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湖国が滋る・水と緑の街づくり
公益社団法人

・継続能力開発委員会
 CPD認定プログラム情報 ･････････２

・女性委員会　Doシリーズ　№69
 ～素を知る～　竹中大工道具館・
 大阪ガス「ハグミュージアム」を
 巡って学ぶ ････････････････････３

・青年委員会
 あーき塾 『建設業を取り巻くリスクと
 その対応策』
 ～近年の新たなリスクの発生及び
 そのリスクに対する企業防衛策～ ･４

・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」始まる

・女性委員会　Doシリーズ　№68
 ラ  コリーナ近江八幡  報告書 ･････５

・青年委員会
 家族親睦旅行事業報告書 ････････６

・ 地区だより
 高島地区委員会

・滋賀けんせつみらいフェスタに建築
 士会も参加します

・建築の春 ･･････････････････････７

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

・10月の暦

・残しておきたい滋賀の建築 第18回
 仁王堂（東近江市）

木造瓦葺き　　　　昭和23年築造
　伊庭は、伊庭千軒と称し豊かな土地で、近隣３字を含めた４字を伊庭荘と云い、元皇室の御
領であった。祟徳上皇より源為義が賜り、後建久年間、観音寺城主佐々木行実の四男・高実が
伊庭氏を名乗り、代々この地に城を築き当地を領していた。元禄11年旗本・三枝氏が領主となり、
ここに陣屋を築いた。明治維新後、一部が村役場となり、その跡地に伊庭小学校を建て、「謹節
学校」と名付けられた。昭和23年老朽化した小学校跡に、地域民の集会所として建てられたのが
現在の「謹節館」である。
　観音寺城のある繖山山系と琵琶湖に挟まれた水郷地帯の一角に伊庭城跡として、土地の歴史
と共に、今も地域の中心として利用されている、象徴的な建物である。
 （伊庭の歴史を語る会冊子・滋賀県文化財総合調査員記　より抜粋）

謹節館（東近江市伊庭町）
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CPD認定プログラム情報継続能力開発委員会

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 （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14日 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？～ 公益社団法人滋賀県建築士会 講習会 設計・監理分野　計画系 滋賀県 長浜市役所多目的ルー

ム ３

2015年10月17日 第３回滋賀県ヘリテージマネージャー育成講座 公益社団法人滋賀県建築士会 講習会 設計・監理分野　計画系 滋賀県 滋賀県建設会館 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23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24日 第４回滋賀県ヘリテージマネージャー育成講座 公益社団法人滋賀県建築士会 講習会 設計・監理分野　計画系 滋賀県 ぷらざ三方よし 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５日 「シックハウス問題を考える公開講座」 一般社団法人　滋賀県建築士
事務所協会 講習会 設計・監理分野　計画系 滋賀県 明日都浜大津　４階

ホール ２

2015年11月７日 第５回滋賀県ヘリテージマネージャー育成講座 公益社団法人滋賀県建築士会 講習会 設計・監理分野　計画系 滋賀県 滋賀県建設会館 ６

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

2015年11月12日 １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 ６

2015年11月13日
総合評価落札方式対応セミナー【A-午前コース
　３ユニット　工事成績評定点の仕組み・ヒア
リング対応】

一般社団法人　建設情報化協
議会 講習会 マネージメント分野　事務

所等運営 滋賀県 コラボしが21　３階　
中会議室１ ３

2015年11月13日

総合評価落札方式対応セミナー【C-終日コース
　７ユニット　工事成績評定点の仕組み・ヒア
リング及び施工計画書（技術提案書）作成のポ
イント】

一般社団法人　建設情報化協
議会 講習会 マネージメント分野　事務

所等運営 滋賀県 コラボしが21　３階　
中会議室１ ７

2015年11月13日
総合評価落札方式対応セミナー【B-午後コース
　４ユニット　技術提案で勝つための施工計画
書（技術提案書）作成のポイント】

一般社団法人　建設情報化協
議会 講習会 マネージメント分野　事務

所等運営 滋賀県 コラボしが21　３階　
中会議室１ ４

2015年11月13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11月18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21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11月21日 第６回滋賀県ヘリテージマネージャー育成講座 公益社団法人滋賀県建築士会 講習会 設計・監理分野　計画系 滋賀県 八木浜会館 ６

