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近江ミッション住宅ダブルハウス
大正 10 年竣工   滋賀県近江八幡市池田町   木造 3 階建
近江ミッション住宅地内、最も北寄りに 2軒 1棟の住宅が計
画され、米国人スタッフ（設計技師）のハインズ氏とヴォーリズ
の両親が入居した。その後、建築技師、近江勤労女学校の教員
が住まい、昭和初期にはメンソレータム販売業務で活躍して
いた佐藤氏、諸川氏らが住まい、しばらく両家の住宅として使
われていた。そして平成 20 年より住み手が代わり、今も住宅
として存在している。このコロニアル・スタイルのミドルサイ
ズの住宅、「ダブルハウス」と称されている。（写真：嵯峨根 弘毅）
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　　 弁護士 丸山和也氏 講演会を開催します。

　　  『今こそ生きる活力を』
～こんな時代だからこそ“夢”と“元気”で行こうじゃないか ! ～

まるやま かずや

●日　時：平成21年3月14日（土）　

　　　　　＊14：00 開場  ＊16：00 開演  ＊18：00 終了　

●ところ：大津市 瀬田公園体育館 （〒520-2153 大津市一里山 6丁目 9-1）

●参加費：無料　　　

●定　員：300 名 （事前申込制・先着順です。定員超過の場合は、お断り

　　　　　させていただくことがございます。お早めにお申し込みください。）

●お問い合わせ・申込み：

　　　　　（社）滋賀県建築士会へ、住所・氏名・電話番号・FAX 番号を
　　　　　記載し、申込用紙にて FAX していただくか、メールにてお申
　　　　　し込みください。
　　　　　社団法人 滋賀県建築士会 　HP-URL http://kentikushikai.jp/ 
　　　　　FAX：077-523-1602　E-mail：shiga-sa@mx.biwa.ne.jp　

　※会場への直接のお問い合わせはご遠慮願います。

　※ご来場の際は、 バス等の公共交通機関のご利用を
　　お願いします。

　※会場は土足禁止となっておりますので、スリッパ
　　等をご持参いただきますようお願い申し上げます。 申し込み用

QRコード

まちづくり委員会・青年部会

（社）滋賀県建築士会 まちづくり委員会・青年部会 「丸山弁護士講演会」参加申し込み用紙 

お申し込みはFAXにて・・・（社）滋賀県建築士会 事務局〈FAX.077-523-1602〉   お問い合わせは… （TEL.077-522-1615） 

お 名 前（フリガナ） 連絡先（TEL及びFAX） 郵便番号・住所 ●をつけて下さい 

会員・会員外 

会員・会員外 

会員・会員外 

〒 
TEL

FAX

TEL

FAX

TEL

FAX

〒 

〒 

商業施設
フォレオ大津一里山

2単位

くらしフェスタくらしフェスタ

14：4：00～00～

同時開催

くらしフェスタくらしフェスタ
協賛各社による生活（くらし）を
テーマにした展示ブース

14：00～
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建築文化講演会のご案内

　少子高齢化が進む成熟社会が地方分権を押し進め、地域に根ざす人々にとって真に持続的発展のある地域
づくりをどの様に構築してゆくか…真剣さが問われる時代となって来ましたことから、今回、協働による地域
づくりの研究・実践で目覚しい活躍をされ、自らの職業を地域デザイナーと呼ばれています山崎一眞先生を
お招きし、下記により講演会を開催致しますので、多くの皆様に参加をいただきますようご案内申し上げます。

●開催日時：平成 21年 3 月 4 日（水） 15：00 ～ 17：00　　　●参 加 費：1,000 円
●場　　所：琵琶湖ホテル 3F るりの間    大津市浜町 2-40　　　●定　　員：120 名　　　　
●スケジュール：〔15：00～ 15：10 〕開会挨拶  ＊社団法人滋賀県建築設計家協会 会長  水原  　脩
　　　　　　〔15：10～ 17：00 〕これからのまちづくりを考える  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊滋賀大学産業共同研究センター 教授  山崎  一眞 氏
●主　　催：＊社団法人滋賀県建築設計家協会  ＊財団法人滋賀県建築住宅センター ＊社団法人日本建築家協会近畿支部滋賀地域会
●共　　催： ＊社団法人滋賀県建築士会  ＊社団法人滋賀県建築士事務所協会  ＊滋賀県建築設計監理事業協同組合
●申込方法：下記の申込書によりお申し込み下さい。 
●問い合せ先：社団法人滋賀県建築設計家協会　TEL：077-522-1460  FAX：077-526-0918

