2015/8 vol.235

湖国が滋る・水と緑の街づくり

平成27年８月１日発行 通巻235号
昭和40年８月21日第３種郵便物認可
発行／公益社団法人 滋賀県建築士会
〒520-0801
滋賀県大津市におの浜1-1-18 建設会館 3F
TEL077-522-1615 ／ FAX077-523-1602

公益社団法人
URL：http://www.kentikushikai.jp/

mail：shiga-sa@mx.bw.dream.jp

・総務企画委員会
第35回 近畿建築祭 和歌山大会
のご案内････････････････････････ ２
・総務企画委員会
第58回 建築士会全国大会 石川大会
のご案内
・		新任の挨拶･････････････････････ ３
・退任の挨拶
・女性委員会 Doシリーズ No.68
ラ コリーナ近江八幡
～ランドスケープから学ぶ・
ワークショップを通して～･････････ ４
・まちづくり委員会
平成27年度「建築士の日」
事業報告･･･････････････････････ ５
・青年委員会
あーき塾2015『どこを目指すのか日
本の省エネルギー住宅～一次エネル
ギープログラムの有効活用とは～』
事業報告
・情報広報委員会
情報広報委員・炭本喜昭氏（大津地区）
を偲んで･･･････････････････････ ６
・ヘリテージマネージャー支援委員会
平成27年度 滋賀県ヘリテージ
マネージャー育成講座 募集始まる
・2015年建設事業関係功労国土交通大
臣表彰受賞報告･････････････････ ７
女性委員会
・
ゴーゴー！女性建築士☆ 応援お願いします！
・地区だより

学経済学部）の英語教師だったパーシーA・スミス氏が、両親への祈念と日米両国の交流を願い、

・滋賀職能大（ポリテクカレッジ）
からのお知らせ･･････････････････ ８

解体保存され、平成19年（2007年）３月再築竣工。美しい姿を蘇らせた。

・８月の暦
・残しておきたい滋賀の建築 第16回
彦根城周辺の近代建築



スミス記念堂（彦根市）
昭和６年、アメリカ人牧師（日本聖公会彦根聖愛教会）であり彦根高等商業学校（現滋賀大
彦根の宮大工、宮川庄助氏と協力して建てた和風礼拝堂。
彦根城の意匠を取り入れた寺院風の外観と、十字架やブドウ、ハトなどキリスト教ゆかりの文
様や松竹梅など純和風の文様などが施されている。昭和初期の和風礼拝堂は全国的にも珍しく建
築史的にも稀有。

湖北地区委員会

記念堂は平成８年、道路の拡幅工事により取り壊しの運命にあったが、市民の保存活動により
解体・再築費用は全て善意の募金により賄われ、現在も募金は続いている。
NPO法人 スミス会議ホームページ抜粋
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第35回

