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住井邸（旧 住井歯科医院 本院）

1930 年　東近江市　木造 2階建　

翌年には日野町に分院を建設し、こちらも現
存している。住宅らしく、落ち着いた色合い
の瓦を使用しているが、スタッコの壁や建具
周りの装飾、納まりに、ヴォーリズ建築の特
徴がよく現れている。（写真：谷口 浩志）
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　本年度の女性部会の全員会議（通常総会）を下記の通り、開催いたします。

　新入会員の歓迎会もかねまして≪おめでたい吉祥の庭園を持つ・大池寺≫にて総会を行い、風香る甲賀路

を肌で感じながら≪陶器の街信楽での交流・散策≫の場を計画いたしました。是非ともご出席くださいます

ようご案内いたします。　

●日 時：平成 21 年 5 月 16 日（土）　10：20 ～ 15：20

●場 所：大池寺（蓬莱庭園） 甲賀市水口町名坂 1168

           　TEL：0748-62-0396　

●スケジュール：

   ◆第一部　女性部会全員会議（通常総会）10：20 ～ 11：05

       議　事   （1）平成 20 年度事業報告の件

　　　　　   （2）平成 21 年度事業計画案承認の件

　　　　　   （3）その他　

   ◆第二部　新入会員歓迎会 ≪会 費 2,000 円≫

        　　　   ① 新入会員歓迎見学会  11：05 ～ 12：05 
　　　　　　 　（新緑の大池寺見学）　

        　　　   ② 薫風の甲賀路     　　12：05 ～ 12：45
　　　　　　 　（R307 をマイクロバスで）　

        　　　   ③ 新入会員歓迎懇親会  12：45 ～ 14：15 
　　　　　　 　（魚仙 0748-82-0049）　

        　　　   ④ 新入会員歓迎ウォーク 14：15 ～ 15：20
　　　　　　 　（陶器の街信楽散策）　

※ 公共交通機関ご利用の方へ

　 貴生川駅の北側ロータリーに 10：00 までにおいでください。大池寺までお送りします。　

※ 自家用車でご参加の方へ

　 大池寺には、駐車場がございます。　

※ 帰りの交通について

　 信楽高原鉄道  信楽駅 15：55 発  貴生川行き　貴生川駅には 16：18 着　

●ご出席くださいます方は、下記参加申込に必要事項をご記入の上、FAX していただくか、参加申込の内容

　をご記入の上、メールにて送信ください。

　なお、準備の都合上、5 月 8 日（金）までにお申込くださいますようお願いいたします。

平成21年度 女性部会全員会議（通常総会）参加申込 

●FAXでのご返信は・・・（社）滋賀県建築士会 事務局〈FAX：077-523-1602〉 
●メールでのご返信は・・・上記内容をご記入の上〈Email：ｓｈｉｇａ－ｓａ＠ｍｘ．bw.dream．ｊｐ〉 

お 名 前  

第 1 部  

第 2 部  

参加する ・ 参加しない  
希望する ・ 希望しない  

貴生川駅→大池寺 
までの送迎 

参加する ・ 参加しない  

所属支部 
支部 

平成21年度  女性部会全員会議（通常総会）
開催のご案内
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本年度の通常総会を下記の通り開催いたしますので、ご出席いただきますようお願いいたします。

また、総会にさきがけ、見学会を行いますので合わせてご出席ください。

なお、会員のみなさまには、後日、ご案内を送付させていただきます。

記

●日   　時：平成21年 5 月 30日（土）　

●見 学 会：大津祭曳山展示館（展示館見学、祭囃子の観賞）　　　13：00 ～ 14：00

　　　　　　　　大津市中央 1 丁目 2-27  丸屋町商店街アーケード内（中町通り）

　　　　　　　　TEL：077-521-1013

　　　　　　募集人数　50 名

　　　　　　集合時間　12：30（見学会現地）

　　　　　　集合場所　大津祭曳山展示館（JR 大津駅、京阪浜大津駅より徒歩 5 分）

　　　　　　　　　　　大津プリンスホテルより見学会場ゆきバス 12：15 発　

●通常総会：大津プリンスホテル　　    　　　　　　　　　　　   15：00～ 17：00

          　　　　  滋賀県大津市におの浜 4-7-7　TEL：077-521-1111　

●申込〆切：準備の都合上 平成21年 5月22日（金）まで

        　　　　  ◎ ご出席の有無を必ずご返信ください。（ご欠席の方は委任状をお出しください。）　

        　　　　  ◎ 懇親会がございますのでお車でのご来場はご遠慮ください。

　平成 20 年 11 月 28 日に施行された新建築士法の規定により、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付けられています。なお、経過措置として、
平成 24 年 3 月 31 日までに最初の定期講習を受ければいいこととなっています。　

◆今後の開催日≪予定≫◆

開催予定日：平成21年 9 月 26日（土）　滋賀県立大学（彦根）   定 員 150名
開催予定日：平成21年12月 17日（木）   ピアザ淡海（大津）　定 員 250名