滋賀大学産業共同研究センター 教授 
１９４４年 広島生まれ 
１９７０年 早稲田大学大学院修了 
１９７０年 野村総合研究所入社、  
　　　  新社会システムセンター長を経て、  
　　　  ２００２年より現職 

《実績》  横浜みなとみらい２１事業、 埼玉新都市事業など多数参画 
《著書》  「地価と詳細都市計画」「社会実験一市民協働のまちづくり手法」 
　　　　「地域政策の道標」「彦根歴史散歩」など多数 
《貢献》   滋賀県都市計画審議会会長 滋賀県公共事業評価委員会委員 
　　　　彦根市都市計画審議会会長 東近江市都市マスタープラン策定委員会委員長 
　　　　ＮＰＯ法人彦根景観フォーラム理事長 彦根古民家再生トラスト理事長 など

山  崎　一  眞 氏のプロフィール 
やま　さき　　かず　 ま 

建築文化講演会参加申込書 

お申し込みはFAXにて・・・（社）滋賀県建築設計家協会〈FAX.077-526-0918〉   お問い合わせは… （TEL.077-522-1460） 

お 名 前  T E L事 務 所 名  

（社）京都府建築士会　青年部会フォーラム・セミナー担当会
　毎年ご好評いただいている建築家セミナーですが、今年度は建築家として住宅から美術館まで幅広く計画さ
れ、国内外で活躍されている青木淳氏をお迎えして開催いたします。青木氏は大学卒業後、磯崎新氏のもとで
水戸芸術館を担当し、その後独立されました。代表作に一連のルイ・ヴィトンの店舗（ルイ・ヴィトン表参道
で BCS 賞、ルイ・ヴィトン名古屋で愛知まちなみ建築賞）、遊水館、潟博物館（日本建築学会賞）、青森県立美
術館、SIA 青山ビルなどがあります。また建築作品だけでなく、U bis、DAIWA PHARMACY、などのインスタレー
ションの発表や「住宅論― 12のダイアローグ」「原っぱと遊園地」といった著作も多数出されていて、2005
年には芸術選奨文部科学大臣新人賞・美術部門を受賞されています。
　これからの建築を考える上で、貴重なお話が聞けるのではないかと思
いますので、多くの方のご参加をお待ちしております。

●日　時：2月 28日（土）     午後 2：30～ 4：30　　●参加費：無料
●会　場：京都大学  百周年時計台記念館  百周年記念ホール（左京区吉田）
●講　師：青木  淳氏　 ●定　員：500 名（事前申込要）　● CPD：2単位
●お問合せ・お申込先：（社）京都府建築士会事務局　 TEL：075-211-2857            
　　　　　　　　　　 HP http://www.kyoto-kenchikushikai.jp/

建築家セミナー2009

青 木  淳 氏講演会  「最近の仕事について」

１９５６年 神奈川県生まれ 
１９８０年 東京大学工学部建築学科卒業 
１９８２年 同大学院修士課程修了 
１９８３～９０年 磯崎新アトリエに勤務 
１９９１年 青木淳建築計画事務所設立 
＊日本建築学会賞、文化庁芸術選奨
　などを受賞 

青  木  　淳 氏のプロフィール 
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開 催 日　平成21年1月14日（水）

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（幹事）
（社）滋賀県建築設計家協会
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

平成20年度 二級・木造建築士免許証交付式開催

　平成 21年 1 月 14 日（水）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・

交付等のご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、女性部の方々のご協力が

あり、下記のとおり 10名の方のご入会がありました。

　　　●大津支部２名　 ●湖南支部１名　 ●湖東支部4名　 
　　　●湖北支部２名　 ●湖西滋賀支部１名

合同年賀会合同年賀会合同年賀会合同年賀会合同年賀会
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滋賀の地域リーダーを育てる
～滋賀県立大学近江環人地域再生学座の学座生募集～

