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滋賀の街道〔第７回〕

中山道守山宿は、寛永19年守山宿として制礼が与

えられ江戸日本橋（板橋宿）から67宿目の宿場で

す。当時は、守山は東下りの一番目の宿場で「京

立ち守山泊まり」として旅人に知られていました。

写真左側の建物は、造り酒屋「宇野本家」で、守

山市は、国の認定をうけた中心市街地活性化事業

の一環で歴史回廊ネットワークの整備を進めてお

り、歴史文化の拠点として取得し「守山を知ろう館

（仮称）」として、活用するとのことです。

・ 第４回「建築士の日」フェスティ
バル開催のご案内………… 2

・平成22年度 一級・二級・木造
建築士定期講習６月開催分　
第２次申込受付のご案内

・平成22年度 通常総会の開催に
ついて……………………… 3

・二級・木造建築士登録申請窓
口が変わりました

・女性部会　Doシリーズ№54　
追加募集…………………… 4

・情報広報委員会　編集・企画
担当委員募集のご案内

・青年部会対外事業　米原市大
原小学校総合学習～森を守る
～建築から環境を学ぶ …… 5

・研修旅行2010 in 横浜　報告
・全国委員長会議報告……… 6
・建築士を探そうNET
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 大津支部・甲賀支部
 湖北支部・湖西高島支部

・４月の暦 …………………… 8
・田中みきおさんの中米見聞録
　〈第５回〉
・滋賀の街道

『守山宿』（旧中山道）
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　私たち建築士の活動を広く県民の皆様に知っていただ
くと共に、われわれ建築士の社会的役割や建築士会のア
ピールを目的に、彦根会場（ビバシティ彦根）にて「建
築士の日」フェスティバルを開催いたします。
　会場では、地域の子供たちによるオープニングセレモ
ニーの他、耐震、リフォーム等の相談会、作品展示会、
ベニアドーム、積み木パズル、お遊びコーナー等色々な
企画を用意し県民の皆様をお迎えする予定です。
　会員の皆様をはじめ、青年部、女性部、彦根支部の
皆様のご協力をお願いいたします

第４回「建築士の日」フェスティバル開催のご案内

　３月号にてお知らせいたしました平成22年度一級・二級・木造建築士定期講習を６月18日に開催いたします。
　第２次申込受付を行いますので、受講くださいますようご案内いたします。

◆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、㈳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）

◆講習の時間割《予定》

時　　間 項　　　目

９：00～９：30 受　　　　　　　　 付

９：30～９：35 受　　 講　　 説　　 明

９：35～15：55 講　　　　　　　　 義

16：20～17：20 修了考査（テキスト持込可）

＊ 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。
＊ 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、必ず滋賀県建築士会へご持
参下さい。（代理可）

お問合せ ㈳滋賀県建築士会事務局 TEL.077‒522‒1615

◆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
◆定 員：180名
◆配布・申込期間：平成22年３月29日㈪～４月16日㈮
◆配布・申込時間：午前９時30分～午後４時30分
◆配布・申込場所：㈳滋賀県建築士会事務局

昨年のフェスティバルの様子

まちづくり委員会

第２次申込受付のご案内
平成22年度 一級・二級・木造建築士定期講習６月開催分

●日　 時：平成22年６月26日㈯
ＡＭ10：30～ＰＭ３：00

●と こ ろ：ビバシティ彦根
（彦根市小泉町）

JR南彦根駅より徒歩５分
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平成22年度　通常総会の開催について
　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
ようご案内いたします。
　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。

◆日 時 平成22年５月29日㈯
◆見 学 会 長浜市中心市街地 12：45～14：15

・長浜市中心街再生事業計画2009に基づく『町屋修復再生』実例の見学会
・ 中心市街地再生計画にみる「長浜らしい歴史文化を継承する美しい町並みの形成と時代の変化
に合わせた新しい商業機能の導入、ライフスタイルの創出」についての講演会
なお、講演会は長浜曳山博物館、見学会は長浜中心市街地を予定しております。