総務企画委員会

近畿建築祭

和歌山大会

のご案内

『開創1200年の輝き』
～世界遺産・霊場高野山に集う～
●開催日時

平成27年10月３日㈯

●開催会場

高野山大学

10：30～16 ： 30

松下講堂黎明館

（式典・基調講演・セッション１・閉会式）
201教室（第23回近畿あーきてくと）
和歌山県伊都郡高野町高野山385
●基調講演

守本一彦氏（高野山大学

准教授）

『高野文化圏における民族・歴史』
●エキスカーション・セッション
エキスカーション１

奥の院コース

【定員：40名】

エキスカーション２

国宝・近代建築コース

【定員：40名】×２班

エキスカーション３

蓮華定院コース（近建女）

【定員：40名】

セッション１

近畿ヘリテージネットワーク報告会

【定員：40名】

セッション２

第23回 近畿あーきてくと

【定員：150名】

●参加を希望される方は、公益社団法人

滋賀県建築士会

事務局（TEL077-522-1615）に、８月20日㈭までご連絡

下さい。
詳細は追ってご連絡させて頂きます。

総務企画委員会

第58回

建築士会全国大会

『百万石の地で触れよう

未来につなぐ

をテーマに第58回建築士会全国大会が石川県で開催されます。
１日目は「大会式典」の参加、２日目は研修見学会を予定しております。
●開催日時

平成27年10月30日㈮～10月31日㈯

●開催会場

石川県立音楽堂および金沢市内

●募集人員

先着30名

詳細につきましては月刊「家」9月号でご案内いたします。

2

石川大会

のご案内

まちづくり』

新
青年委員会

委員長

野邑

辰治

女性委員会

委員長

大村

悟子

任

の

挨

拶

前期の川嶋委員長の後を引き継ぎ、今期の青年委員会 委員長を努めさせて頂きます、湖南地区の野邑です。
青年委員会は昨年度、青年部会創立から数え40周年を迎えました。私自身も青年委員会に10年間お世話になり、諸先輩方から厳しくも温かく、色々な事を教えて
頂きました。また、若いやる気のある後輩達も育ってきております。
この歴史ある青年委員会の伝統を守りながらも、若い力と柔軟な発想・行動力を活かし、士会全体の発展と地域社会に貢献できる事業を行っていきたいと思ってお
ります。まだまだ不慣れで皆様にお助け頂く事が多々あろうかとは思いますが、これまでと変わらず、会員の皆様方の事業等へのご協力と、ご指導・ご鞭撻のほどよ
ろしくお願いいたします。

このたび、女性委員会委員長を拝命いたしました大村です。このような大役をいただき、改めて責任の重大さを自覚いたしました。私自身は微力ではございますが、
委員会のメンバーの協力の基精一杯努力し、女性委員会をいっそう発展させていきたいと考えます。
仕事を始めた頃に比べ、社会における女性をとりまく環境には大きな変化を感じます。設計事務所・行政・ゼネコンの現場監督等、今ではどこに行っても活躍する
女性の姿が見られます。しかしながら、まだまだ女性ならではとか、女性建築士＝キッチンや住宅・福祉や介護・子育てが得意？という意見を耳にします。公益社団
法人で職能団体である建築士会における女性委員会 非常に意味深い存在だと思っています。外部に向っての事業展開もしていきたいと思います。皆様のご協力・
ご支援をよろしくお願いいたします。

大津地区

委員長

森川

和彦

湖南地区

委員長

西村

学

湖東地区

委員長

松宮

貢

大津地区委員長を拝命してあらためて責任を感じております。大津地区は少なくなったとはいえ200名以上の会員を有しております。
魅力ある建築士会と感じていただけるように、また役員が楽しんで活動していただけるように。そんな組織運営・事業ができたらと思っています。
具体的にはこれからの事となりますが「防災」を活動のキ－ワ－ドと考えています。
建築士が防災に関して果たしていかなければならない事は多くあるように感じています。そのいくつかでも関われるようにと思っています。多くの方のご協力をよろしく
お願い致します。

このたび、私は滋賀県建築士会 湖南地域会委員長に就任させていただきました。大変光栄に存じますと共に、その重責を考えますと身の引き締まる思いでござ
います。
我々、建築士にとって、この20～30年は激動の時代でありました。また、昨今は変化の激しい時代で、少子高齢化の社会であるだけに、建築士への期待は大きく、
求められることも多様化しています。それらに応えるためには、我々建築士が一致団結し、技術を研鑽し、自由な発想ができるように地域の皆様はじめ、諸機関との
連携を深めながら現代社会と関わっていく必要があると考えております。今後に向けて、一歩一歩、対話と調和を心掛けて皆様と共に、よりよい建築士会となりますよ
うに、微力ながら2年間がんばって行きたいと思っております。
どうか皆様のご理解とご協力を賜りますよう、何卒、よろしくお願いいたします。

今年度より湖東地区委員長をさせて頂きます松宮貢です。
湖東地区では、歴代の委員長はじめ、役員の方々の献身的な運営によって、それが今日の湖東地区の支えとなり、有意義な活動を続けてこられました。その成果
として、より多くの若い方達が湖東地区に所属し、滋賀県建築士会全体の発展に貢献して頂いていることは湖東地区の委員長として誇りに思っています。
また、湖東地区は、近江八幡、五個荘、日野など歴史的・文化的資産に恵まれている地域があり、全国的にも注目を集める地域と自負しています。
しかし、その恩恵に甘んじることなく、良さを継承しつつ、「今」の時代に合った地区のあり方、活動のあり方を考えて行かなければならないと思っています。
これからも引き続き、
【魅力的で価値ある湖東地区】を目指して取組む所存でございます。会員の皆様方のご支援、ご協力を何卒宜しくお願い致します。