※詳細につきましては、後日ホームページおよび会報誌等でご案内します。　

◆受講申込関係書類の配布◆

配布期間：＊平成 21 年 9 月 26 日開催分…5 月 25 日（月）～ 6 月 12 日（金）  
　　　　　＊平成 21 年 12 月 17 日開催分…9 月頃

配布時間：午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分

配布場所：（社）滋賀県建築士会事務局および各支部事務局（詳しくは下記本会事務局までお問い合わせください。）

配布価格：無 料（受講申込者 1 人に 1 部）　

◆受講申込の受付◆

受付期間：＊平成 21 年  9  月 26 日開催分…6 月 1 日（月）～ 12 日（金）　
　　　　　＊平成 21 年 12 月 17 日開催分…9 月頃

受付時間：午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分

受付場所：（社）滋賀県建築士会事務局

※郵送による受講申込の受付は一切致しません。受講申込書関係書類の記入内容の確認を行いますので、必
　ずご本人が滋賀県建築士会へご持参下さい。　

◆受講手数料◆　テキスト代を含む 15,750 円（内消費税 750 円）　

※期間中であっても、申込書の配布部数が予定枚数に達した場合、配布および受付を終了します。　

●お問合せ：（社）滋賀県建築士会事務局 TEL：077-522-1615

平成21年度 一級・二級・木造建築士定期講習今後の開催予定

平成21年度 通常総会の開催について
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Ⅰ あなたの性別をお聞かせ下さい。 
①男性…７７名 
②女性…７１名 
③無回答…４名 

Ⅳ 本日の「丸山和也氏講演会」は何でお知りになりましたか？（複数回答可） 

Ⅱ おいくつですか？ 
①１０代…６名 
②２０代…６名 
③３０代…１９名 
④４０代…３０名 
⑤５０代…３８名 
⑥６０代…３９名 
⑦７０代…１４名 
⑧８０代…０名 
⑨無回答…０名 

Ⅲ 一般の方ですか？ 
①一般…１２６名 
②建築士会会員…２３名 
③無回答…３名 

一般・会員 

一般 
83% 

無回答　2% 

会員 
15% 

年令 10代 
4% 

20代 
4% 

30代 
13% 

70代 
9% 

60代 
25% 

50代 
25% 

①建築士会ホームページ…11名 
②広報おおつ…１５名 
③ポスター…２０名 
④チラシ…１３名 
⑤読売新聞「しが県民情報」…８名 
⑥リビング滋賀…２６名 
⑦滋賀ガイド…２名 
⑧知り合いからの紹介…６２名 
⑨自治会の回覧板…２名 
⑩その他…１３名 
⑪無回答…１名 
 

50歳代以上 建築士会ホームページ 
9% 

広報おおつ 
11% 

ポスター 
12% 

チラシ 
6% 

読売新聞「しが県民情報」 
6% 

滋賀ガイド 
2% 

自治会の回覧板 
1% その他 

8% 

知り合いから 
の紹介 
30% 

リビング 
滋賀 
15% 

Ⅴ　丸山和也氏講演会の申し込み状況 

TEL 
3% 

一般 

携帯メール 
6% 

はがき 
1% 

当日 
14% 

FAX 
55% 

パソコン 
メール 
22% 

Ⅵ 本日の講演会、その他の催し物等で良かったものは何でしょうか？（複数回答可） 

①丸山和也氏講演会…１２８名 
②協賛各社による暮らしフェスタ…２４名 
③ベニヤドーム…９名 
④木のパズル…９名 
⑤その他…３名 
⑥無回答…１８名 

Ⅶ 皆様が今後ご希望される企画等ありましたらお答えください。（複数回答可） 

①本日のような著名人の講演会…１１６名 
②ベニヤドーム、木のパズル…１２名 
③建築に関する無料相談会…４６名 
④その他…８名 
⑤無回答…２４名 

40歳代以下 

ベニヤドーム、 
木のパズル 
7% 

その他　4% 

本日のような 
著名人の講演会 

56% 

建築に関する 
無料相談会 
22% 

無回答 
11% 

50歳代以上 

ベニヤドーム、 
木のパズル 
5% 

その他　4% 

本日のような 
著名人の講演会 

56% 

建築に関する 
無料相談会 
23% 

無回答 
12% 

　３月１４日に開催いたしました丸山和也氏講演会のアンケート集計結果を掲載いたします。 
　今回一般の参加者の方に多数回答を頂き、非常に興味深い結果となりました。この結果を今後の事業に上手く反映できればより良
い活動ができるのではないかと思います。最後にアンケートにご回答頂きました会員の皆様に御礼申し上げます。 

