
1

2015/9  vol.236

平成27年９月１日発行　通巻236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

URL：http://www.kentikushikai.jp/　mail：shiga-sa@mx.bw.dream.jp

湖国が滋る・水と緑の街づくり
公益社団法人

明治42年（1909年）築造／木造２階建　瓦葺　建築面積49㎡／国登録有形文化財（1998年）
　堀井新治郎父子の本家の一部を改修したもので、装飾の少ないこじんまりとした建物ではある
が、下見張りに縦長の鎧戸付窓や暖炉の煙突が、洋風の雰囲気を出している。
　ガリ版こと「謄写版（とうしゃばん）」は明治の大発明とも言えるもので、父と子、二人の堀井
新治郎の発明により、印刷手段の一大革命を引き起こした。
　きっかけとなったのは、明治26年、父堀井新治郎がシカゴで開催された万博で、トーマス・エ
ジソンが発明した「ミメオグラフ（謄写版）」を実見したことから始まる。そのままでは高価な上
に実用的では無いと思い、自ら印刷機の開発を考えるようになった。開発には多くの費用がかかっ
たが、翌年には謄写版１号が完成。さらに次の年には専用ロウ原紙の特許を受けた。
　ガリ版は非常に簡易な印刷装置で、小型のものは手で持ち運びが出来る。
　電気などがなくても印刷可能なのが特徴で、電気の無い地域の、アフリカやアジアの小学校な
どで現在も多く使われている。 （東近江市「滋賀文化のススメ」・東近江市ホームページ抜粋）

ガリ版　伝承館（東近江市岡本町）

・総務企画委員会
 第58回　建築士会全国大会「石川大会」
 参加者募集 ･････････････････････２

・一般財団法人 建築環境省エネルギー
機構からのお知らせ

・継続能力開発委員会
 CPD認定プログラム情報 ･････････３

・青年委員会　あーき塾
 通風セミナー『パッシブデザイン講座』
 ～できていますか？「通風計画」
 風を読むことで見えてくる快適住宅～
  　　　　　　　　　　　　　 ････４

・青年委員会　あーき塾
  『遠藤照明ヒカリイク講座』
 ～照明について学びませんか？～ ･･５

・（公社）滋賀県建築士会野球同好会
 第52回 滋賀県建設界野球大会参加
  報告「悲願の１勝」 ･････････････６

・女性委員会
 2015びわこペーロン参加　報告

・ 地区だより ･････････････････････７
 大津地区委員会
 彦根地区委員会

・新入会員のご紹介

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

・９月の暦

・残しておきたい滋賀の建築 第17回
 彦根城周辺の近代建築
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第58回　建築士会全国大会「石川大会」参加者募集総務企画委員会

１日目は全国大会の参加。２日目は研修見学会を予定しております。
皆様のご参加をお待ちしております。

◎開 催 日：平成27年10月30日㈮～31日㈯

◎開催場所：石川県立音楽堂および金沢市内

◎参 加 費：会　員　35,000円（大会登録費含む）
　　　　　　会員外（会員の家族）　40,000円（大会登録費別途）

◎コース予定：
◆１日目《10月30日㈮》
　大津駅前〈８：30〉＝大津ic〈８：35〉＝彦根駅〈９：30〉＝金沢西ic＝
� 第58回全国大会参加〈12：10～16：45〉＝金沢市内〈17：00〉（予定）
　　　記念講演�13：00～14：30　大会式典�15：00～16：30
　　　宿泊　金沢市内：都�ホテル　　TEL：076-261-2111

◆２日目《10月31日㈯》
　ホテル〈８：45〉＝《貸切バス》＝金沢市内散策　21世紀美術館〈９：00～〉・ひがし茶屋町〈10：30～〉＝
　昼食：兼見御亭〈12：00～〉＝近江町市場〈13：30～〉＝金沢西ic〈14：45〉＝米原jc＝彦根駅〈17：30〉�
　＝大津駅前〈18：30〉