◆募集人数 80名
◆集合時間 12：30
◆集合場所 長浜まちづくり株式会社（JR長浜駅より徒歩10分）
◆通常総会 「グランパレー京岩」 15：00～17：00

　長浜市八幡中山町950‒1　TEL.0749‒62‒2233
◆懇 親 会 「グランパレー京岩」 17：00～19：00
◆申込〆切 準備の都合上　平成22年５月21日㈮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。

二級・木造建築士登録申請窓口が変わりました
　平成20年11月28日に施行された改正建築士法により、建築士および建築士事務所の登録等に関する業務が下記
の機関に変更になりました。

　なお、建築士事務所の登録に関することは、
《滋賀県指定事務所登録機関》㈳滋賀県建築士事務所協会

TEL.077‒526‒4476　にお問い合せ下さい。

平成22年４月１日から
●二級・木造建築士の免許登録
● 〃 免許証書換、再交付
● 〃 名簿の閲覧
● 〃 登録証明書発行

《滋賀県指定登録機関》
㈳滋賀県建築士会

TEL.077‒522‒1615
http://

www.kentikushikai.jp/

登録手続をされます場合、手数料の取扱いにつきましては、
●二級・木造建築士の免許登録
● 〃 免許証書換、再交付

〈19,200円〉
〈５,900円〉

郵便振替のみ

● 〃 登録証明書発行 〈500円〉 現金のみ

平成22年３月31日まで
●二級・木造建築士の免許登録
● 〃 免許証書換、再交付

滋賀県土木交通部建築課
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女性部会主催Doシリーズ
No.54 水面に浮かぶ茶室の美

～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㈯　10：30～15：30
●場 所：㈶佐川美術館 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　守山市守山一丁目14‒11　TEL.077‒582‒2242㈹

●会 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

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
※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。

樂吉左衞門館茶室 広間から
見える景色（初夏）

樂吉左衞門館茶室 広間から
見える景色（冬）

3単位

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） 

女性部会 水面に浮かぶ茶室の美 2010.5.15（土） 
お名前 連絡先 TEL（当日連絡用） FAX 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

お申し込みまだまだ
お待ちしております!

　情報広報委員会では毎月、月刊「家」・ホームページを通して会員の皆様に建築士会の各種情報をお伝えしてお
ります。
　新年度より尚一層の内容充実に向けて月刊「家」、ＨＰの企画・編集業務にご協力いただける編集委員の方を募
集いたします。
　滋賀の建築やまちづくり、県内各地の情報提供や記事取材等にご興味をお持ちの会員の皆様、編集委員募集に
ご協力お願いいたします。

情報広報委員会 編集・企画担当委員募集のご案内

詳しくは ㈳滋賀県建築士会事務局 TEL.077‒522‒1615まで
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　青年部会は３月13日㈯～14日㈰、研
修旅行2010を開催しました。今年の行
き先は神奈川。13日はまず2009年建築
学会作品賞を受賞した神奈川工科大学
KAIT工房を見学。施設長さんの解説で、
異質な空間を体験しました。14日は明治
時代に建てられ、現在も用途を変えなが
ら現役の建物として愛されている建物群
を見学。横浜市開港記念会館はボラン
ティアガイドさんの詳しい説明をいただき
ました。
　新しいものと古いものを対比させた今
回の研修旅行ですが、ご参加いただい
た皆さんはどのように感じられたでしょう
か。また感想ををお聞かせください。

青年部会

　本年度も米原市立大原小学校の総合学習の時間を
使っての対外事業を行いました。全３回を計画して、
地域材の活用が森を守り、自然環境を良くすることや、
地産地消の観点から総エネルギー消費を考え、建築と
自然環境とのつながりや、エネルギー問題にいたるま
での幅広い環境学習を行いました。対象となったのは
元気な５年生の子ども達。みんな熱心で積極的に体験
学習に取り組んでいただけ、有意義な時間を共有する
ことが出来ました。また、我々建築士としてこれからもっ
と考えていかなければならないテーマである「環境問
題」を再認識する良い機会となりました。

