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滋賀の街道〔第７回〕
『東海道（土山宿〜鈴鹿峠）』
（甲賀市土山町）
草津より東海道は中山道と分岐して東へと向かう、石部宿〜水
口宿を過ぎ山越えの難所であった鈴鹿峠の麓に慶長六年（1601
年）に宿場として整備されたのが土山宿である。
西の松尾川（現在の野洲川）から東の田村神社の袂を流れる田
村川橋までの約2.5㎞の細長い宿場町であった、その宿場の中
心であった地に今も残る本陣（土山氏本陣）周辺は、地元住民
の景観保存への思いも高く、近年美しく整備されている。
また土山宿は多賀大社への参詣道として利用された御代参街道
の起点でもあり、宿場には本陣が二軒、旅籠屋が四十四軒あっ
たといわれている。
鈴鹿峠の東、坂下宿までの間は険しい山道であり峠越えを控え
た地点として旅人の宿泊地、物資の中継地として重要な役割を
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平成22年度 一級・二級・木造建築士定期講習開催のご案内
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が、開催回数と定員に限り
がございますので、未受講の方は早めの受講をお願いいたします。
●開
催
日：平成22年６月18日㈮
●開 催 場 所：ピアザ淡海
大津市におの浜1 1 20 ＊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。
●定
員：180名
＊
郵送による受講申込の受付は一切致しません。受講
●配布・申込期間：平成22年３月１日㈪〜３月12日㈮
申込書関係書類の記入内容の確認を行いますので、
●配布・申込時間：午前９時30分〜午後４時30分
必ず滋賀県建築士会へご持参下さい。（代理可）
●配布・申込場所：㈳滋賀県建築士会事務局
●配 布 価 格：無料（受講申込者１人に１部）
郵送での配布については、
「定期講習受講申込書希望」と明記の上、送付先住所・氏名を記
入したＡ４サイズの封筒に（1部希望の場合）140円切手を貼ったものを、(社)滋賀県建築士
会へ郵送して下さい。
●受 講 手 数 料：テキスト代を含む 15,750円（内消費税 750円）
時 間
●講習の時間割
９：00〜９：30
《予定》

内
容
受
付
９：30〜９：35
受講説明
・講習概要の説明、注意事項の説明
・建築物の建築に関する法令に関する科目
９：35〜15：55
講
義
・設計及び工事監理に関する科目
・建築物の建築に関する法令に関する科目
一級建築士
40問、正誤方式
・設計及び工事監理に関する科目
・建築物の建築に関する法令に関する科目
修了考査
二級建築士 ・ 建築物（法３条に規定する建築物を除く。）の設 35問、正誤方式
16：20〜17：20
計及び工事監理に関する科目
（テキスト持込可）
・木造の建築物の建築に関する法令に関する科目
木造建築士 ・木造の建築物（法３条及び３条の２に規定する建 30問、正誤方式
築物を除く。
）の設計及び工事監理に関する科目

お問合せ

項 目

㈳滋賀県建築士会事務局 TEL.077 522 1615

平成21年度
「すべての建築士のための特別総合研修」
（旧指定講習）
と
改正エネルギーの使用の合理化に関する法律の施行および
滋賀県建築基準法取扱基準の一部改正等に伴う説明会の開催
建築士会では、建築士法第22条の規定に基づく自己研鑽の講習として、
「すべての建築士のための特別
総合研修」を開催します。本年度は、新しいテキストにより設計・環境・業務など仕事に直結した「わかり
やすい講習」を予定しております。この研修は従来の知事指定講習に代わるものです。
さらに、同日の午後からは、改正エネルギーの使用の合理化に関する法律が４月１日から全面施行される
こと、また、滋賀県建築基準法取扱基準の一部が改正されたことにあたり、説明会を開催いたします。
ぜひご出席ください。
●講習内容：
『Ａ.Ｂ.一日講習』
か
『Ｂ．午後の部のみ』から選択して下さい。
●開 催 日：平成22年３月24日㈬
※Ａ.午前の部』
のみの受講は不可
●開催時間：Ａ．
午前の部
10：00〜12：00
Ａ．午前の部《
「すべての建築士のための特別総合研修」（旧指定講習）》
〈受付９：30〜〉
Ⅰ 戸建住宅コース
①改築・改修編
②共通事項編
Ｂ．
午後の部
Ⅱ その他
13：30〜16：30
Ｂ．午後の部《改正エネルギーの使用の合理化に関する法律
／滋賀県建築基準法取扱基準一部改正》
〈受付13：00〜〉
Ⅰ 改正エネルギーの使用の合理化に関する法律に伴う滋賀県規制
●開催場所：ピアザ淡海
および定期報告制度について
３階 大会議室
Ⅱ 滋賀県建築基準法取扱基準の一部改正(集会場、防火区画の支
（大津市におの浜1 1 20）
持材の耐火被覆等)について
●定
員：180名
Ⅲ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施工規制等の一
部改正について
Ⅳ その他