◎申込締切：平成27年９月30日㈬　　先着30名とさせて頂きます。
　　　　　　※参加者の方には後日詳細を郵送にて案内いたします。
　　　　　　※お問い合わせは公益社団法人滋賀県建築士会事務局まで　TEL　077-522-1615

地区 お
フ リ ガ ナ

名前 年齢 ご住所 乗車場所 携帯番号

大津・彦根

大津・彦根

大津・彦根

第58回　建築士会全国大会「石川大会」　参加申込用紙

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〉
※取得した個人情報は、建築士会全国大会「石川大会」の事業以外には、使用いたしません。

一般財団法人 建築環境省エネルギー機構からのお知らせ
平成27年度第22回CASBEE建築評価員講習会が開催されます。
★申込・詳細は、下記のCASBEEホームページにてご確認ください。

http://www.ibec.or.jp/CASBEE
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CPD認定プログラム情報継続能力開発委員会

滋賀県　平成27年９月10日から11月10日まで� （公財）建築技術教育普及センター　CPD情報システムより抜粋
日　時 認定プログラム名 プロバイダー名 形　態 分　野 地域 会　場 単位

2015年９月12日
Doシリーズ�№68　ラ�コリーナ近
江八幡～ランドスケープデザイン
を学ぶ・ワークショップを通して
～

公益社団法人滋賀県建
築士会 見学会 設計・監理分野　設備

系　全般 滋賀県 ラ�コリーナ近江八幡 ３

2015年９月14日 高い工事成績の獲得法と進化した
CCPM工程管理手法

建設業労働災害防止協
会滋賀県支部 講習会 マネージメント分野　

生産・管理 滋賀県 大津建設会館 ４

2015年９月18日 ガス系消火システム公開実験 株式会社　コーアツ　
大阪支社 講習会 設計・監理分野　設備

系　その他 滋賀県 株式会社コーアツ　滋賀研究所 ２

2015年９月19日 監理技術者講習 株式会社日建学院 監理技術者講習 施工管理分野　建築系 滋賀県 日建学院�滋賀校 ６

2015年９月20日 平成27年度　日本伝統建築技能研
修（後期）

日本伝統建築技術保存
会 講習会 施工管理分野　建築系 滋賀県 西日本会場 ８

2015年９月20日 平成27年度　日本伝統建築棟梁研
修

日本伝統建築技術保存
会 講習会 施工管理分野　建築系 滋賀県 米原会場 ８

2015年９月21日 平成27年度　日本伝統建築技能研
修（後期）

日本伝統建築技術保存
会 講習会 施工管理分野　建築系 滋賀県 西日本会場 ６

2015年９月21日 平成27年度　日本伝統建築棟梁研
修

日本伝統建築技術保存
会 講習会 施工管理分野　建築系 滋賀県 米原会場 ６

2015年９月24日 一級建築士定期講習 株式会社�総合資格学院
法定講習センター

建築士定期講習
会

倫理・法令分野　法律、
規準、基準、規格、建
築紛争

滋賀県 総合資格学院�草津校 ６

2015年９月24日 二級建築士定期講習 株式会社�総合資格学院
法定講習センター

建築士定期講習
会

倫理・法令分野　法律、
規準、基準、規格、建
築紛争

滋賀県 総合資格学院�草津校 ６

2015年９月26日 RC造積算実践技術 滋賀職業能力開発短期
大学校 講習会 設計・監理分野　設備

系　その他 滋賀県 滋賀職業能力開発短期大学校 ６

2015年９月29日 一級/二級/木造建築士定期講習
（５A-02）

公益財団法人　建築技
術教育普及センター

建築士定期講習
会

倫理・法令分野　法律、
規準、基準、規格、建
築紛争

滋賀県 滋賀県立大学 ６

2015年10月１日 監理技術者講習 （株）総合資格 監理技術者講習 施工管理分野　建築系 滋賀県 総合資格学院�草津校 ６

2015年10月３日 RC造積算実践技術 滋賀職業能力開発短期
大学校 講習会 設計・監理分野　設備

系　その他 滋賀県 滋賀職業能力開発短期大学校 ６

