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湖国が滋る・水と緑の街づくり
公益社団法人

　この建物は、江戸時代には表具屋を営んでおられたことが、高﨑家文書として彦根城博物館に
保管されている。昭和９年（1934）に現在の様式に改造され、現在に至る。
　建物は基本的には、木造２階建て桟瓦葺き切り妻造りの伝統的な町家だが、郵便局舎への転
用にともない、前面が洋風の外観の郵便局舎に改造され、二階にも天井高の高い居室が増築さ
れた。
　正面から見ると、町家部分と局舎部分とに分かれており、切妻造り・桟瓦葺き・平入りの町家
を改造し、局舎部分を附設したため、向かって右側にはもともとの町家部分が残されている。高
﨑家住宅主屋（旧川原町郵便局舎）は、江戸期の特徴的な町家に郵便局の機能を付加した貴重
な建物といえる。
　また、本町には明治14年に開局した彦根市で最初の郵便局である本町郵便局の大正期に建て
られた２代目の建物が残っている。外観は大正期に流行したゼセッションの造形を巧みに用いら
れ、五個荘郵便局と同じスタイルとなっている。この時期の郵便局には当時の最新の建築様式が
用いられていた様子がうかがえる。 （彦根市ホームページ参照）

高﨑家住宅主屋（旧川原町郵便局舎）　彦根市
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７月１日は建築士の日
　1950年（昭和25年）７月１日、建築士法が施行されたことを記念して、1987年（昭和62年）に７月１日を「建
築士の日」とし、「建築士の質と地位の向上」を目指し、また「建築士」を社会に広くPRし、われわれ自身も改めて
建築士の意識を再確認する日として制定されました。
　（公社）滋賀県建築士会では第９回「建築士の日」フェスティバルとして建築士の役割、建築士会の存在を広く県
民にアピールをします。また、建築相談会も行います。お買い物のついででも結構ですので、ぜひ、ご参加ご協力を
よろしくお願いします。

●開催日時　平成27年６月27日（土曜日）　　12：00～15：00ごろまで

●開催場所　ピエリ守山　　守山市今浜町2620-5

まちづくり委員会

平成27年度 第１回　滋賀県木造住宅耐震診断員および
滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修工事講習会について

●期日および日程
　【期　　日】平成27年７月30日㈭　午後１時～午後５時（受付12時30分～）
　【場　　所】滋賀県庁東館７階大会議室
　　　　　　 　大津市京町四丁目1-1（JR大津駅より徒歩５分、京阪島ノ関駅から徒歩５分）

●申込方法等
　【申込方法】申込用紙により郵送、FAXまたはメールにて
　　　　　　申込用紙は平成27年６月10日から県のホームページよりダウンロードできます。
　【申 込 先】〒520-8577　大津市京町四丁目１-１　FAX：077-528-4912　メール：hb0101@pref.shiga.lg.jp
　【定　　員】200名（うち新規枠30名）
　【申込期間】平成27年６月10日から７月８日まで

●その他
　※講習会の案内は下記URLをご覧下さい。
　http://www.pref.shiga.lg.jp/h/kenchiku/kenchikushidoushitu/sumai/taishin/0303kousyuukaiannai-syuuryou.html

昨年の活動の様子
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平成27年度 国土交通大臣登録耐震診断資格者講習
 並びに耐震改修技術者講習会の開催のお知らせ

　｢建築物の耐震改修の促進に関する法律｣（以下、「耐震改修促進法」）により、耐震診断結果の報告が義務付け
られた要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の耐震診断は、「国土交通大臣登録耐震診
断資格者講習」を受講修了した耐震診断資格者でなければできないこととされています。

⃝各講習開催のご案内

国土交通大臣登録  鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習（１日目） 
開催地 期　日 会　　　場 定員

大阪 平成27年７月16日㈭ 大阪YМCA会館　２階ホール 大阪市西区土佐堀１-５-６ 250人

鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修技術者講習会（２日目） 
開催地 期　日 会　　　場 定員

大阪 平成27年７月17日㈮ 大阪YМCA会館　２階ホール 大阪市西区土佐堀１-５-６ 250人

国土交通大臣登録  鉄骨造耐震診断資格者講習（１日目） 
開催地 期　日 会　　　場 定員

大阪 平成27年７月30日㈭ 大阪YМCA会館　２階ホール 大阪市西区土佐堀１-５-６ 250人

鉄骨造建築物の耐震改修技術者講習会（２日目） 
開催地 期　日 会　場（※１日目と同様） 定員

大阪 平成27年７月31日㈮ 大阪YМCA会館　２階ホール 大阪市西区土佐堀１-５-６ 250人

国土交通大臣登録  鉄骨鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習（１日目） 
開催地 期　日 会　　　場 定員

東京 平成27年６月29日㈪ 連合会館　大会議室 千代田区神田駿河台３-２-11 250人

鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修技術者講習会（２日目） 
開催地 期　日 会　　　場 定員