退
青年委員会

川嶋

女性委員会

中本美栄子

任

の

挨

拶

和之

平成26年度、我々青年委員会は創立40周年という節目の年を迎えました。委員会メンバーをはじめ、親会の皆様、他府県建築士会青年委員会メンバー、周年
記念特別講演の講師としてお招きした伊礼先生、そして協賛企業の皆様のお力添えのおかげで盛大に記念事業を開催する事ができました。青年委員長として、こ
のような貴重な経験をさせて頂けたことは私にとってかけがえのないものとなりましたし、現役メンバーにとっても良い経験になったことと思います。
最後に、
日頃より青年委員会活動への御理解と御支援に心より感謝を申し上げ、
この先、永きにわたり青年委員会が繁栄していくことを後輩たちに託したいと思います。
二年間、色々とお世話になり、ありがとうございました。

平成21年より３期６年にわたり女性委員会委員長 中本を支えていただきました皆様方にお礼申し上げます。平成21年湖東支部のご協力により実現した近畿女性
連絡協議会合同見学会（近江八幡） 平成23年女性委員会設立20周年記念～継続を力に～sositeこれからも（直島） 平成24年姫路城天守閣工事現場見学会
平成24年びわこペーロン大会初参加 平成25年自然エネルギーによるまちづくり高知県梼原町へ 平成26年コミュニケーションスキルを高めよう（自己研鑽） びわ
こ湖北寮見学 まちづくり研修、草津市『niwa+』等々、色々な事業に関わらせて頂きましたが、その都度、改めて女性委員会の結集の力の大きさや底力を見るこ
とができました。女性委員会として今まで積み重ねていただいた諸先輩方のご努力があったからこそと再認識することが出来ました。これからも柳の如くしなやかな心
で協同することの大切さを念頭に置きながら社会への貢献活動の輪を拡げて行ってほしいと思います。

大津地区

千葉

薫

湖南地区

土野池正義

湖東地区

木下

色々な場所で、多くの方からご指導を頂戴しました。お叱りも受けました。多くの会員の皆様がそれぞれに会のことを大切に考えておられるのだなと感じさせられた
一年でした。
そしてそれと同時に会の運営の難しさを改めて感じさせられたように思います。
士会に入会させて頂いたのが、二十五、六歳の頃でした。早四半世紀、白髪も増えました。五十になったら言いたいこと、言うべきことはきちんと伝えようと思って
参りましたが、うまく言えるでしょうか・・・会長の様に「士会が大好き
！」と臆面なく言えるようになりますように。

会員数の減少や建設業界の高齢化等、色々な問題を抱えながら地区委員会事業を運営させていただきました。湖南地区では、恒例となりました親子フォーラム
USJ、東海道サミットへの協力、木造住宅耐震化啓発セミナーへの相談員派遣、親睦ゴルフコンペ『こなんオープン』、技術見学研修会、講習会等、魅力ある多く
の事業を開催し、多数の会員や会員ご家族の皆様にご参加いただいたことに深く感謝いたします。また、各事業にご協力いただいた地区委員の皆様に厚く御礼申し
上げます。本年で任期を満了し、地区委員長を退任させていただきますが、今後とも湖南地区の事業運営にご協力いただきますよう、この誌面をお借りし、お願い申
し上げます。

幸玉

地区委員長として、成長できた二年であったと感じています。今年度は当初から計画していた事業予定も予定通り実施することができ、引き続き厳しい財政状況の
中ででも中身の濃い有意義な事業が実施できたのではないかと思っています。中でも今年度は、本会総会が湖東地区において開催され、総会に先立ち実施した、
安土城跡周辺見学会にも多数の方々に参加頂き、湖東地区をアピールできたこと、また総会、懇親会を通じて多くの方々と交流が出来たことがとてもに印象深く、貴
重な経験が出来たことを嬉しく思っています。今後もこの二年間で学んだことを生かし、更なる発展に貢献できるよう努力したいと考えています。
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女性委員会