2015年10月７日 監理技術者講習 一般財団法人建設業振
興基金 監理技術者講習 施工管理分野　建築系 滋賀県 （一社）滋賀県建設業協会　湖南支部 ６

2015年10月11日 平成27年度　日本伝統建築技能研
修（後期）

日本伝統建築技術保存
会 講習会 施工管理分野　建築系 滋賀県 西日本会場 ８

2015年10月11日 平成27年度　日本伝統建築棟梁研
修

日本伝統建築技術保存
会 講習会 施工管理分野　建築系 滋賀県 米原会場 ８

2015年10月12日 平成27年度　日本伝統建築技能研
修（後期）

日本伝統建築技術保存
会 講習会 施工管理分野　建築系 滋賀県 西日本会場 ６

2015年10月12日 平成27年度　日本伝統建築棟梁研
修

日本伝統建築技術保存
会 講習会 施工管理分野　建築系 滋賀県 米原会場 ６

2015年10月14日 監理技術者講習 一般財団法人建設業振
興基金 監理技術者講習 施工管理分野　建築系 滋賀県 クレフィール湖東 ６

2015年10月14日 監理技術者講習 一般財団法人建設業振
興基金 監理技術者講習 施工管理分野　建築系 滋賀県 （一社）滋賀県建設業協会　長浜支部 ６

2015年10月14日 監理技術者講習 一般財団法人建設業振
興基金 監理技術者講習 施工管理分野　建築系 滋賀県 ピアザ淡海 ６

2015年10月14日 監理技術者講習 一般財団法人建設業振
興基金 監理技術者講習 施工管理分野　建築系 滋賀県 （一社）滋賀県建設業協会　甲賀支部 ６

2015年10月14日 パッシブソーラー建築設計の実践
技術

滋賀職業能力開発短期
大学校 講習会 設計・監理分野　計画

系 滋賀県 滋賀職業能力開発短期大学校 ６

2015年10月18日 福祉住環境実践技術 滋賀職業能力開発短期
大学校 講習会 設計・監理分野　計画

系 滋賀県 滋賀職業能力開発短期大学校 ６

2015年10月21日 パッシブソーラー建築設計の実践
技術

滋賀職業能力開発短期
大学校 講習会 設計・監理分野　計画

系 滋賀県 滋賀職業能力開発短期大学校 ６

2015年10月21日 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

滋賀職業能力開発短期
大学校 講習会 設計・監理分野　計画

系 滋賀県 滋賀職業能力開発短期大学校 ４

2015年10月22日 ２級建築士定期講習
NPO法人建築家教育推
進機構／株式会社日建
学院

建築士定期講習
会

倫理・法令分野　法律、
規準、基準、規格、建
築紛争

滋賀県 日建学院�滋賀校 ５

2015年10月24日 監理技術者講習 株式会社日建学院 監理技術者講習 施工管理分野　建築系 滋賀県 日建学院�滋賀校 ６

2015年10月25日 福祉住環境実践技術 滋賀職業能力開発短期
大学校 講習会 設計・監理分野　計画

系 滋賀県 滋賀職業能力開発短期大学校 ６

2015年11月４日 監理技術者講習 一般財団法人建設業振
興基金 監理技術者講習 施工管理分野　建築系 滋賀県 （一社）滋賀県建設業協会　高島支部 ６

2015年11月４日 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

滋賀職業能力開発短期
大学校 講習会 設計・監理分野　計画

系 滋賀県 滋賀職業能力開発短期大学校 ４

2015年11月10日 一級建築士定期講習 株式会社�総合資格学院
法定講習センター

建築士定期講習
会

倫理・法令分野　法律、
規準、基準、規格、建
築紛争

滋賀県 総合資格学院�草津校 ６

2015年11月10日 二級建築士定期講習 株式会社�総合資格学院
法定講習センター

建築士定期講習
会

倫理・法令分野　法律、
規準、基準、規格、建
築紛争

滋賀県 総合資格学院�草津校 ６
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あーき塾 通風セミナー『パッシブデザイン講座』
～できていますか？「通風計画」　風を読むことで見えてくる快適住宅～