丸山和也氏講演会のアンケート集計結果 丸山和也氏講演会のアンケート集計結果 

会員 無回答　4% 

建築士会 
ホームページ 
29% 

チラシ 
21% 

その他 
17% 

知り合いから 
の紹介 
21% 

ポスター 
8% 

一般 
広報おおつ 
10% 

読売新聞 
「しが県民情報」 

5% 

建築士会 
ホームページ 

3% 

知り合いから 
の紹介 
38% 

リビング 
滋賀 
19% 

チラシ 
5% 

ポスター 
12% 

滋賀ガイド 
1% 

自治会の回覧板 
1％ 

その他 
6% 

広報 
広報おおつ 

ポスター 
12% 

チラシ 
8% 

読売新聞 
「しが県民情報」 
　　5% 

無回答  1% 

6% 

リビング 
滋賀 
15% 

知り合いから 
の紹介 
36% 

自治会の回覧板 
1% 

その他 
8% 

建築士会 
ホームページ  9%

滋賀ガイド  1% 

40歳代以下 建築士会ホームページ 
2% 広報おおつ 

5% 

読売新聞 
「しが県民情報」 

3% 

滋賀ガイド0% 

その他 
6% 

チラシ 
9% 

リビング 
滋賀 
16% 

ポスター 
11% 

自治会の回覧板 
2% 

性別 

女性 
47% 

男性 
50% 

無回答　3% 

小計 3 9 163 
合計 202 

事務局にて 6  0  
当日 5  23 

TEL 1 5 
はがき 1 2 

携帯メール 1 10 
FAX 2 3 88 

申し込み方法 会員 一般 
パソコンメール 2 35 

よかったもの 

暮らしフェスタ 
12% 

木のパズル 
5% 

その他  2% 

無回答 
9% 

ベニヤドーム 
5% 

丸山和也氏 
講演会 
66% 

希望の企画 

ベニヤドーム、 
木のパズル 
6% 

本日のような 
著名人の講演会 

56% 

建築に関する 
無料相談会 
22% 

無回答 
12% 

その他　4% 

40歳代以下 

暮らし 
フェスタ 
8% 

ベニヤ 
ドーム 
7% 

木のパズル 
5% 

無回答  7% 

丸山和也氏 
講演会 
73% 

会員 パソコンメール 
5% 

携帯メール 
3% 

TEL 
3% 

はがき 
3% 

当日 
13% 

事務局にて 
15% 

FAX 
58% 

50歳代以上 

ベニヤ 
ドーム 
4% 

木のパズル 
4% 

その他  3% 

無回答 
10% 

暮らし 
フェスタ 
16% 

丸山和也氏 
講演会 
63% 

知り合いから 
の紹介 
46% 

40代 
20% 
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《Ⅳ．本日の「丸山和也氏講演会」は何でお知りになりましたか？》のその他の回答 
●〔30代・男性・会員〕士会からのメール 
●〔40代・男性・一般〕協賛会社 
●〔50代・男性・会員〕士会支部広報 

●〔40代・女性・一般〕インキュベーション 
●〔50代・女性・一般〕士会さんよりのお誘い 
●〔50代・女性・一般〕主人より 

●〔50代・男性・一般〕商工会建築部会 
●〔50代・男性・会員〕建築士会 
●〔20代・女性・一般〕紹介 
 

●〔60代・女性・一般〕BBC 
 

≪Ⅵ．本日の講演会、その他の催し物等で良かったものは何でしょうか？≫のその他の回答 
●〔60代・男性・一般〕士会・建築士のPR ●〔60代・女性・一般〕もう少し催しを広げて ●〔70代・男性・一般〕もう少しいろんな催しを。早く来すぎて時間をもてあましました。 

 

建築士会の印象はどうでしたか？ 

≪Ⅶ．皆様が今後ご希望される企画等ありましたらお答えください≫のその他の回答 
●〔30代・男性・一般〕よかった 
●〔30代・男性・一般〕気軽に相談できる場をつくってほしい 
●〔40代・男性・会員〕炊き出しみたいな催し物に相乗り企画 
●〔50代・男性・一般〕エコにつながる様な展示、また楽しいエコ活動体験、地震対策など 
 

●〔50代・男性・会員〕見学会 
●〔50代・男性・一般〕環境・新エネルギーをテーマ、エコな住居提案 
●〔60代・男性・一般〕建築士のPRを頑張って下さい 
●〔60代・男性・一般〕来年度もぜひこのような講演会を開催して欲しい！ 