Doシリーズ
No.68

ラ コリーナ近江八幡

～ランドスケープから学ぶ・ワークショップを通して～



協力 滋賀県建築士会

３単位

湖東地域会

今年１月にメインショップがオープンした、たねやグループのフラッグシップ店
「ラ コリーナ近江八幡」は連日大勢の来客で賑わっています。八幡山から連
なる広大な敷地では長い年月をかけて「自然と人が寄り添う空間づくり」を手
がける壮大な構想があり、そこには様々な分野のプロが携わっています。
今回は、ランドスケープアーキテクト重野国彦氏から、その空間づくりに込め
る熱い思いをお聞きし、メインショップ・本社施設の設計者である藤森照信氏と
はワークショップを通して交流の場を設けたいと企画いたしました。貴重なお話
しをお聞きできるチャンスです。ぜひご参加下さい！
藤森照信氏

重野国彦氏
重野国彦製作所

建築家・建築史家

主宰

ランドスケープアーキテクト

東京大学名誉教授

千葉大学

専門

園芸学

自然建築デザイン

緑地・環境学科卒業

東北大学建築学科卒業

北海道在住
⃝開 催 日 時：平成27年９月12日㈯
⃝会

場：ラ

⃝定

員：30名（先着順）

⃝参
⃝行

加

13：20～16 ： 30（受付：13 ： 00～

コリーナ近江八幡

費：会員

無料

会員外

程：13：00～

日本近代建築史

敷地内

受付場所：工事中敷地内テント前）

近江八幡市北之庄町615-1

500円

受付

13：20～14：00

重野国彦氏による工事中敷地内・たねや農藝など見学

14：00～16：00

藤森照信氏とワークショップ：銅屋根の屋根材料銅板曲げ

16：00～16：30

重野氏・藤森氏との座談会
（解散後はショップにてお買物・建物見学をお楽しみ下さい）

⃝申込締切日：８月20日㈭
※会場へのアクセス

公共交通機関：JR近江八幡駅から近江鉄道バス 「北之庄」 下車すぐ
お車でお越しの方：工事用駐車場をご利用ください。案内の者が立っております。

女性委員会
会員/会員外

お

DoシリーズNo.68
名

前

ラ

当日連絡先

コリーナ近江八幡
CPD番号

※取得した個人情報は、Do シリーズ No.68 の事業以外には使用しません。

参加申込用紙

FAX又はメールアドレス

お申し込みはFAXにて… 公益社団法人 滋賀県建築士会 事務局
〈FAX.077-523-1602〉
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平成27年度「建築士の日」 事業報告

まちづくり委員会

今年度の「建築士の日」事業は今年リニューアルされた ピエリ守山 にて６月27日㈯に開催しました。
「公益社団法人滋賀県建築士会」の存在や「建築士」の役割を広く県民の方にPRし、私たち建築士をもっと身近
に感じていただくために、
建築士会［うちわ］1,500枚、
建築士会［ポケットティッ
シュ］
、
そして本年６月に施行された
［建築士法改正パンフレット
（建築主向け）］
を保証機構ポケットティッシュとともに配布し、無料建築相談コーナーを設けて、
面談相談も行いました。
会員多数のご協力と大変好評であったことにより、用意した配布物は予定通
りに配布終了となり、とても活気のある事業となりました。
当委員会では、今後も「建築士会」そして「建築士」をアピールする事
業を展開していく予定です。