滋賀県立大学人間文化学部生活デザイン学科　　　　 　
（近江環人地域再生学座担当）　  森　川　　  稔　

　滋賀県立大学では、平成 18 年 10 月に、「近江環人（おうみかんじん）地域再生学座」を開講した。
この学座は、社会人と大学院博士前期課程の院生を対象とする 1年間のコースで、これからの地域づく
りを支えていく人材の養成を目的としている。  
　「地域再生」とか「地域活性化」という言葉をよく目にするが、滋賀においても、琵琶湖を中心とし
た自然環境の保全や、湖北・湖西を中心とした中山間地域の再生は大きな課題である。農林業や地域産
業の振興、歴史風土の保全や地域景観の向上、中心市街地の活性化、さらにはコミュニティを元気にし、
自立した地域をいかに形成していくか、なども滋賀における地域再生の大きなテーマとなっている。
　地域の特性や資源を生かして、元気で自立した滋賀を築いていくことが、今、求められている。そう
したこれからの滋賀の地域づくりに、人材養成という側面から県立大学が社会貢献していく取り組みの
ひとつが、近江環人地域再生学座である。
　学座では、「地域再生学特論」、「エコ・テクノロジー特論」、「コミュニティ・マネージメント特論」、「地
域診断法特論」の 4つの科目と、「コミュニティ・プロジェクト実習 I」、「コミュニティ・プロジェクト
実習 II」の 2つの実習を、1年間で学んでもらうことになっている。実習 I では、具体的なテーマ・地
域について、地域再生課題の調査・発見・提案を行い、実習 II では環境共生技術を実践的に習得しても
らう内容になっている。地域特性を把握するための基礎知識と地域再生の取り組みを支える技術力の習
得に加えて、地域再生を推進する実践力を身につけてもらうように、履修プログラムを組んでいる。全
ての単位の取得者には検定試験を実施し、合格者には「コミュニティ・アーキテクト（近江環人）」の称
号を付与している。
　開設初年度の平成 18年度から 20年度の 3年間に 41名が入学している。このうち社会人は 19名で、
9名がコミュニティ・アーキテクト（近江環人）の称号を取得している。社会人の職業は、自治体職員、
民間企業など多岐にわたるが、建築士や建設業関係者が多くなっている。
　安全・安心、環境共生、快適環境、景観形成など、地域づくりに建築士や建設業関係者の果たす役割
は大きい。これまでのように、単に建物を設計したり、住宅地を開発するといった閉じたなかでの取り
組みではなく、周囲の自然環境や社会環境を踏まえての設計や建設が求められる。また、そうした取り
組みのなかで、地域づくりを進めるコーディネーターやリーダーとしての役割も期待されるのではなか
ろうか。
　建築士や建設業関係の方々に、われわれは大いに期待している。そうした方々に、近江環人地域再生
学座で学んでいただき、広い視野と知識、技術を身につけ、滋賀の地域づくりに活躍していただきたい
と思う。同封しているパンフレットと募集要項をご覧いただき、近江環人地域再生学座にチャレンジし
てくださることを願っている。

■りっとうは景観にこだわります
　平成 21年 4月 1日の栗東市景観条例の施行に向け、景観条例説明会を開催します。

■開催日程と場所
　栗東市景観条例説明会（すべての市民、関係事業者の方を対象）
　2月 16日（月）午後 7時 30分 ~ 栗東市中央公民館 大ホール

■お問い合わせ・・・
　栗東市建設部都市計画課　TEL：077-551-0349　 FAX：077-552-7000　
　　　　　　　　　　　　　　E-mail：toshikeikaku@city.ritto.lg.jp

栗東市景観条例説明会  開催概要
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青年部会事業報告　大原小学校総合学習 報告

「なぜ校舎に多くの木材がつかわれたのか」 
　旧校舎のスライドを見る事で、今の校舎との違い（木の多さ）を実感
してもらいました。 

第1回 「導入学習」 
２００８年１１月11日（火） 

「山の木は切らない方かいいの？ 
　　　　　　　　　切った方がいいの？」 
　森を手入れする事が環境保護につなが
る事を学び、実際に枝打ち・間伐を体験
しました。また間伐材が森林組合にて有
効利用されている状況を見学しました。 

第2回 「夫馬の森で間伐体験・森林組合見学」 
２００８年１１月1８日（火） 

「製材所にたくさんある木はどこからやってきたのか」 
　製材所には県内の木もあれば、海外からやってきた貝殻がついている
木もありました。また原木が加工される過程も見学しました。 
 