東京 平成27年６月30日㈫ 連合会館　大会議室 千代田区神田駿河台３-２-11 250人

国土交通大臣登録  木造耐震診断資格者講習（１日目） 
開催地 期　日 会　　　場 定員

大阪 平成27年６月25日㈭ 大阪YМCA会館　２階ホール 大阪市西区土佐堀１-５-６ 250人

木造住宅の耐震改修技術者講習会（２日目） 
開催地 期　日 会　　　場 定員

大阪 平成27年６月26日㈮ 大阪YМCA会館　２階ホール 大阪市西区土佐堀１-５-６ 250人

受講資格 、受講料（テキスト代別）、受講申込方法等は、 一般財団法人日本建築防災協会講習会係（TEL 03-
5512-6451）まで問い合わせしていただくか、ホームページでご確認ください。
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地区だより

大津地区
地域会たより

　大津地域会では５月９日㈯雄琴の緑水亭において地区
委員会総会並びに大津地域会総会を30名の参加者のもと開
催致しました。総会は議案が全て無事承認されました。総
会に先立って、元西宮市建築主事の西原様より阪神淡路大
震災時の建物の倒壊、地震に強い木造住宅の設計について
「防災につよいすまいを」と題してご講演がありました。普段、
計画段階では配慮しているものの、地震における倒壊等の

想定が疎かになりがちな耐力壁の上下のバランス検討など
は、実際、耐えた建物等の資料を見ると改めて重要性を認
識できました。甚大な被害か
ら得た木造建築物設計の教
訓を今後、実務に活かす良
い講演会となりました。

湖東地区
(公社)滋賀県建築士会湖東地区会員大会

および滋賀県建築士会湖東地域会通常総会報告

　平成27年４月25日㈯アクティ近江八幡にて、（公社）滋賀
県建築士会湖東地区会員大会並びに滋賀県建築士会湖東
地域会通常総会を開催しました。
　今回は総会に先立ち、講習会を企画し、断熱材メーカー
の旭ファイバーグラス㈱から池田講師をお招きし、【低炭素社
会にむけた住まいづくり】というテーマで省エネ関連の各基
準からエネルギー消費量の計算や認定低炭素住宅について
解り易く説明いただき、最近では大変深刻な問題となっている
「地球温暖化問題」に対しても、我々建築に携わる者として、
この先、二酸化炭素の排出量削減に効果のある建物を提供

するという事が、非常に重要な課題であり、その取り組みへ
の重要性をひしひしと感じました。
　会員大会および通常総会には、福谷専務理事のご臨席を
賜り、全ての議案について、特に問題なく承認され、予定通
りの時間に閉会出来ました。
　総会終了後には懇親会が行われ、福谷専務理事を交え
ての宴会はおおいに盛り上り、遅くまで楽しくご歓談頂き、今
年度の地区活動に向けて大変良いスタートが切れた事を嬉し
く思っています。

湖南地区
平成27年度滋賀県建築士会 湖南地域会 通常総会

平成27年度 湖南地区委員会 会員大会 開催

開催日時：平成27年４月17日㈮　17：00～
開催場所：草津エストピアホテル
　去る４月17日に草津エストピアホテルにて平成27年度滋賀
県建築士会 湖南地域会 通常総会を開催いたしました。
　開会に先立ち15：00より講習会を開催し、本年度は
YKKap様より「窓から始まる健康な家づくり」「非木造物件
リフォームの商品と新技術」「YKK　APが考える新耐震リ
フォーム」と題して講演していただきました。
　総会では、本会の山本会長と滋賀県住宅センターの梅影

理事長を来賓に迎え、平成26年度事業報告、決算報告、
平成27年度事業計画、予算が無事承認されました。
　総会終了後、懇親会が「梅の花」で盛大に開催されまし
た。会員相互の親睦が更に深められ、建築士会と会員がま
すます発展、飛躍することを確認させていただきました。
　湖南地域会会員の皆様、本年度も、各事業へのご参加、
ご協力を何卒よろしくお願いいたします。
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湖北地区
平成年27度湖北地域会・同賛助会通常総会

湖北地区会員大会開催

・開催日時：平成27年５月９日㈯　16：30～
・開催場所：長浜ロイヤルホテル
　５月９日㈯に平成27年度通常総会を開催致しました。開
会に先立ち13：30より記念講演会を開催し講師に㈲山辺構
造設計事務所　代表 山辺豊彦氏をお招きし、「実務に役立
つ木構造の基礎知識」をテーマとして、木構造の計算手法
や実務レベルでの構造計画ついて講演いただきました。
　また、講演会終了後　CPDの説明会がありその後　賛助