建築相談の様子

青年委員会

配布物

市民との触れ合いの様子

活動の様子

あーき塾2015『どこを目指すのか日本の省エネルギー住宅～
一次エネルギープログラムの有効活用とは～』事業報告

青年委員会では、去る６月17日㈬に、草津市立市民交流プラザ 大会議室にて、新体制で迎える「あーき塾」第
１弾として、
工務店業界では省エネ、
エコハウスの『お目付け役』とも言われる南 雄三氏を招き、
「健康な高性能住宅、
不健康でもゼロエネ住宅」という鋭い視点で、ご講演いただきました。住宅に関わる省エネ性能に対する考え方につい
て、「数値基準と快適性の両輪なくして今後の住宅生産は進まない」こと、また、2020年の省エネ基準義務化に向け
「省エネ基準は越えるべき基準だ！」と警鐘を鳴らす場面もありました。
当日は、会員内外を含め50名を超える多くの方々にご参加いただき、ありがとうございました。参加者から「一次エ
ネルギープログラムを活用した省エネ計算の必要性を実感した」とのご意見も寄せられ、実務に直結した大変有意義の
セミナーとなりました。
また、９月に再度、南 雄三氏を招きしての「あーき塾」第２弾を現在企画しております。
今後とも、青年委員会では会員の内外問わず、多くの建築士の皆様に向けて、さまざまな企画をあーき塾として発信
できればと考えております。青年委員会一丸となって取り組んでまいりますので、
次回のご参加もよろしくお願いいたします。
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情報広報委員会

情報広報委員・炭本喜昭氏（大津地区）を偲んで

情報広報委員を長く勤めていただいた前副委員長・
炭本喜昭氏が43歳という若さで、さる７月23日深夜に
急逝されました。
とても信じ難く、
また信じたくない出来事でありますが、
ただただ神の非情さを恨むばかりであります。委員会
一同、長年の御活躍に感謝を申し上げますとともに、
心より御冥福をお祈り申し上げます。
今、彼の口癖が耳元で聞こえています「稚拙な文
章ですみません」と、
大津の会誌「窓」の編集と共に、
月刊「家」の委員として生真面目な彼はいつも頑張っ
てくれました、これからも委員会の中心となって頑張って
いただくべき人物が天国に召されてしまいました。

平成23年３月の本会見学会にて

旧甲子園ホテル（現武庫川

今後は彼の思いも込めて、委員会一同編集活動に 女子大学甲子園会館）屋上にて、大学時代の恩師谷川正巳先

尽力いたしますので、
皆様の御協力をお願い致します。 生と在りし日の炭本氏


文：HT

ヘリテージマネージャー
支援委員会

平成27年度 滋賀県ヘリテージマネージャー育成講座 募集始まる

昨年に引き続き、
「平成27年度

滋賀県ヘリテージマネージャー育成講座」が開講されます。ヘリテージマネージャー

育成講座とは歴史的建造物を保存活用するための「歴史的建造物保存活用推進員」を育成するための建築専門家
を対象とした講座です。初年度の講座では19名のヘリテージマネージャーが誕生いたしました。
県内に残る歴史的建造物の保存やその活用に建築士として活躍して頂きたく、滋賀県建築士会と滋賀県が文化庁
の補助を受け開催する講座です。
同封の案内チラシの内容をご確認の上、お申し込みくださいますようお案内申し上げます。

平成27年度
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滋賀県ヘリテージマネージャー育成講座

日程表

第１回

９月12日（土）

９:30～17:00

建設会館大ホール

第２回

９月26日（土）

９:00～16:00

建設会館中会議室

第３回

10月17日（土）

９:00～16:00

建設会館中会議室

第４回

10月24日（土）

９:00～16:00

演習地及び最寄りの会議室

第５回

11月７日（土）

９:00～16:00

建設会館中会議室

第６回

11月21日（土）

９:00～16:00

演習地及び最寄りの会議室

第７回

12月５日（土）

９:00～16:00

演習地及び最寄りの会議室

第８回

１月16日（土）

９:00～16:00

建設会館中会議室

第９回

１月30日（土）

９:00～16:00

建設会館中会議室

第10回

２月13日（土）

９:00～17:30

建設会館大ホール

2015年建設事業関係功労国土交通大臣表彰受賞報告
この度、平成27度建設事業功労国土交通大臣賞をにおいて、本会副会長松田才宗氏が受賞
されました。
住宅・建設事業関係において、その業務に精励するとともに、関係団体役員として建設業界の
発展に寄与したことが認められ今回の受章となりました。
誠に、おめでとうございました。
松田才宗副会長