2015年11月22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11月22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11月23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11月23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11月25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11月26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12月３日 １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 ６

2015年12月５日 第７回滋賀県ヘリテージマネージャー育成講座 公益社団法人滋賀県建築士会 講習会 設計・監理分野　計画系 滋賀県 八木浜会館 ６

2015年12月９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12月９日 一級/二級/木造建築士定期講習（５A-03） 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 ピアザ淡海 ６

2015年12月10日 監理技術者講習 一般財団法人全国建設研修セ
ンター 監理技術者講習 施工管理分野　建築系 滋賀県 ピアザ淡海（滋賀県立

県民交流センター） ６
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Doシリーズ
No.69

女性委員会
～素
もと

を知る～
竹中大工道具館・大阪ガス「ハグミュージアム」を巡って学ぶ ４単位

　竹中大工道具館は、日本で唯一の大工道具の博物館であり、2014年に移転新築されたその建物は、伝統の職人
技と現代の建築技術とが融合した興味深い空間となっています。また、大阪ガス発祥の地に食と住まいの情報発信拠
点としてオープンした大阪ガス「ハグミュージアム」は、地域のスマートエネルギーネットワークを構築するための重要な
役割も担っているミュージアムです。竹中大工道具館では、道具を通して職人の知恵と技を知り、建築の素を知る研修を、
大阪ガス「ハグミュージアム」では、暮らしとエネルギーについて基礎から学び、最新エネルギーシステムについて知識
を深める研修を行います。

会員/会員外 お　名　前 CPD番号 FAX又はメールアドレス 乗車場所

高島 ・ 大津

高島 ・ 大津

高島 ・ 大津

女性委員会　DoシリーズNo.69　竹中大工道具館・大阪ガス「ハグミュージアム」　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、DoシリーズNo.69 の事業以外には使用しません。

⃝開催日時：平成27年11月28日㈯　７：45～19：00
⃝研修場所：竹中大工道具館　兵庫県神戸市中央区熊内町７丁目５-２
　　　　　　大阪ガス「ハグミュージアム」　大阪府大阪市西区千代崎３-２-59

⃝定　　員：35名（先着順）

⃝参 加 費：会員　4,000円　　会員外　5,000円
⃝行　　程：7：45 高島市内出発＝ 8：40 大津裁判所前出発＝ 10：30 竹中大工道具館（2時間）＝
　　　　　　13：00 昼食（ANAクラウンプラザホテル神戸60分）＝
　　　　　　15：10 大阪ガス「ハグミュージアム」（90分）＝ 18：00 大津裁判所前＝ 19：00 高島市内

⃝締 切 日：平成27年11月16日
※出発時間の10分前には集合してください。高島から乗車される方はあらためて集合場所をご連絡致します。
※当日連絡先：090-8368-5979（市川）

協賛／大阪ガス　　協力／滋賀県建築士会　高島地域会

竹中大工道具館 大阪ガス「ハグミュージアム」
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あーき塾 『建設業を取り巻くリスクとその対応策』
～近年の新たなリスクの発生及びそのリスクに対する企業防衛策～

青年委員会

講　　師　　東京海上日動火災保険株式会社滋賀中央支社長　牧原　卓也 氏
　　　　　　株式会社　総合滋賀　　　　　　　代表取締役　足立　　剛 氏
日　　時　　2015年12月12日㈯　14：00～16：00（受付　13：30～）
会　　場　　旧大津公会堂　多目的室　大津市浜大津１丁目４番１号
　　　　　　　京阪浜大津駅より徒歩１分
定　　員　　50名（先着順）
参 加 費　　建築士会会員・賛助会員・学生　：無　料
　　　　　　一般　　　　　　　　　　　　　：500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　　12月１日㈫