この講演会で気づいたところ・感想など 

●〔70代・無回答・一般〕良好 
●〔10代・男性・一般〕わかりやすく積極的に活動をしていていいと思いました。 
●〔20代・男性・会員〕京都より良い印象でした 
●〔30代・男性・一般〕あまりよくわからなかった 
●〔30代・男性・一般〕若手の建築士が行動をおこそうとしている姿勢が感じられた。 
●〔30代・男性・一般〕内容も良くわかり、もっと外に出て行けばよいと思う 
●〔40代・男性・一般〕よく分かった 
●〔40代・男性・一般〕様 な々活動をされているのが良く理解できました。今後も幅広い活動をされることを期待します。 
●〔40代・男性・一般〕礼儀正しく良い 
●〔40代・男性・一般〕大変良い印象に思えました 
●〔40代・男性・一般〕頑張っていらっしゃると思います 
●〔40代・男性・一般〕身近に接していこうと努力されている気持ちは感じるが、今後も地道に努力されること
　　　　　　　　　を祈ります。ダイワ・セキスイに負けず独自のカラーを出してPRに努めて下さい。 
●〔40代・男性・一般〕特に印象はありません。 
●〔40代・男性・会員〕明るく元気なイメージを出して欲しい。あいさつひとつで変わることもある。 
●〔50代・男性・一般〕建築士会て何なのか一般人にはわかりにくかったので、もっと簡単に説明（５分程度で）
　　　　　　　　　があったほうが良いのでは？建築士会関連者には簡単すぎると思いますが…。 
●〔50代・男性・一般〕良くわかりません。 
●〔50代・男性・会員〕私は士会々員で妻と同伴でしたが、妻の士会への印象は１ポイントアップのようです。 
●〔50代・男性・一般〕プロモーションビデオは、内容・画面・音質含めて古くさい。何をアピールしたいのかわ
　　　　　　　　　かりにくい。見た人が建築士会に入りたいと思う様なものにした方が良いのでは？ 
●〔50代・男性・一般〕とてもまとまっている感じがした 
●〔50代・男性・一般〕活動が良く理解できました。ちょっとイメージ・好感度アップした。 
●〔50代・男性・一般〕真面目に仕事に取り組んでおられると思った 
●〔50代・男性・一般〕色 な々活動をされており、今後も頑張ってもらいたい 
●〔60代・男性・一般〕私も建築士であり出身県（岡山）では士会会員でした。転勤で本県に来て30年になりますが、
　　　　　　　　　転勤生活でしたのでその後は会員になっていません。今回のような会の開催をお願いします。 
●〔60代・男性・会員〕士会のPRのビデオもあり、多少のPRが出来てよかったと思います。 
●〔60代・男性・一般〕いままで知らなかったのでよく分かりました 
●〔60代・男性・一般〕活発な活動をされていると感じた 
●〔60代・男性・会員〕上  々
●〔60代・男性・一般〕今までまったく知ろうとしなかったし、かかわりがなかった。少しは相談窓口を知ったと思う。 
●〔60代・男性・一般〕まじめ①着工がおくれて不況の一因になっていることを早く対策してほしい（建築確認
　　　　　　　　　申請）②耐震強度UPのために活動してほしい 
●〔60代・男性・一般〕会員でもなく今まで知らなかった 
●〔60代・男性・一般〕建築士会の活動内容を知ることが出来ました。 
●〔60代・男性・一般〕もう少し何を目的にしているのかはっきりしない組織である → PR映画で理解できました 
●〔70代・男性・一般〕耐震問題でイメージダウンしたものを盛り返す努力が必要 
●〔70代・男性・一般〕幅広く社会活動とフィランソロフィー（慈善活動）をやっている団体ですね。今後の発
　　　　　　　　　展を祈念します。 

●〔10代・女性・一般〕建築士ときくと、家を建てるイメージしかなかったが、いろんな事業をやってるんだとなぁと思った。
●〔10代・女性・一般〕good ^_^ 
●〔20代・女性・一般〕とても良かったです。 
●〔20代・女性・一般〕もっと堅く、怖いイメージだったけど、若い方も多くいろんな活動をされていることにびっく
　　　　　　　　　りした。小学校の総合学習など、地域密着の活動はすごく良いなと思いました。 
●〔30代・女性・一般〕スタッフの方々の対応がとてもさわやかで良い印象を持ちました。 
●〔30代・女性・一般〕建築士が一般市民に何をしてほしくてこのつどいをしたのか、一言でわかりやすく説
　　　　　　　　　明してほしかった。 
●〔30代・女性・一般〕パネルやホームページなどでいろんな活動をされている事を知りました。これからもがんばって下さい。 
●〔30代・女性・一般〕敷居が高く一市民とは関わりのないと思っていたが、このような催しがあるといいです。 
●〔30代・女性・一般〕建築だけでなく、色 な々事に取り組まれているなと思う。 
●〔40代・女性・一般〕親切だった。 
●〔40 代・女性・一般〕青年層が頑張っている会はいいことだと思うし、もっと頑張っている姿を多くの人にわ
　　　　　　　　　かってもらえる場所があればいいと思う。お金に関係なく頑張っている姿が良かった。 
●〔40代・女性・一般〕特になし 
●〔40代・女性・一般〕よかったです。がんばって下さい！ 
●〔40代・女性・一般〕このような機会を設定いただきありがとうございます。 
●〔40代・女性・一般〕試食会が良かったです。丸山弁護士さんの話しはとても人情味があってよかったです。 
●〔50代・女性・一般〕建築士会の存在のみならず活動も全く知りませんでした。丸山氏のネームバリューに
　　　　　　　　　参加したことで、知ることが出来て良かったです。 
●〔50代・女性・一般〕滋賀県に８カ所もあって、いろんな活動をされていることを知りました。 
●〔50代・女性・一般〕少しだけわかりました 
●〔50代・女性・一般〕建築士会なるものがある事を初めて知った。少し知識が広くなった。ありがとうございました。 
●〔50代・女性・一般〕とても楽しい話しでよかったです 
●〔50代・女性・一般〕初めて建築士会があるのかと知りました。一級・二級建築士がおられる事はしっていましたが。 
●〔50代・女性・一般〕暑い時や寒い時も現場で多くがんばっている人がいるということを聞きまして大変だなと思いました。 
●〔50代・女性・会員〕若い会員さんにもっと明るく参加してもらってください。じいさんばかりでは…。 
●〔50代・女性・一般〕建築士会の印象は、そんな会があったのか？と言う程のうすいものでした。が、今日足
　　　　　　　　　を運ぶことで良い印象がえられました。 
●〔60代・女性・一般〕良かったと思います 
●〔60代・女性・一般〕身近に建築士の方は知らないのであまりにピンときません 
●〔60代・女性・一般〕よい 
●〔60代・女性・一般〕よく分からない世界 
●〔60代・女性・一般〕良かったと思います 
●〔60代・女性・一般〕初めて知りました 
●〔60代・女性・一般〕活動をはじめて知った 
●〔60代・女性・一般〕良かったです 
●〔70代・女性・一般〕はっきりわからない 
●〔70代・女性・一般〕耐震リフォームの補助制度の紹介嬉しいが新築紹介も欲しかった。 
 

