開

国に導き、開港により諸外国との交易・交流の門戸を開いた、彦根

藩主井伊直弼という人物を再評価し、また、政治の表舞台だけでなく、

文化人としての側面や生い立ちを紹介するなど、新たな直弼像を彦

根から発信します。

■開催期間 2008 年 6月～ 2010 年 3月

■開催場所 彦根城域一帯および市内全域

■キャラクター

　国宝・彦根城築城 400 年祭のキャラクターとして登場し、閉幕後

彦根市のキャラクターとなった「ひこにゃん」が記念事業でも活躍し

ます。

　新しい彦根のイベントをご期待ください。

彦根支部

「ひこにゃん」再登場
6月から『井伊直弼と開国150 年祭』

●テ－マ：「改正建築基準法の施行後の現状」

●日　時：平成１９年１２月 18日（火）　午後３時～５時

●場　所：長浜勤労者総合福祉会館　「臨湖」

　湖北支部では長浜市建築指導課、（財）滋賀県建築住宅センタ－の

湖北支部

平成19年度  定期勉強会を
開催しました。

　大津市仰木地区は、比叡山の麓の丘陵地に棚田の保全を考えるきっ

かけにとの主旨でイベントが開催されました。

　仰木地区は、隣接するニュータウン（仰木の里）があることと、湖

西線で京都から２０分の位置にあるため、都市住民を棚田保全に引き

込む取り組みを行っています。イベントでは、より多くの都市住民

に関心をもってもらう企画を行っていました。

　その企画の一つに、ニュータウンを含む仰木地区の地形を立体地

図と称して縮尺 1/2500 地形の模型に戦後からの航空写真の画像を

重ね合わせ同地区の開発の変遷がリアルに判るコーナーがありまし

た。特に地元の方とニュータウンの人たちが画像を見ながら開発前

の様子で話が弾んでいました。

湖西滋賀支部

「STOP！ ザ 棚田荒廃」
イベント開催

手前は仰木太鼓の演奏
奥の黒幕は立体地図を見る暗室
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　近江八幡を拠点に布教を続けたヴォーリズは、湖西方

面への足として汽船「ガリラヤ」を得、第一次世界大戦

で燃料の供給が難しくなるまで、四半世紀にわたって活

用した。（一柳米来留著『失敗者の自伝』参照）

　湖西への布教や設計活動は、江若鉄道の開業と相前後

して更に続き、大正１２年（1923 年）には旧百十三銀行

( 現滋賀銀行 ) 今津支店を設計し、今津教会会堂は、江

若鉄道が今津に延長された 3年後に竣工している。

　現在は、ヴォーリズ通りと名づけられた商店街の中

で、ヴォーリズ資料館（旧百十三銀行今津支店）とともに、国の有形文化財に登録されたこの建物は、

現在でも建築当時の姿をそのまま残し、教会として、また今津幼稚園の施設として活用され、地域

のシンボルともなっている。

　ヴォーリズがこの教会に寄贈した古いピアノが残っており、現在はヴォーリズ資料館で展示、公

開されている。

冬の伊吹山　　　落合輝夫　　

10 日 仏滅
11 月 大安
12 火 赤口
13 水 先勝 三役会・理事会

14 木 友引
15 金 先負
16 土 仏滅
17 日 大安
18 月 赤口
19 火 先勝
20 水 友引
21 木 先負

22 金 仏滅
●研修見学「モード学園スパイラ
　ルタワーズとＩＮＡＸ世界のタ
　イル博物館見学会」

23 土 大安
●研修見学「ＩＮＡＸ世界のタイ
　ル博物館を見に行こう」

24 日 赤口
25 月 先勝
26 火 友引
27 水 先負
28 木 仏滅
29 金 大安 　

1 金 赤口

2 土 先勝
・ＤｏシリーズＮｏ.49
 「古い民家の耐震改修をどう進
　めるか」　 場所：てんびんの里
・女性部会役員会

3 日 友引
4 月 先負 滋賀地域貢献活動センター委員会

5 火 仏滅
6 水 大安

7 木 先勝
・建築士のための滋賀県知事指定
　講習　　　　 会場：ピアザ淡海
・青年部会運営委員会

8 金 友引
9 土 先負 ヴォーリズ建築と近江八幡散策
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