青年委員会

あーき塾　通風セミナー『パッシブデザイン講座』　申込用紙

氏　　名
フリガナ

勤務先名称
フリガナ

連 絡 先
メールアドレス

会員　・　非会員　・　学生
FAX番号

CPD番号 地　区　名

※申し込み頂いた個人情報に関しましては、今回のセミナーでのみ使用させて頂きます。

協賛／YKK AP株式会社　滋賀支店

　今回のあーき塾は、南�雄三氏の著書「通風トレーニング」をテキストとした基礎からはじまり、
通風設計に至るまでの知識と感覚を養う、『通風トレーニングセミナー』を開催します。
　風はどうして起こるのか？通風を考えることで省エネ効果・快適性はどのように変化するの
か？「風の流れを読めるようになりたい」方は、是非ともご参加下さい。

講　師　南　雄 三 氏
　省エネ・エコハウスの学術的な研究成果を独自のフィルターにかけながら住宅業界、
消費者に伝達していく住宅技術評論が本業だが、住宅産業を知り尽くした目で住宅産
業全般のジャーナリストとしても活躍。工務店業界では「お目付け役」的存在です。

●日　　時：2015年９月30日㈬
　　　　　　　13時30分～　受付
　　　　　　　14時～17時30分

●会　　場：草津市立 草津アミカホール　研修室
　　　　　　　滋賀県草津市草津三丁目13番30号
　　　　　　　JR草津駅　東口より徒歩約15分

●定　　員：50名（先着順）

●参 加 費：建築士会会員・学生 … 無料
　　　　　　建築士会非会員　　 … 1,000円（テキスト書籍代込）

●申 込 先：公益社団法人�滋賀県建築士会
　　　　　　　TEL� ：　077－522－1615
　　　　　　　FAX� ：　077－523－1602
　　　　　　　E-Mail� ：　shiga-sa@mx.bw.dream.jp

●申込締切：９月18日㈮

３単位

南　雄三�氏
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あーき塾 『遠藤照明ヒカリイク講座』
～照明について学びませんか？～

青年委員会

あーき塾『遠藤照明ヒカリイク講座』　申込用紙

氏　　名
フリガナ

勤務先名称
フリガナ

連 絡 先
メールアドレス 会員・非会員・学生

・本会、湖北地域会賛助会員FAX番号

CPD番号 地　区　名

※申し込み頂いた個人情報に関しましては、今回のセミナーでのみ使用させて頂きます。

協賛／滋賀県建築士会湖北地域会

　今回のあーき塾は、遠藤照明�MARIOT�CLUBによる『ヒカリイク講座』を開催します。
　皆さんは建物の設計をするときに、どのように照明を選びますか？自然光を生かした設計手法
や、照明器具の選び方について勉強することで、実務に活かせる照明デザインを勉強します。

遠藤照明　光育　MARIOT CLUB の紹介
「光」は、私たちにとってなくてはならない大切な存在です。
様 な々体験を通じて、私たち皆が「光」を選択する力を養いより豊かな光環境を追求する。
その大切さを『光育（ヒカリイク）』をひとつのキーワードとして、�伝えていきたいと考えています。
光育　――人が光を育み、光が人を育む――
MARIOT�CLUB�は、これからも「光」が持つ可能性を探り、�様 な々アプローチで「光の持つ力」を研究・発信
していきます。