会員の方により自社製品のPRタイムも行いました。今年は、
４社の方から、商品の説明を受けました。
　総会は64名の参加がありました。平成26年度事業報告、
決算報告　平成27年度事業計画、予算　役員改選で新役
員が承認されました。
　総会終了後懇親会がおこなわれ、昨年に引き続き長浜建
築施工管理技士会と合同の懇親会をおこないました。総勢
87名という大勢の参加があり、大変盛り上がりました。
　伊藤光男副会長・長浜市長・衆議院議員・県議会議員
の皆様・他来賓の方 を々迎えて会員ならびに賛助会員、建
築施工管理技士会員が恒例のビンゴゲームなどで楽しく懇親
をはかりました。

地区だより

高島地区
平成27年度 滋賀県建築士会 高島地域会 通常総会 及び
公益社団法人 滋賀県建築士会 高島地区会員大会 を開催

●日時　平成27年４月25日㈯
●場所　今津サンブリッジホテル
　山本会長を来賓に向かえ27年度の通常総会を開催し、26
年度事業報告、26年度収支決算報告、役員の改選、27年
度事業計画（案）、27年度収支予算（案）等、盛り沢山の
議案でしたが、全ての議案に対し満場一致で承認を頂きまし
た。
　引き続き、公益社団法人　滋賀県建築士会　高島地区

会員大会を開催し、協議事項全て承認を得たことから、次
回の本会理事会に上程することが決定しました。
　26年度は高島市とのセーフティチェックの協定を締結したと
の報告もあり、27年度もますます公益性の富んだ事業に取り
組むように、そして建築士会と会員が飛躍する新年度になる
ようにと新たに誓いました。
　総会後の懇親会では山本
会長にもご参加頂き、総会と
は違い和気藹 と々した和やか
なひと時で、会員相互の親
睦が更に深められた有意義
な日となりました。
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残しておきたい滋賀の建築
第14回 宇水理髪館店舗（うみずりはつかんてんぽ）

　宇水理髪館は、旧川原町郵便局舎のすぐそばに建てられている。
　この建物は、切妻造・桟瓦葺・平入の構造ですが、表側は両端の柱がアーチを支えている
ような、洋風のモダンな外観となっている。また、アーチのキーストーンは理髪館らしくバリカンが
形どられており、両端の柱の先端にはアカンサスの葉、外壁上部にはコーニス（軒蛇腹）を模
したような装飾がそれぞれあり、細部にもこだわった様子がうかがえる。
　建物の内部は、表側のようなモダンな装飾による１階店舗部分と、和風の意匠でまとめられ
た２階座敷部分から構成されており、階ごとに異なる意匠が存在しています。
　建築年代は、昭和11年（1936）に先代が建築されたもので、設計は袋町の澤藤建築業、
施工は栄町の松岡工務店と伝えられている。 （彦根市ホームページ参照）

21 日 仏滅 　
22 月 大安 　
23 火 赤口 　
24 水 先勝 　
25 木 友引 　
26 金 先負 　
27 土 仏滅 建築士の日フェスティバル
28 日 大安 　
29 月 赤口 　　
30 火 先勝 　

11 木 仏滅 　
12 金 大安 　
13 土 赤口 　
14 日 先勝 　
15 月 友引 　　
16 火 大安 　
17 水 赤口 あーき塾　省エネセミナー
18 木 先勝 　
19 金 友引 理事会
20 土 先負 　

1 月 赤口 　
2 火 先勝 　
3 水 友引 四役会、委員長予定者会議
4 木 先負 女性委員会
5 金 仏滅 　
6 土 大安 　
7 日 赤口 　
8 月 先勝 　
9 火 友引 青年委員会
10 水 先負

6月の暦

新入会員のご紹介
地　区 氏　　名

大 津 山　本　幸　司

滋賀職能大（ポリテクカレッジ）からのお知らせ

平成27年７・８月開講 能力開発セミナー のご案内
コース№ コース名 受講料 定員 実施日 講習時間帯
CH011 木造住宅における壁量計算技術 　¥6,500 12 7/8、15 ９：30～16：30
CH081 建築計画実践技術 ¥20,300 24 8/7、 8、21、 22 ９：30～16：30

CH041 木造住宅における結露防止を考慮し
た断熱・気密設計法 　¥7,000 12 8/18、19 ９：30～16：30

講座の概要は　http://www3.jeed.or.jp/shiga/college/business/pdf/H27/2015ch.pdf
ネットでの受講申し込みは　http://www3.jeed.or.jp/shiga/college/business/seminar_form_mousikomi.html
受講申込書のダウンロードは　http://www3.jeed.or.jp/shiga/college/business/pdf/h27/entry2015.pdf

旧地区 地　区 氏　　名

大 津 湖西滋賀 小　石　興　一

地区所属替

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
〈厚生労働省所管〉近畿職業能力開発大学校附属

滋賀職業能力開発短期大学校（滋賀職能大）
www3.jeed.or.jp/shiga/college/

〒523-8510 滋賀県近江八幡市古川町1414

学務援助課 TEL：0748-31-2254
FAX：0748-31-2255