実施内容

第１回目
平成21年11月13日㈮

導入学習　「大原小学校の秘密」
（学校に使われた木について）

第２回目
平成21年11月19日㈭

製材所見学
（新型インフルエンザのため中止）

第３回目

平成21年12月４日㈮
間伐材の学習・森林組合見学・大工体験・
木のパズル作り・まとめ学習

（森を守る環境学習）

～森を守る～  建築から環境を学ぶ

　当日は滋賀北部森林組合、滋賀県
湖北地域振興局の皆様をはじめ、湖
北支部の皆様にも、ご協力とご参加を
賜りましたことをお礼申し上げます。

14日 横浜市開港記念会館

13日 KAIT工房見学

青年部会

米原市大原小学校総合学習

研修旅行2010 in 横浜　報告
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　去る３月６・７日に東京で開催されました全国青年
委員長会議に参加いたしました。「建築士会のブランド
力を向上させるには」というテーマでワークショップを
行いました。話をしていくと、どこの建築士会も同じよう
な問題を抱えられ、同じように悩まれているのがわかり
ました。今回の会議に出席し、私たち青年部がやらな
ければいけない事のヒント、又情熱を持って帰ってこら
れたと思います。この経験を今後の活動に生かして行
きたいです。

松井　俊郎

　去る３月６・７日の両日、東京・田町にて開催されま
した全国委員長会議に出席してきました。私にとって初
めての出席でしたが、全国で活躍されている同世代の
建築士の方達からたくさんの刺激を貰うことができまし
た。また新しい仲間が出き、とても充実した２日間とな
りました。
　良い機会を与えて頂き感謝しています。有難うござ
いました。

川嶋　和之

青年部会 全国委員長会議報告
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甲賀支部

　去る２月９日㈫、甲賀建築設計事務所協会と共催で研修会を
開催致しました。
　平成21年に改正されました「省エネ法」により、事業者には、
省エネ対策が必須となり、環境対策のさらなる効率化が求めら
れています。そこで、重要となるのが電気を中心とするエネルギー
データの「見える化」であると言われています。今回は、これに
着目し、“「電気の見える化システム」とは？” をテーマに東洋エ
ンジニアリング㈱　吉岡様に講演して頂きました。関連した内容
として、滋賀特機㈱　淵本様による「太陽光発電の動向につい
て」、㈱INAX　丸岡様による「建築材料・設備　環境商品の
今後」の講演をしていただきました。
　今後とも、このような研修会を開催致しますので、皆様のご参
加をお願い致します。

研修会報告　省エネ法対策及び環境配慮研修会

支部だより

日時：平成22年１月23日㈯
場所：長浜スプリングレーンズ
　毎年恒例の新春家族ボーリング大会を長浜スプリングレーン
ズにて行いました。賛助会会員の家族も含め34名という多くの方
に参加して頂きました。参加家族和気あいあいの中ゲームも進み、
終了後の表彰式では発表のたびに歓声が上がり、にぎやかな中、
今年の大会は無事終了しました。
　成績は優勝は大村義則さん。準優勝が道念利治さんでした。

湖北支部
新春ボーリング大会

　滋賀県下第２の大河（安曇川）が流れるこの地域は、古くか
ら歴史、文化、自然が今もなお多く点在する町です。中でも日
本陽明学の祖、中江藤樹の生誕の地として多くの人に親しまれ
ています。地域には、中江藤樹記念館をはじめ、藤樹神社、門
人たちに学問をといた藤樹書院跡などゆかりの施設が点在してい
ます。藤樹先生がこよなく愛した花は、藤棚や藤の盆栽展の開
催など、今日も地域の人に親しまれています。代表的な教えに
致良知・孝行・知行合一・五事を正す、などがあります。
　【致良知】人はだれでも「良知」という美しい心を持って生ま
れています。この美しい心は、誰とでも仲良く親しみ合い、尊敬
し合い認め合う心です。ところが人々は、次第にみにくいいろい
ろな欲望が起きて、つい良知をくもらせてしまいます。私たちは、
自分の見にくい欲望に打ち克って、良知を鏡のようにみがき、そ
の良知に従い行いを正しくするよう日々努力することが大切です。