その他、詳細につきましては、会員のみなさまには別途ご案内させていただいておりますのでご覧ください。
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Doシリーズ

女性部会主催

No.53

デジカメによる建築写真の撮り方

実習PART2

〜今更聞けないデジカメの基礎〜
締め切り
延長します!!

２月号でご案内いたしましたが、まだ定員に達しておりませんので、締め切りを
３月19日㈮まで延長いたします。
詳細につきましては、２月号をご覧ください。多数の方のご参加をお待ちしております。

Doシリーズ

女性部会主催

No.54

水面に浮かぶ茶室の美

3単位

〜新入会員歓迎のための佐川美術館茶室見学研修及び交流会〜
Ｄｏシリーズ54回目は、佐川美術館「樂吉佐衛門館 茶室」にて研修見学を開催、その後新入会員の歓
迎会をかねた会員交流会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。もちろん
男性の方の参加も大歓迎です。
なお、準備の都合上、４月26日㈪までにお申し込みくださいますようお願いいたします。
●日

時：平成22年５月15日㈯

●場

所：㈶佐川美術館

10：30〜15：30

守山市水保町北川2891

TEL.077 585 7806

http://www.sagawa-artmuseum.or.jp/cgi-bin/index.cgi
●スケジュール

第一部

佐川美術館・茶室見学会

10：30〜13：00

第二部

新入会員歓迎意見交換会

13：00〜15：30（魚和）

魚和
●会

守山市守山一丁目14 11

TEL.077 582 2242㈹

費：
（会員）3,000円 （会員外）5,000円

●申 込 方 法：¡FAXで申し込みの上、参加費をお振込いただき、入金の確認をもって

樂吉左衞門館茶室 広間から
見える景色（初夏）

受付とさせていただきます。入金確認後、FAXにて受付書を返信させ
ていただきます。
¡参加費振込後のキャンセルによる返金はございません。参加者が入れ
替わる場合は、その旨のFAXをご送付願います。
●振

込

先：㈳滋賀県建築士会 郵便振替 口座記号番号 01010 9 21890

樂吉左衞門館茶室 広間から
見える景色（冬）

※個人名の記入をお忘れなく。 ※振込手数料は参加者負担でお願い致します。
●Ｃ

Ｐ

Ｄ：３単位

●会場へのアクセス： ■公共交通機関ご利用の方へ
JR守山駅西口階段下に10：00までにおいでください。佐川美術館までお送りします。送迎要に〇印を。
■自家用車でご参加の方へ
佐川美術館には、駐車場がございます。
■佐川美術館〜魚和、魚和〜守山駅まで車にて送迎いたします。

女性部会
お名前

水面に浮かぶ茶室の美
連絡先 TEL（当日連絡用）

お申し込みはFAXにて・・・
（社）滋賀県建築士会

FAX

2010.5.15（土）
会員

守山駅からの送迎

会員・会員外

要・不要

会員・会員外

要・不要

会員・会員外

要・不要

お問い合わせは…

事務局〈FAX.077-523-1602〉
（ TEL.077-522-1615）
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㈳滋賀県建築士会 青年部会、琵琶湖博物館はしかけグループ
『近江昔くらし倶楽部』

シリーズ

第２弾

〜知っているようで知らないことまだまだあります〜

『風景をつくる素材と技』〜土と左官〜
お申し込みまだまだ
お待ちしております!