第3回 「製材所見学」 
２００８年１２月５日（金） 

「なぜ校舎に多くの木材がつかわれたのか」 
　校舎に木を使う事で温かみのある学習
環境を得られ、さらに地元間伐材を使う
事（地産地消）により「森の手入れが進み、
山が水を蓄えれる（緑のダム）ようになり
土砂崩れ等の災害防止になる」「輸送によ
るCO2排出の抑制」「地元産業の活性化」
に繋がる事を学びました。 
　また間伐材を利用した木のパズルや大
工体験をしました。 

第4回 「復習・環境学習・木のパズル・大工体験」 
２００８年１２月８日（月） 

　青年部会は昨年 11月 11 日（火）から全 4回で大原小学校 5年生を対象とした総合学習を開催しました。

大原小学校は建て替えの際に、地元の間伐材を多く使用しています。今回は「なぜ校舎に多くの木材がつか

われたのか」を調べるため、子供たちと一緒に木の流通経路をたどりました。
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（社）滋賀県建築士会 大津支部・湖西滋賀支部 「平成20年度 フォーラム」参加申し込み用紙 

お申し込みはFAXにて・・・大津支部事務局  〈FAX.077-527-3764〉 

お 名 前   連絡先 ご 住 所  所属支部名 会員・非会員 

支部 

支部 

　コロンブス家が 3代に亘って住んでいたという私邸である。2階建て
の建物で現在は博物館（有料）になっている。2階の東側のテラスから
はオサマ川が見渡せる。使われていた食器類、彼等が寝室として使用し
ていたベッドなど彼等の当時（16世紀当初）の生活ぶりが伺える。私の
大発見は、コロンブスとその息子ディエゴの 2人揃った肖像画である。
そして建物の前はいろんな催しが開かれる大きな広場になっている。そ
の名はスペイン広場。1000 ペソ紙幣（裏面）のデザインにも採用され
ている由緒ある建物である。余談であるが 1000 ペソ紙幣の表は大統領
官邸（palacio nacional パレシオ・ナショナル）がデザインされている。

　 標記の件につきまして、下記のとおり計画を致しました。多くの皆
様方のご参加をお待ちしております。

1. 開催日時：平成21年2月20日（金） ＊13：30（受付開始） ＊14：00（開会）

2. 開催場所：大津市市民文化会館 多目的ホール
　　　　　　（大津市御陵町 2番 3号 　電話：077-522-7165）
　　　　　　※会場は、駐車場の確保が難しいので公共機関（電車、バ
　　　　　　　ス）をご利用下さるようお願いします。　

3. 参加定員：100 名（申し込み締め切り前であっても、定員に達し次第
　　　　　　締め切ります。　

4. 申込締切日：平成 21年 2月 16日（月）　　　5. 参加費用：無料
6. フォーラム内容及び講師 
　（1）開会の挨拶（14：00～ 14：10）
　　　滋賀県建築士会 大津支部長　大津市都市計画部管理監
　（2）フォーラムの内容及び講師（14：10～ 16：30）
　　　●改正建築士法が及ぼす影響について……………講師  松村和夫氏
　　　●大津市屋外広告物条例について……大津市都市計画部都市景観課
　　　●旧志賀町の認定団地制度終了に伴う開発・建築許可基準の変更及び
　　　 大津市手数料条例改正について……大津市都市計画部開発調整課
　　　●住宅瑕疵担保責任保険について……（財）滋賀県建築住宅センター
　　　●その他、質疑応答等     
　（3）閉会の挨拶（16：30～ 16：40）
　　　滋賀県建築士会 湖西滋賀支部長　

7. 申込方法：参加の申し込み方法は下記申込み用紙に必要事項をご記入       
　　　　　　の上、滋賀県建築士会大津支部事務局宛にお願い致します。
　　　　　　 FAX：077-527-3764

第16回近畿あーきてくと地域実践活動発表会

地域から環境へ ～住み続ける「まち」と私たちの「くらし」～予 告

湖東支部

アルカサル・デ・コロン
（Alcázar de Colón）

大津支部・湖西滋賀支部
平成 20年度 フォーラムのご案内

　近畿建築士会協議会青年部会では、建築士の職能を活かした『まちづくり』、『環境』、『教育』、『福祉』、『健康』、
『地域の活性化』等様々な内容の活動発表会を実施しています。今回は『環境』を大きなテーマとし、発表会とパ
ネルディスカッションを行います。
　滋賀県からは、家庭で使用した廃食油からバイオ燃料へと精製し、発電機を利用して約
25万個のイルミネーションを点灯さるイベント『コトナリエ』の発表をしていただきます。
　他府県の方々の活動を知ることができ、また交流・意見交換等ができる良い機会
ですので、多くの方々のご参加をお待ちしております。
●日　時：平成21年3月28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 号出口すぐ・ 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）　　  ●定員予定人数：300 人　　　● CPD：4単位
●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。