●〔70代・無回答・一般〕開演前までBGMを流したらどうか。 
●〔10代・男性・一般〕とくになかったです。 
●〔20代・男性・会員〕テレビのままで気さくな明るい方でした。 
●〔30代・男性・一般〕笑いもあり前向きな内容で楽しく聞かせてもらいました。ありがとうございました。 
●〔30代・男性・一般〕とても有意義で、会のイメージアップにつながったと思います。 
●〔30代・男性・一般〕大変元気をもらいました。いい講演会でした。 
●〔40代・男性・会員〕もっと話が上手いと思っていたが、案外と話しベタだったのが残念 
●〔40代・男性・一般〕生きる活力というテーマはよかったと思います 
●〔40代・男性・一般〕①講演会に入る前の「前置き」が長い（ビデオ・あいさつ等）。②テーマと講演の内容
　　　　　　　　　が違っていて残念でした。 
●〔50代・男性・一般〕話術の巧みさ（流石）、話題の豊かさと自分の体験に基づく話に感動しました。さらな
　　　　　　　　　る活躍を願っています。 
●〔50代・男性・一般〕車で来場を控えて下さいと書いてあるのに車に乗ってきた人に誘導しているのはおか
　　　　　　　　　しいと思います。もっとモラルを守って下さい。 
●〔50代・男性・会員〕おもしろかった。全体の構成のバランスが良かった。 
●〔50代・男性・会員〕橋下さんと参加……（判読不能） 
●〔50代・男性・一般〕正直がっかりした。表題と関係のない話してくだらない退屈な話だった。お笑いか？政
　　　　　　　　　治家の講演？（田中角栄？）まじめに自然体でやって欲しかった。イメージが変わってし
　　　　　　　　　まった。何が言いたかったのか良くわからん。 
●〔50代・男性・一般〕話のスジが余り無かったが番組の裏話や政治の話などは面白かった。 
●〔50代・男性・一般〕私も何かにチャレンジしてみようと思いました 
●〔60代・男性・一般〕丸山氏を呼んだこの講演会は成功かな。多くの人が来て建築士のPRになったと思う。 
●〔60代・男性・会員〕講演者とパネルディスカッションが出来て違った企画で良かった　と思います。 
●〔60代・男性 一般〕長生きできるこつ…くよくよするな、よくかむ、違った趣味を持つ、でした。 
●〔60代・男性・一般〕人の生き方を導かれた 
●〔60代・男性・一般〕①なが生きする秘けつ：くよくよしない②参議院議員として元気に活動していただきたい 
●〔60代・男性・会員〕演台の照明をもう少し明るく。 
●〔60代・男性・一般〕good！ 
●〔60代・男性・一般〕ボード用ペンを準備しておいて下さい。ホワイトボードが見えませ　んでした。 
●〔70代・男性・一般〕自分で生きるようにとして人の話を聞かない人が多い 
●〔70代・男性・一般〕本日の丸山先生の講演の中で、①自己表現の為、自分らしい生き方を求める人は素
　　　　　　　　　晴しい②一生懸命やってゆくと次に何をするか見えてくる③元気は他からもらうのでな
　　　　　　　　　く自分の体からうみだすもの…の言葉はとても励ましと勇気を与えてくれた。 
●〔10代・女性・一般〕とても良い公演でした。年をとっても、自分のあえて興味のない分野へ挑戦するのも大
　　　　　　　　　切だなぁと思った。 
●〔10代・女性・一般〕”自分らしい人生をおくる”っておっしゃったことが心に残りました。丸山弁護士の前向き
　　　　　　　　　な考えに元気もらいました。CD買います。 
●〔20代・女性・一般〕ありがとうございました。 
●〔20代・女性・一般〕丸山さんはおもしろい人だと思いました。 
●〔20代・女性・一般〕また明日から頑張っていこうと思った。 
 