日本の美しい風景をつくってきた風土素材のひとつである土壁。
建物の多様化により、昔はあたりまえに使っていた土壁も今では少なくなっています。

今回は、
『風景をつくる素材と技』のシリーズ第２弾として、左官職人の小林隆男さんを講師にお招
きし、滋賀県で取れた土や左官の技術等、土と左官の魅力についてたっぷりお話をしていただきます。
みなさんに土に触れてもらう実習タイムも用意しています！是非ご参加下さい。
日

平成22年3月20日㈯ 13：30〜16：30（受付13：00〜）
『土』に学ぶ：土のお話し

時

土と左官の魅力についてお話していただきます。

『土』に親しむ：左官の実演と実習
実際に小林さんに大津壁を塗っていただきます。
実習では男結びなど縄の結び方を教えてもらい土壁の中では最高級とい
われる
『大津磨き壁』
に今回特別に簡単にできる方法で挑戦します。

場

お茶タイム：みんなでお茶を楽しみながら意見交換をします。
琵琶湖博物館 屋外展示内 『生活実験工房』

所

草津市下物町1091

TEL.077 568 4811

駐車場有り
（参加者は駐車サービス券配布）

参 加

費

無料（※生活実験工房の入館料は必要有りませんが、琵琶湖博物館常設展示へ行かれる方は入館料必要）

そ の

他

汚れてもいい動きやすい服装でお越し下さい。
当日作った『大津磨き壁』はお持ち帰りいただきます。（サイズ30㎝×30㎝）

申込締切

平成22年3月15日㈪

当日連絡先

090 9161 1269（木村）

0 25 50

100 m

生活実験工房はココ
N

〈生活実験工房〉

講師プロフィール
草津烏丸半島港

小林 隆男（こばやしたかお）
1961年生まれ。滋賀県守山市在住。江州左官土舟代表。
主な仕事：藁の家（滋賀県、京都府、千葉県）
、石川県輪島
の土蔵修理、文化財修理など、一般住宅から土蔵、
へっついまで幅広く手掛ける。
掲載雑誌：CONFORT６月別冊「土と左官の本」
、CONFORT
6 2007 №96「土と左官の力」
、チルチンびと他。
執 筆：月刊「左官教室」（廃刊）。

青年部会

公共交通機関案内（※詳しくは琵琶湖博物館HPにて）
■電車（JR）
とバス
（近江鉄道バス）
①JR琵琶湖線草津駅下車。
（草津までは、JR琵琶湖線新快速、京都から
約20分、米原から約35分）
② 草津駅西口から、近江鉄道バス、烏丸下物線烏丸
（からすま）半島行き
乗車、琵琶湖博物館前下車。
（バス所要時間約25分）草津駅西口11：25，
55、12：40、13：25，55発
■タクシー
JR草津駅西口から約20分、JR守山駅西口から約20分、JR湖西線堅田駅
から約20分

あーき塾『風景をつくる素材と技』〜土と左官〜

支部

お名前

会社名

2010.3.20（土）
連絡先 TEL

支部
支部

お申し込みはFAXにて・・・
（社）滋賀県建築士会
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お問い合わせは…