1000 ペソ紙幣の背面のデザインにも採用さ
れている。

コロンブスとその息子ディエゴの
肖像である。



　

滋賀のヴォーリズ建築　近江ミッション住宅ダブルハウス（滋賀県近江八幡市池田町）
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　イギリスでは 1860 年代から、住宅建設ラッシュが始まり、産業革命の進展に
よって中流階級住宅が要求された。この動きはドメスティックリヴァイヴァル（=
住宅復興運動）と呼ばれ、この中で中流階級の新しい生活像 “ 職住分離 ” を反映し
た生産者住宅を求める実験が繰り返されることになったのである。イギリスでは、
ダブルハウスの様な 2軒 1棟や 3軒 1棟の住宅が多く残っている。近江八幡にお
いても、近江兄弟社の社員住宅として、ミニマムサイズで二重レンガ壁（界壁）を
境に 2軒の住宅を背合わせにしながら、快適性と機能性を工夫した巧みなプラン
ニングでまとめられている。例えば、居間と食堂の仕切りは大きな四折戸で、夏
は開けると風通しの良い涼しい広間になる。冬は閉めると北側の台所の冷気をシャットアウトでき、南東側から
直射日光を取り込み、暖かく過ごすことができる。
　日本の気候風土に順応し、かつフレキシブルに部屋を使いこなせる。ヴォーリズは日本古来の民家の発想を洋
風で体現させている。また、2軒の住宅の変遷をみると、住み手それぞれの住まい方の違いから増改築が重ねられ、
各々のプランが変化した様相が見られる。住まいが家族の生き方を素直に物語っているのだ。（石井 和浩）

平成21年度 一級・二級・木造建築士 定期講習 開催!

大正 10年当時のダブルハウス外観
（「住まい学大系 /011 ヴォーリズの住宅、著
者 : 山形政昭、発行所 : 住まいの図書館出版
局」より引用）

　

11 水 大安
12 木 赤口
13 金 先勝
14 土 友引
15 日 先負
16 月 仏滅
17 火 大安
18 水 赤口
19 木 先勝 理事会

20 金 友引

21 土 先負 近畿建築祭（京都大会）

22 日 仏滅 定期講習〈立命館大学〉

23 月 大安
24 火 赤口 事業計画・予算ヒアリング

25 水 友引
26 木 先負
27 金 仏滅
28 土 大安

1 日 先勝
2 月 友引
3 火 先負
4 水 仏滅
5 木 大安 ●三役会　●評議員会  

6 金 赤口 青年部会運営委員会

7 土 先勝 　

8 日 友引
9 月 先負
10 火 仏滅

青年部 研修旅行
2
月
の
暦

予 告
●申込用紙 配布・受付期間：3 月 2 日（月）～ 3 月 13 日（金）
●申込用紙 配布・受付時間：9：30～ 16：30　 ●申込用紙 配布・受付場所：（社）滋賀県建築士会
●講習日：平成 21年 6月下旬　　　　　　　　●講習場所：詳細は未定ですが、大津市内で予定

平成 20年 11 月 28 日に施行された新建築士法では、建築士事務所に所属する一級・二級・木造建
築士に対し、それぞれ定期講習を 3年ごとに受講することが義務づけられています。

機関誌「家」2009年号作品・原稿・広告募集のご案内

　機関誌「家」2009 年号にて掲載いたします『WORKS（会員の作品）』『会員の声』と会員並びに関係企業
様の広告の募集を行っております。皆様のご協力をお願い申し上げます。

■ サイズ・内容：〔WORKS〕A4サイズ 1P・1／２P・1／6P まで
　　　　　　　〔会員の声〕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。
　　　　　　　〔広　　告〕表紙3面A4サイズ1P、普通紙 A4サイズ 1P・1／２P・1／4P・1／6P・1／12P まで
■ 募 集 期 間：平成 21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
　　　　　　　 FAX：077-523-1602　E-mail：shiga-sa@mx.biwa.ne. jp
　　　　　　　※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）