●〔30代・女性・一般〕ディスカッションへの流れの間に、たくさんの方が出て行かれ後半の話しを聞かずに帰
　　　　　　　　　られていったのは残念です。丸山さんは自由な方だなぁ…と思いました。 
●〔30代・女性・一般〕「ありがとう」と言う言葉の持つ力の大きさについてお話しされていましたが、私自身も
　　　　　　　　　そう感じる事があり、大変共感することができ、更に大切な言葉だと再認識しました。 
●〔40代・女性・一般〕100㎞マラソン80㎞の時、痛み止めの注射をされてのですか？ 
●〔40代・女性 一般〕マイクの調子が悪い？聞き取りにくい。 
●〔40代・女性・一般〕ターゲットの年齢が高めであったので少しどうかなと思いましたが、元気が出た人も多か
　　　　　　　　　ったんではと思います。 
●〔40代・女性・会員〕士会のアピールビデオが良かったです。パネルディスカッションで帰られた人が想像以
　　　　　　　　　上に多くて残念でした。 
●〔40代・女性・一般〕長生きの秘訣をいくつか聞けてよかったです。 
●〔40代・女性・一般〕シート（体育館）は入口から敷いて頂くと入場される方がつまづかないと思います。 
●〔40代・女性・一般〕あくしゅできてよかったです 
●〔40代・女性・無回答〕シートのつなぎ目が逆だと思います。足をひっかける人が多数みられ危なく思いました。 
●〔50代・女性・一般〕政治色はないとのことでしたが、上野氏だけ紹介されたのはいかがなものでしょうか。
　　　　　　　　　丸山氏の講演はとても期待していましたが、いつになったらテーマに迫る内容になるの
　　　　　　　　　かとずっと待っていましたが、テレビの裏話などより、ご自身の生き方をもっと語って欲し
　　　　　　　　　かったです。 
●〔50代・女性・一般〕くよくよせず脳を働かせチャレンジし、よくかむ事を実行して元気になり、夢を持って生き
　　　　　　　　　ていこうというお話を聞き、おもしろく聞く事が出来、大変良かったと思います。 
●〔50代・女性・一般〕マラソンの話とてもおもしろかったです。気さくな人柄が良かった。 
●〔50代・女性・一般〕見た目と違って、すごく努力されて、今の地位におられることが解りました。これからも頑張って下さい。 
●〔50代・女性・一般〕年をとっていくのでくよくよしないや脳を使うややりたくない事を進んでやるなど参考にな
　　　　　　　　　りました。ありがとうございました。 
●〔50代・女性・会員〕たのしくきかせていただきました。きけない話しをきかせていただきました。歌も「ゆめ」
　　　　　　　　　うたってもらいたかったです。 
●〔50代・女性・一般〕公演時間がもう少し早い時間帯でやってほしかったです。会場がわかりにくかったです。 
●〔60代・女性・一般〕気さくで楽しかった 
●〔60代・女性・一般〕一生懸命に生きると言う事良い勉強になりました 
●〔60代・女性・一般〕素朴な人柄が良かった。チャレンジし続ける姿勢に感動しました。 
●〔60代・女性・一般〕丸山和也氏を改めて好感を持てました。 
●〔60代・女性・一般〕楽しく聞く事が出来ました 
●〔60代・女性・一般〕テレビでみる人柄と変わりない話しぶりに感動。生きるという事に今一度目を向けること
　　　　　　　　　が出来た。年齢はずいぶんとっているが、自分らしく生活して行きたい。 
●〔60代・女性・一般〕初めてであまりわからなかったが、良かったです。 
●〔70代・女性・一般〕大変面白く拝聴致しました 
●〔70代・女性・一般〕おもしろかった 
●〔70代・女性・一般〕自然に人生を語られる。感動しました。元気の在り方は自分が産み出すものとの事、同感です。 
●〔70代・女性・一般〕長生の条件にあたえられた仕事をすると言うことを言われたがむずかしいように思えま
　　　　　　　　　すが、大切な事と思いますしそこに大きな人が出来ると思いますがなやみます。 
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平成20年度 4月理事会承認分 

支　部 氏　名 住　所 

湖 南 支 部 

湖 東 支 部 

彦 根 支 部 

湖 北 支 部 

川戸　 　浩 草 津 市  

氏　名 住　所 

堀居 　秀介 彦 根 市  

西村　 清文 蒲 生 郡  

田中 　　涼 野 洲 市  

大 津 支 部 日下山 靖幸 大 津 市  

村越 　浩司 近江八幡市 

森 　　忠男 伊 香 郡  

伴　　 政憲 草 津 市  

的場　 康司 米 原 市  

新入会員 
ご紹介 
新入会員 
ご紹介 

（社）日本塗装工業会近畿ブロック　理事　  岡  　　一 　郎

　（社）日本塗装工業会では、普及委員会の事業として、これまで本会が開発及び開発協力し、本会会員のみ
が施工し得る独自の工法として保有している工法や、地球温暖化問題で話題の「遮熱塗料」をご紹介する催し
を下記の通り企画することとしました。 この機会に改めて “ 塗装工事 ” を認識して頂き、その有効活用を積極
的採り入れて頂きますようご案内申し上げます。尚、今回開催しますセミナーは建築士の方々には CPD を取
得いただけるセミナーとなっております。（CPD 申請認定済）“3 単位 ”　