事務局〈FAX.077-523-1602〉
（ TEL.077-522-1615）

近畿建築士会協議会青年部会 地域実践活動発表会 事業報告

近建青事業 近畿あーきてくと2010

『住育のススメ 〜ともに考える私たちのまちとくらし〜』

近畿建築士会協議会青年部会は、平成22年２月６日㈯に大阪市住まい情報センターにて
「近畿あーきてくと2010」を開催しました。たくさんの青年建築士の他、今回のテーマであ
る『住育』に関心を持っておられる学生さんや一般市民の方々にも多数ご参加頂きました。
第一部では、『住育』を大きなテーマとして、建築士が関わる社会貢献への取組みや、
一般市民の方々が取り組んでおられる地域での活動を、近畿２府４県のからの代表者７名
の方に発表頂きました。滋賀県からは、
『安曇川流域・森と家づくりの会』
の代表コーディネー
ター宮村太さんに、安曇川流域で取り組んでおられる地元の木材を使った家づくりと、施
主や一般市民を対象にした数々のワークショップの事例などをお話し頂き、その取り組みに
ついて、多くの参加者の関心を集めました。他府県からは、幼稚園児を対象としたものづく
り教室や小学生を対象としたお菓子の家づくり、修景を核としたまちづくり、里山保全など、
多種多様な『住育』の事例を発表頂きました。
第二部では、コピーライターで日本住育の会代表の竹島靖さんに『一億総住育のすすめ
作り手と住まい手の幸福な関係をめざして』と題した講演を行って頂きました。竹島さんの
著書「住育のすすめ住まいを考える50の方法」にも書かれている、自身の中古住宅購入体
験の話題を中心に、
住育の大切さを我々建築士に、
痛いほど伝えてくださいました。また、
「住
育カルタ」の制作などの大変面白そうな提言も頂きました。
第三部では、当会会員でもあるびわこ学院大学短期大学部教授谷口浩志先生にコーディ
ネーターを務めて頂き、第一部での各発表事業についての質疑・応答と、それらを絡めた
意見交換や未来への提言等を行って頂きました。
私たち建築士の一番身近なところにあるはずの『住育』について、取り組み方や考え方
など、少し考えさせられた発表会でした。
ご参加いただいた皆様、どうもありがとうございました。

㈳滋賀県建築士会
日 時
場 所

大津・湖西滋賀支部

平成21年度

宮村さんの発表（会場風景）

宮村さんの発表

竹島靖さんの基調講演

質疑応答

フォラムの御案内

平成22年3月19日㈮ 14：00〜16：30〈受付 13：30〜〉
大津市民文化会館 多目的ホール（大津市御陵町2番3号 TEL.522 7165）
※会場は、駐車場が少ないので、公共交通機関（電車、バス）をご利用ください。

定 員
参加費
内 容

共 催

100名（FAXによる申し込み先着順とし、定員になり次第締切ります。3/16最終締切）
無 料
１ 開会あいさつ
（14：00〜）
㈳滋賀県建築士会大津支部長
大津市都市計画部建築指導課長
２ フォーラムの内容
（14：10〜16：20）
講 師
・省エネ法の改正について
大津市都市計画部建築指導課
・住宅版エコポイント制度について
大津市都市計画部建築指導課
（休 憩 10分）
・建築確認手続き等の運用改善に係る説明会の報告 大津市都市計画部建築指導課
・大津市内における消防同意の概要について
大津市消防局予防課
・その他、質疑応答
３ 閉会あいさつ
（16：20〜16：30）
㈳滋賀県建築士会湖西滋賀支部長
㈳滋賀県建築士事務所協会
大津支部

お申し込先・お問合せ先 大津支部事務局 石倉工務店内

平成２１年度
お名前

フォーラム

ご住所

お申し込みはFAXにて・・・大津支部事務局

TEL.077 523 0537 （非通知不可）
FAX.077 527 3764

参加申込用紙
連絡先 TEL

2010.3.19（金）

所属されている団体すべてをご記入下さい
建築士会（

）支部

事務所協会（

）支部

建築士会（

）支部

事務所協会（

）支部

・会員外

・会員外

お問い合わせは…

石倉工務店内〈FAX.077-527-3764〉
（ TEL.077-523-0537）
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開催報告
平成22年２月13、14日（土、日）にイオンモー
ル草津店２階イオンホールにて「未来の家」立体
作品展を開催いたしました。
大津、草津市内の幼稚園から100点を超える「未
来の家」
、「未来の街」が集まりました。木材や粘
土、段ボールやペットボトル、お菓子の空き箱等
いろんな素材で作られた作品の出来栄えと子供た