●日　　時：2015年10月14日㈬
　　　　　　　13時～　受付
　　　　　　　13時20分～17時（途中休憩あり）

●会　　場：長浜市役所 本庁舎　西館　１階　多目的ルーム１、２
　　　　　　　滋賀県長浜市八幡東町632番地
　　　　　　　JR長浜駅　東口より徒歩約10分
　　　　　　　※お車で来場の方は、市役所内駐車場をご利用ください

●定　　員：50名（先着順）

●参 加 費：建築士会会員・学生・本会、湖北地域会賛助会員（１名のみ） … 無料
　　　　　　建築士会非会員・本会、湖北地域会賛助会員（２名以降）　　 … 1,000円

●申 込 先：公益社団法人 滋賀県建築士会
　　　　　　　TEL� ：　077－522－1615
　　　　　　　FAX� ：　077－523－1602
　　　　　　　E-Mail� ：　shiga-sa@mx.bw.dream.jp

●申込締切：10月２日㈮

３単位



6

第52回 滋賀県建設界野球大会参加 報告　　　　　　
　８月22日、第52回　滋賀県建設界野球大会に参加いたしました。
　初参加の昨年の「０－21」の屈辱をばねに練習を重ね大会に挑みました。
　１回戦は、初出場の北川建設との試合。試合前半に11点の大量リ－ドと優位に試合を進め、終盤の北川建設の追い上げを
振り切り、「17－11」で悲願の１勝をあげることができました。
　この勢いで２回戦突破をと滋賀県板金工業組合と対戦いたしました。２回を終
わって２－０とリ－ドしていましたが、２試合目とあって暑さと疲れで体力の限界に近
づき、その後に大量得点を許し「２－19」で敗退いたしました。
　今回大会の１勝が、建築士会野球同好会にとって大きな１歩となることだと思い
ます。
　応援に駆けつけて下さった方々、差し入れなどお心配り頂きました皆様ありがとうご
ざいました。
　来年は更なる成績を上げられるよう練習をいたしますので、今後とも応援よろしくお
願い致します。

（公社）滋賀県建築
士会野球同好会

選手集合

開会式

試合風景 初戦成績

2015びわこペーロン参加　報告
　８月23日、2015びわこペーロンに参戦してきました。この大会も今年で25回目を数え、総出場チーム数は55チームとたいへん
な賑わいでした。
　チーム　ゴーゴー！�女性建築士☆も出場回数４回目となり、今年こそは入賞を！�と
気合い十分でレースに挑みました。新入会員の若き女性たちも選手として加わってく
れましたが、惜しくも４位という結果に終わりました。悔しさも残りますが、女性委員
会のみんながゴールを目指して一丸となる一体感は、爽快で、充実した時間でした。
また、レースを待つ間の何気ない会話が参加者の距離を縮めてくれました。
　舵手・鼓手で協力頂いた清水さん、片淵さん、尾崎さん、それから、応援に駆
けつけて下さった方々、差し入れなどお心配り頂きました皆様ありがとうございました。
　来年の入賞に照準を合わせて、気持ちは前に進んでおります。
　前向きで、元気な女性委員会、今後とも応援よろしくお願い致します。

女性委員会

選手待機中

いざ出陣！

円陣組んで気合い入れる 近建女の皆さんも全員集合

悲願の１勝
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大津地区
花火大会鑑賞会

　大津地域会は８月７日㈮、アヤハレークサイドホテルにて
びわ湖花大火大会鑑賞会を実施しました。多くの参加者と共
に花火と料理を楽しみ、ご家族を交えて会員の親睦をはかる

ことができました。ここ数年天候に悩まされていましたが、今
回は絶好の日和でした。
　さて本当ならこの地域会便りを書くはずだった炭本喜昭さ
んが７月にお亡くなりになりました。書くことが好きな人で、こ
の月刊「家」をはじめ、大津地域会の機関誌「窓」の編
集でも活躍をされていました。炭本さんの思いを継いでこれ
からも紙面を盛り上げていこうと、心を引き締めています。