湖西高島支部

藤樹神社

高島市探訪〈旧安曇川町エリア〉その1

藤樹書院

　大津支部は３月19日㈮に
㈳滋賀県建築士事務所協
会　大津支部様及び湖西
滋賀支部様と共催で大津
市立市民文化会館にて「平
成21年度フォーラム」を66
名の方のご参加の下、開催
致しました。今回の内容は省エネ法の改正、住宅版エコポイント
制度についてさらに６月１日より運用される建築確認手続き等の
運用改善に係る説明など多岐に渡りました。ここ近年、法改正
等頻繁に行われておりますが、特に今年は運用等の詳細部分の
通知、説明等に十分な時間がなかったこともあり講師としてお招
きしました大津市都市計画部建築指導課の方々にご苦労おかけ
したのではないかと思います。また最後に大津市内における消防
同意の概要について大津消防局予防課様よりご講演頂きました。
過日の北海道のグループホームの火災の件の事例を取り上げて
頂き、設置基準と努力義務の狭間のご講演は今後、私たちが十
分認識していかなければならない課題ではないかと思います。

大津支部
「平成21年度フォーラム開催」報告
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　守山市守山二丁目に立つこの道標は、高さは約1.5ｍ、一辺は30㎝角の四角柱の花
崗岩製の石造で、中山道側の側面には、『右　中山道　并　美濃路』、その左側面に
は、『左　錦職寺四十五丁　こ乃者満ミち』の文字が刻まれています。
　石造道標としては古く、また数少ないため、昭和52年４月30日に民俗資料として、
守山市の文化財に指定されています。

『守山宿』『守山宿』（守山市）

道標

1 木 赤口
2 金 先勝 構築・連携特別委員会
3 土 友引
4 日 先負

5 月 仏滅 二級・木造建築士試験申込書配布（16日まで）
6 火 大安 まちづくり委員会
7 水 赤口 情報広報委員会
8 木 先勝

9 金 友引・四役会・理事会
10 土 先負

11 日 仏滅

12 月 大安 二級・木造建築士試験申込受付（16日まで）
13 火 赤口
14 水 先負
15 木 仏滅

16 金 大安 H22.6開催定期講習第2次申込締切
17 土 赤口
18 日 先勝
19 月 友引
20 火 先負

21 水 仏滅
22 木 大安
23 金 赤口
24 土 先勝
25 日 友引

26 月 先負 一級建築士試験申込書配布（５月14日まで）
27 火 仏滅
28 水 大安
29 木 赤口 昭和の日
30 金 先勝

4月 の 暦  

サンフランシスコ修道院跡〈Ruinas De San Francisco〉

　アメリカ大陸最初の修道院は
1513年建設された。さまざまな
変遷を経て現在見る無残な姿
となっている。その原因はどう
やら地震である。教会でもあり
病院でもあった。今は時折コン
サート等にも利用されることがあ
る。想像以上に多様に利活用
はされている。いつの日か元の
修道院に生まれ変わると信じて
いる。本当に広大だ。まわりは
フェンスで囲まれておりちょうど
公園のようだ。

修道院を彷彿させる丁部の人物像、その下
の十字架が修道院の痕跡を残す。

田中みきおさんの中米見聞録   田中みきおさんの中米見聞録   第5回  ドミニカ通信 

周囲はフェンスで囲まれ市民の憩いの場でもある。復旧される
ときっと素晴らしい名所となるだろう。