☆今回ご紹介する製品・工法  

　  Ⅰ. フレックススェード工法（内装用）ビニールクロスを剥がさず塗装できる高意匠性塗装工法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 環境対応：超低 VOC・超低臭・F ☆☆☆☆・可塑剤フリー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 機能 : 汚れ除去性・防カビ性・貼り紙防止

　  Ⅱ. フレックスコート工法（内外装用） 技能者の感性で様々な意匠を生み出せる塗装工法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・環境対応 : 超 VOC・低臭・F ☆☆☆☆

　  Ⅲ. 遮熱・高反射塗料           　　　     ヒートアイランド対策用塗装工法（屋根・道路）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 被塗物の温度上昇を低減し、放射量を減少させる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 被塗物の保護にも有効　

●開 催 日 時：平成 21 年 6 月 29 日（ 月）13：00 ～ 16：30
●開 催 場 所：大阪塗料会館 7F 　大阪市中央区久太郎町 1-8-9 　TEL：06-6262-4976

●受 講 料：無 料（ご自由にご参加下さい）　　　　　 ●定　　　員：90 名
●申 込 方 法：下記申込書に必要事項を記載の上、FAX にてお申し込み下さい。
●申込締切り：平成21年 6 月 1 日（月） 但し、定員に達し次第締め切ります。
●主　　　催：社団法人 日本塗装工業会
●対　　　象：官公庁、設計事務所、ゼネコン等建築士の方々   
●お申込・お問合せ先：（社）日本塗装工業会 近畿ブロック会事務局　TEL：06-6362-3326  FAX：06-6362-3341

（社）日本塗装工業会が中心となって開発した

『建築塗料及び塗装工法セミナー』のご案内

建築塗料及び塗装工法セミナー参加申込書 

お申し込みはFAXにて・・・（社）日本塗装工業会 近畿ブロック会事務局  〈FAX.06-6362-3341〉 

貴 社 名  

ご参加者氏名・役職 

所在地・電話、FAX

有 無 CPD3単位希望 有・無 

建 築 士 資 格 

1級　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  号 

2級（　　　　　　　）府 県　　　　　　　　　　　  号 

木造（　　　　　　　）府 県　　　　　　　　　　　  号 
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　世界遺産選定の記念碑がスペイン広場の一角に設けられている。
修復された植民都市時代の建物は 1990 年の世界遺産選定によって
大きく息を吹き返した。この国では初めてのことである。そして、そ
の後この国では世界遺産の選定は今日までない。選定されたエリア
は僅か 1.4km2 である。東はオサマ川、南はカリブ海である。16 世
紀初頭のサントドミンゴの繁栄紀の面影をたたえている。
　このように首都であって、かつ、ある区域が世界遺産に選定され
ている事例はハバナ（キューバの首都）や、キト（エクアドルの首都）
にもある。貴重な人類の文化遺産を大切に守りたい。

　平成 21 年 3 月 8 日（日）～
9 日（月）に浜松地場産業 静岡
濾布・航空自衛隊広報館エアー
パーク・大井川鉄道 懐かしい
SL の旅の見学研修を行ないま
した。　　　

　平成 21 年度彦根支部通常総会開催いたします。
●日時：平成 21 年 5 月 23 日 ( 土 )　●場所 彦根勤労福祉会館
 1 講演会  14：00
　「彦根城 城郭について」　講師 彦根城博物館 野田浩子 学芸員
 2 総　会  16：00
　議　事 （1）平成 20 年度事業報告および収支決算について  
　　　　 （2）平成 21 年度事業計画案および予算案について  
　　　　 （3）役員改選について  
 3 懇親会  17：00
　当日会費  ＊士会会員・賛助会員  ¥3,000 ／人
詳細につきましては、総会案内を郵送いたしますのでご覧ください。

　3月6日（金）、7日（土）の 2 日間、東京、晴海にある（社）東京建築士
会会議室にて開催された平成 20 年度全国委員長会議に参加してきま
した。全国の青年委員長及び青年委員を対象とした会議で『ワールド・
カフェ』というスタイルのワークショップを行うことで、活発な意見
交換を行い、各自、自分の地域に持ち帰り今後の活動に反映していく
のがねらいの会議であったように思います。ワークショップに先立っ
て、連合会理事でもある衛藤京都府建築士会長のご講演は「士会の活
動は大いに結構であるが、やはり本業は疎かにしてはいけない。」「青
年層は地に足をつけて活動しているというより『空中戦』になってしまってはいな
いか ?」という内容で、三月に大きな事業を抱えており、準備も大詰めに差し掛かっ
ていた私にとっては見透かされたような厳しい指摘のようにも聞こえました。
　～当然加入の建築士会をめざして～という今回の命題に帰結すべく、“ 建築士
会の組織に求められているもの ” と “ 青年建築士がこれからできること ” の二つ
のテーマについて盛んにワークショップが行われていきました。私が参加してい
たグループの中でも「建築士会に入っていることのメリットを !」や「もっと認知
度を上げるための広報活動を」、「将来の建築士を目指す学生にもっとアプローチ
する」など長らく滋賀の青年部会や近畿でも言われている意見が出、今、私たち
が感じていることは全国的にもあまり変わりがない慢性的な問題であることを再
認識できました。いろいろな人と意見を交換していくうちの中で「士会で何かをし
ていく前に我々建築士がもっとスキルを上げていくことが先決だ ! 意匠図だけで
は実際施工できないではないか」という高知の委員長さんや「我々は職能の団体で
ある。自己紹介するとき、自分の職種から話すべきで、どこの県から来ましたというのはどうかと思う。」という
静岡の委員長さんは特に印象的でした。二日間というごく限られた時間の中ではありましたが、多くの人と話す
ことが出来て刺激を受けたり、また滋賀、近畿という地域が士会の活動でも恵まれた環境にあるとういことも実感
できたりと、大変勉強になりました。（文責：炭本）