地区だより

彦根地区
彦根花火大会観賞会開催

　去る８月１日㈯彦根地域会恒例行事となってきました彦
根花火の観賞会を彦根ビューホテルの最上階レストランを貸
し切り開催させて頂きました。
　大人、子ども併せて総勢82名の方に参加を頂きました。あ
りがとうございました。
　今年は異常ともいえる暑さの中、夏の夜空を彩る花火を十
分楽しんで頂けたましたでしょうか？
　彦根の花火観賞会も、３年目となりましたが、毎年参加し
て頂いてる方々は、どの
席からの観賞が一番見
やすいか？などもわかって
きて、席の確保や、写
真撮影など、ワイワイガ
ヤガヤと楽しい雰囲気の
中、食事、歓談、観賞
と楽しい時間を過ごして
頂けた事と思います。
　建築士会彦根地域会

では、現在、家族親睦事業につきましては、年間に唯一花
火大会観賞会しか行えておりませんが、今後も継続事業とし
て行きたいと考えておりますし、出来れば違う家族親睦なども
行えればと考えておりますので、その折りには、是非皆さんで
ご参加頂き、楽しい時間と、親睦を図って頂ければ幸いです。
　いろいろと不手際もあったこととは思いますが、美しい花火
に免じお許しを頂けますようお願いいたします。
　ご参加頂きました皆さん
には、心からお礼申しあげ
ます。
　ありがとうございました。

新入会賛助会員 社　名

㈱国原技術
新入会員のご紹介
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残しておきたい滋賀の建築
第17回 松居家住宅洋館（旧五個荘郵便局）　（東近江市）

大正14年（1925年）築造　木造２階建、鉄板葺、建築面積：62㎡
国登録有形文化財（2009年）
　旧中山道通りに面して建つ、旧五個荘郵便局舎。一見コンクリート造の洋館に見
えるが、切妻造鉄板葺の木造建築で、外壁は川崎鉄鋼を用いてモルタルを厚く塗っ
た面白い建物である。正面を３列の縦長壁で構成して全体をセセッション意匠でまと
めている。� （文化遺産オンライン抜粋）

21 月 仏滅 敬老の日
22 火 大安 国民の休日
23 水 赤口 秋分の日
24 木 先勝 　
25 金 友引 平成27年度全国女性建築士連絡協議会

26 土 先負 第２回滋賀県ヘリテージマネージャー育成講座
平成27年度全国女性建築士連絡協議会

27 日 仏滅 　
28 月 大安 　
29 火 赤口 第二回定期講習
30 水 先勝 青年委員会あーき塾

12 土 赤口 第１回滋賀県ヘリテージマネージャー育成講座
女性委員会Doシリーズ№68

13 日 友引 建築士試験二級製図の試験
14 月 先負 　
15 火 仏滅 　
16 水 大安 情報広報委員会

17 木 赤口 四役委員長会議女性委員会
18 金 先勝 　
19 土 友引 　
20 日 先負 　　

1 火 先勝 ヘリテージ支援委員会
2 水 友引 　
3 木 先負 　
4 金 仏滅 　
5 土 大安 　
6 日 赤口 　
7 月 先勝 　
8 火 友引 　
9 水 先負 　
10 木 仏滅 　
11 金 大安 　

9月の暦

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
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 　¥6,500 10 10/14、 21 ９ ： 30～16 ： 30
CH061 福祉住環境実践技術 　¥7,500 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 ¥10,100 10 10/21、11/4、18（日程変更） 13 ： 00～17 ： 00
CH041 木造住宅における結露防止を考慮した断熱・気密工法 　¥7,000 10 10/28、11/11（日程変更） ９ ： 30～16 ： 30

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

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

★ オープンキャンパス開催 ９月27日㈰
★ 学園祭（輝湖祭）開催 10月24日㈯
　（オープンキャンパス同時開催）

多数のご参加をお待ちしております