「未来の家」立体作品展の様子

展示作品の見学者の様子

表彰式の様子、会場は親子連れで一杯でした

表彰式の様子、受賞の子供たち

機関誌「家」フォトコンテストを同時開催

建築士会、彦根工業高校からの出展模型

ちの想像力の豊かさに驚くばかりでした。出展作
品はどれも力作ばかりで各賞を選ぶのに審査員の
方々もご苦労を頂きました。
テーマである「家」は地域社会や街を作るとと
もに健全な家族が絆を築く場であり、子どもたち
の豊かな心を育む場所であるとしましたが、まさに
今回の立体展では、自分の作品や他の作品を見
ながら家族の会話も弾み、出展した家族の絆もさ
らに深まったようです。
また同時出展の彦根工業高校卒業制作模型と
建築士会会員の模型展示も好評を博し、多数の
方々が足を止め、見入って下さいました。
来場者数は延べ1,500人を数え、関係者の他、
一般のお客様にも多数見学いただけたことは建築
士会の存在と活動を知っていただく為にも大変有
意義な２日間となりました。

湖北支部通常総会のご案内
●日

時 平成22年４月24日㈯

●会 場 グランパレー京岩
午後１時…………………受付
午後１時30分……………講演会
「伝統木造建物の耐震診断と耐震改修」
講師

滋賀県立大学 高田豊文准教授

午後３時10分……………長浜市都市計画課「長浜市歴史的風致地区の維持向上計画」説明
午後３時30分……………賛助会会員の方による商品ＰＲタイム
午後５時00分……………通常総会
午後６時00分……………懇親会
今年も恒例のビンゴゲームを計画しております。会費￥1,000
今年は総会に先立ち「伝統木造建物の耐震診断と耐震改修」をテーマに滋賀県立大学

高田豊文准教授

に講演をお願いしております。
この講習では、これら伝統構法建物の耐震診断と耐震改修について、具体的な事例も交えて解説を行って
頂きます。
特に、昨年度の講習を踏まえ、一般診断法・精密診断法と、限界耐力計算による方法との違いを解説して
いただきます。是非講演会からご参加下さい。お申し込み・お問い合わせは、湖北支部事務局まで。
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支部だより

湖南支部
野洲市探訪

兵主大社と御上神社

●兵主大社

彦根支部
全国古式砲術鉄砲サミット in 彦根開催
３月20日、21日 井伊直弼と開国150年祭のイベントとして全

旧中主町にある神社で、祭
神は大己貴命別名八千予神で
す。奈良時代初めの創建で県
下でも有数の古社です。社伝
によると、３世紀後半ごろ滋賀
郡穴太（大津市）遷都にとも
ない穴太に社地が設けられました。さらに、欽明天皇の時代に
琵琶湖を渡って、現在地に遷され、社殿が造営されました。社
殿南側の庭園は、平安時代後期の作といわれ、池を中心とした
美しい名園で、
国指定の名勝です。秋には、
ライトアップされます。
●御上神社
御上神社の神体山・三上山
は俵藤太のムカデ退治の伝説
で知られています。境内の社
殿は、鎌倉時代後期14世紀初
めごろ整備されたと本殿・拝
殿・楼門等貴重な建物が今日
に残されています。

国古式砲術鉄砲サミットを開催。全国から23団体の鉄砲隊が終
結！！
是非ご来場を
お待ちしてます。

湖東支部

大津支部（訂正）

湖東の風景と町並み

第５回 おおつ塾 報告

皆さんは火天の城という映画を見られましたか？安土城建設
に携わった棟梁の話です。棟梁岡部又兵衛に織田信長が特命
で発注するも、家臣のよこやりでコンペで決めることに。その後
の展開はＤＶＤでご覧下さい。ここ数年来、近江八幡の八幡堀
や五個荘の町並みで頻繁に時代物の映画やドラマのロケが行わ
れ、観光の方も多く湖東というより滋賀の町並みに注目が集まっ
ていると思われます。映画やドラマで地元の風景や町並みが映
し出されるとうれしく思うのは私だけでしょうか？湖東支部では近
年、研修事業は出来る限り多府県の伝建地区や町並見学を行っ
ています。他所を見学することにより、地元のいいとこ悪いとこ
が見えてきます。それを地元に生かしていただければと思ってい
ます。
文責：副支部長 松宮