全国委員長会議に参加して

世界遺産選定を示すモニュメントがスペイ
ン広場の一角に設置されている。

彦根支部

見学研修会を開催いたしました。
＆

平成 21年度彦根支部通常総会開催

「サントドミンゴの植民都市はユネスコの世界
遺産の選定を受けたことをここに宣言する。」

湖東支部

世界遺産のしるし
inサントドミンゴ
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　近江鉄道の八日市駅前、本町商店街のアーケードを入ると、その一角に静かに佇む風情の住井邸がある。

元は歯科医院兼住宅として建設されたもので、玄関ポーチ横や門柱には、当時の名残が見えるが、現在は

住宅として使われている。通りに面した塀はレンガを積んだものだが、その表面をスタッコで覆い、さら

に部分的にレンガで装飾を施している。ヴォーリズの建物には時折

見られるが、この意匠は珍しい。

　日野町にある住井歯科医院別院も、現在は住宅として使用されてい

る。塀の意匠は異なるが、建物全体の雰囲気はよく似ており、玄関に

対して門の位置を少し右にずらした配置などにも、共通性が見られる。

　この建物の建設当時、ヴォーリズは県内各地で教会建築に携わっ

ている。大津や堅田、水口、今津などの比較的小規模な教会と、同

時期のものである。（谷口浩志）

　下記の日程で一級建築士受験申込書の配布・受付をおこないます。

受験申込書の配布　①配布期間：平成 21 年 4 月 27 日（月）～ 5 月 15 日（金）〈ただし、土、日、祝日は除く。〉
　　　　　　　　　②配布時間：午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分〈ただし、5 月 15 日（金）は午後 3 時まで〉
　　　　　　　　　③配布場所：

　

　
受験申込受付　　　①受付期間：平成 21 年 5 月 11 日（月）～ 5 月 15 日（金）
　　　　　　　　　②受付時間：午前 10 時～午後 4 時まで≪時間厳守≫
　　　　　　　　　③受付場所：（社）滋賀県建築士会  大津市におの浜 1-1-18 滋賀県建設会館 3 階  TEL：077-522-1615

  ※詳細につきましては、試験案内・受験要領または下記ホームページをご覧ください。

お問合せ先：（財）建築技術教育普及センター本部  TEL：03-5524-3105  ホームページ http://www.jaeic.or.jp/

12 火 先負

13 水 仏滅

14 木 大安

15 金 赤口 評議員会

16 土 先勝 平成 21年度
女性部会全員会議(通常総会)

17 日 友引

18 月 先負

19 火 仏滅

20 水 大安

21 木 赤口

22 金 先勝

23 土 友引

24 日 大安

25 月 赤口 定期講習申込書配布(6月12日まで)

26 火 先勝

27 水 友引

28 木 先負

29 金 仏滅

30 土 大安
●平成21年度青年部会通常総会
●平成21年度 本会通常総会

31 日 赤口

1 金 仏滅

2 土 大安

3 日 赤口 憲法記念日

4 月 先勝 みどりの日

5 火 友引 こどもの日

6 水 先負 振替休日

7 木 仏滅

8 金 大安 ●三役会　●理事会

9 土 赤口

10 日 先勝

11 月 友引 一級建築士試験申込受付(15日まで)

住井邸門塀

5月の暦

配　布　場　所 所　　　　在　　　　地 電　　　　話 

（社）滋賀県建築士会 大津市におの浜１-１-１８ ０７７（５２２）１６１５ 

　　　　〃　　　　甲賀支部 甲賀市水口町城東１-８  甲賀建設会館 ０７４８（６２）１０３０ 

　　　　〃　　　　彦根支部 彦根市小泉町７８-２１  （株）伊藤組 ０７４９（２４）６５００ 

　　　　〃　　　　湖西高島支部 高島市今津町中沼１-５-２  高島建設会館 ０７４０（２２）２２４１ 

建設業協会湖東支部 
 

東近江市東沖野４-１６-１８  （株）東近江建設会館 ０７４８（２２）２１２０ 

 　　〃　　 彦根支部 彦根市極楽寺町上箱４-１  彦根愛犬建設会館 ０７４９（２８）８１３０ 

 　　〃　　 長浜支部 長浜市小堀町２２２  長浜建設会館 ０７４９（６３）５１６１ 

（財）滋賀県建築住宅センター 草津市草津３-１３-２５  旧草津市庁舎３階 ０７７（５６９）６５０１ 

一級建築士試験に関するご案内