女性委員会
●開催日時
●開催場所

ゴーゴー！女性建築士☆

８月23日㈰

８：00～17 ： 00

大津湖岸なぎさ公園

応援お願いします！

雨天決行

サンシャインビーチ

湖上を爽やかに逞しく疾走する女性建築士たちを是非、応援に来てください。

地区だより

湖北地区
滋賀県建築士会湖北地域会 第一回勉強会
平成27年６月30日、確認審査機関ビューローベリタスジャ
パン㈱名古屋事務所の方にご依頼申し上げ、「改正建築基
準法＆省エネ法」 及び「検査済証のない建築物の概要／

「大変勉強になりました」喜んでいただき、また他の方にお
いては「もう少し時間を取った方がよかったのではないか」と
のお声もいただきました。建築基準法の改正は我々建築士に
とって最も敏感でなければならない事案であることは言うまでも
ありません。今後も積極的にセミナーを開催していきたいと思
う次第です。最後にご協力いただきました関係者様各位に
感謝申し上げます。ありがとうございました。

用途変更」をテーマにセミナーを開催させていただきました。
長浜市役所内コミュニティルームをお借りし、募集をかけさせ
ていただきましたが、定員42名を超える方の申し込みがありパ
イプ椅子にて対応させていただきました。
木造３階建ての特殊建築物の新たな耐火性能の要求つ
いて、確認申請の審査期間短縮を目的とした適合性判定の
申請先の改正、また省エネ法については、住宅・非住宅に
ついてのエネルギー算出方法の改正について及び検査済証
のない建築物については、現況調査報告書作成業務の代
行とその報告書の各特定行政庁の取り扱いなど、要点を噛
み砕いて丁寧にご説明ただきました。参加された方の中には
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滋賀職能大（ポリテクカレッジ）からのお知らせ

平成27年９・10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

CH021

木造住宅における性能表示（構造の
安定編）

¥6,500

10

9/2、 9

９：30～16：30

CH051

RC造積算実践技術

¥10,600

10

9/26、 10/3

９ ： 30～16 ： 30

CH031

パッシブソーラー建築設計の実践技術

10

10/14、 21

９ ： 30～16 ： 30

CH061

福祉住環境実践技術

10

10/18、25

９ ： 30～16 ： 30

CH071

建築設計におけるリアリスティック
プレゼンテーション技術

¥7,500
¥10,100
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10/21、 11/4、 18
（日程変更）

13 ： 00～17 ： 00

¥6,500

各講座ともCPD認定プログラム申請コースです。
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
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

〒523-8510 滋賀県近江八幡市古川町1414

滋賀職業能力開発短期大学校（滋賀職能大）

学務援助課

www3.jeed.or.jp/shiga/college/

TEL：0748-31-2254
FAX：0748-31-2255

８月の暦
1 土 仏滅

12 水 先負

2 日 大安

13 木 仏滅 事務局

3 月 赤口

14 金 先勝

24 月 大安

4 火 先勝

15 土 友引

25 火 赤口

5 水 友引

16 日 先負

26 水 先勝

6 木 先負 総務企画委員会

17 月 仏滅 情報広報委員会

27 木 友引

7 金 仏滅

18 火 大安

28 金 先負

8 土 大安

19 水 赤口

29 土 仏滅

9 日 赤口 青年委員会家族親睦事業 20 木 先勝 理事会
10 月 先勝

21 金 友引

11 火 友引 第３回青年委員会

22 土 先負

残しておきたい滋賀の建築

第16回

夏期休暇

23 日 仏滅

30 日 大安
31 月 赤口

彦根地方気象台 （彦根市）

明治26年彦根に設置された県立彦根測候所は、昭和７年鉄筋コンクリート２階建て・
塔屋４階建ての現在の建物に改築された。１階から塔屋まで螺旋状に上る階段、さらに
半円アーチの窓、玄関扉や、門柱等には様々な時代的様式の装飾が施されており、貴重
な建築である。
2012年にリニューアルし、耐震改修や建設当時のタイル仕上げに復元され、歴史的文
化財の価値の向上を図っている。

8

NPO法人 スミス会議ホームページ抜粋

女性委員会
びわこペーロン大会