大津支部青年委員会は１月16日㈯に守山市木浜にある滋賀県
瓦工事協同組合さんにて第５回おおつ塾『風景をつくる素材と
技』〜瓦〜の勉強会を19名のご参加を頂き、㈳全日本瓦工事
業連盟青年部さんと共催で行いました。２部制で構成されていた
勉強会は普段日々、瓦を葺いておられる青年部さんのまさに実務
に基づいて作成された手作りの資料での瓦、瓦を取り巻く現状
の説明、また、瓦工事の実演と演習では屋根、瓦葺き部分を実
際に再現して頂き、いろんな部位の瓦や新商品、葺き方の違い
など見せていただきました。全体を通して、瓦工事業連盟青年
部さんの瓦に対する熱い思いとひたむきさがヒシヒシと伝わって
き、同じ青年層のある会として非常に多くの刺激を受けました。

新町

２月号の大津支部だよりの写真に誤りがありましたので訂正
し、再掲載いたします。

八幡掘
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3月の暦
H22.6開催 定期講習申込 12 金 先負 構築・連携特別委員会
配布・受付〈3月12日まで〉 13 土 仏滅
青年部研修旅行
2 火 大安
14 日 大安

・四役、委員長会議
24 水 仏滅 ・特別総合研修
・省エネ・取扱基準説明会

3 水 赤口

15 月 赤口

25 木 大安

16 火 友引

26 金 赤口

1 月 仏滅

4 木 先勝

・情報広報委員会
・機関誌「家」特別委員会

5 金 友引

17 水 先負

各委員会事業計画および
予算会議（ヒアリング）

6 土 先負

18 木 仏滅 青年部会運営委員会

7 日 仏滅

19 金 大安

8 月 大安

20 土 赤口 青年部あーき塾

9 火 赤口

21 日 先勝 春分の日

10 水 先勝

22 月 友引 振替休日

11 木 友引

23 火 先負

27 土 先勝
28 日 友引
29 月 先負
30 火 仏滅

Doシリーズ №53「デジカ
メによる写真の撮り方」

31 水 大安

新入会員のご紹介
支部

大

湖

氏 名

津

東

住所

支部

土肥 晶子

大

津

市

三浦 丈明

大

津

市

村林 克洋

大

津

市

津

市

望月 協子

大

市岡 恵輔

東近江市

伊藤

司

東近江市

内池 翔太

近江八幡市

杉本 弘樹

彦

根

市

谷口 弘和

蒲

生

郡

山田

東近江市

栄

湖

南

甲

賀

彦

根

湖西高島
湖西滋賀

氏 名

住所

石梶 芳典

東近江市

小谷 久幸

大

小林 峰樹

東近江市

藤木 智英

東近江市

辰己 弘至

東近江市

西川 達也

彦

根

市

川越

誠

高

島

市

圭介

大

津

市

𠮷田 和人

大

津

市

日

津

市

平成21年度2月理事会承認分

（甲賀市土山町）
『東海道（鈴鹿峠・常夜灯）』
土山宿東端に征夷大将軍坂上田村麻呂を祀った田村神社がある、その脇
を流れる清流「田村川」に架かる橋は広重の東海道五拾三次・土山に描か
れた所として知られる、近年橋が復元され東海道を巡る現代の旅人が往来し
ている。
この橋から東へ約6㎞の頂に日本三関の一つであった鈴鹿峠がある、伊勢
と近江の国境にあたる峠には自然石の巨大な常夜灯（正式名「金毘羅大権

近年復元された
「田村川橋」

現永代常夜灯」）が立っている、金毘羅参りの講中の安全を祈願して建立さ
れたとされる。
峠に立つと東西の視界が広がり、眼下の景色からは峠道の険しさを感じる
とともに、往時の人々の姿が目に浮かんでくる。車社会に生きる現代人には、
いにしえの旅人の見た常夜灯や峠に対する思いの深さは計ることもできない。 鈴鹿峠に建つ「金毘羅大権現永代常夜灯」
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