詳細は11月号にてお知らせいたします！

２単位予定

　（公社）滋賀県建築士会が昨年度より取り組みを始めた「滋賀県ヘリテージマネージャー育成講座」は、文化庁の
補助と滋賀県教育委員会の後援を受け、滋賀県内に残る歴史的建造物や地域に眠る歴史的建造物を保存・活用す
るとともに、災害被災時対策等を通じて地域の町づくりに貢献する建築専
門家の育成を目的に始まりました。
　２年目となる育成講座初日の９月12日には、講座に先立ち開講式が行
われ、日向進実行委員長（京都工芸繊維大学名誉教授）、来賓の文化
庁・武内正和氏、滋賀県文化財保護課森監理官、（公社）日本建築士
連合会岡本副会長の御臨席のもと執り行われました。
　本年は27名の受講者に合わせ一般からの聴講生も受け入れ、昨年度
の補講生と合わせて全10回の講座を実施しヘリテージマネージャーの育
成を目指します。
　また、当日は昨年に引き続き第１回講演として、全国に先駆けて活動
を始められ、先の東日本大震災時にも活躍された「兵庫ヘリテージ機構」
代表世話人の沢田伸氏による兵庫県内で実施されている文化財の調査
状況と町づくりの視点での文化財活用の事例などについてご講演をいた
だきました。
　滋賀県ヘリテージマネージャー実行委員会（以降HM実行委員会）で
は講座や活動の状況につきまして今後も本誌を通じご報告させて頂きます。

平成27年度「滋賀県ヘリテージマネージャー育成講座」始まるヘリテージマネージャー
支援委員会

聴講生（一般、学生）募集案内
　事前に受講の申込みをして頂き、当日受付にて受講料を納付願います。尚演習を除く各講座が聴講できる講座です。

開講式

講座

ヘリテージマネージャー実行委員会
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Doシリーズ
No.68

女性委員会

ラ　コリーナ近江八幡　報告書

　去る９月12日秋晴れの空のもと、八幡山の麓にあるラ コ
リーナ近江八幡において、メインショップ・本社施設の設計
者である藤森照信氏ならびにランドスケープアーキテクト重野
国彦氏を交え、見学会とワークショップを開催しました。重
野氏に案内していただいたメインショップ奥の敷地には、稲
穂が実る田んぼや畑、草木の生い茂る小高い丘そして子う
さぎの姿なども見られ、まるで人の手が入っていないような温
かな自然の風景に懐かしさを感じました。八幡山に生息して
いる植物の種を育ておよそ25年かけて森を作ってゆき、最
終完成形はないといった未来へと続く構想を穏やかに語って
おられたのが印象的でした。
　ワークショップでは、現在工事中である本社屋に使用され
る銅板を曲げる作業を行いました。藤森氏自らが手本を示さ
れ、参加者34名全員が汗を流しながらの作業となり、約２
時間で１人20枚程の銅板を仕上げることができました。この
銅板が外壁から屋根へと曲線を描いて葺かれた様を想像し
ますと完成が楽しみです。
　質疑応答の際、藤森氏への質問で最も多かったのが高
麗芝に覆われたメインショップの屋根に関することで、その構
造や施工面での苦労などについてお話いただくことができま
した。一時は枯れてしまったとのことですが、今では青 と々
後ろの山に溶け込んで、その風景の一部になっているようで
した。
　今回、見学やワークショップを通じて得られたことを今後の
業務に活かして頂き、また女性委員会の活動にも活かして
いきたいと思います。
　最後になりましたが、会員および会員外の方に多数参加
頂きましたこと、また企画の段階からご協力頂いた中谷弘志
氏はじめ湖東地域会の皆様に厚くお礼申し上げます。

重野氏よるメインショップ草屋根の説明

藤森氏の指導により銅板曲げに挑戦

参加者全員集合

藤森氏と敷地内散策棚田よりメインショップ草屋根を望む
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高島地区
高島市総合防災訓練実施

　『午前８時　高島市を震源とする震度６強の地震が発生
しました。市内各所で被害が出ています。』で始まった、高
島市総合防災訓練が、８月30日に安曇川町南船木　本庄
小学校を拠点に実施されました。
　高島地区からは安曇川町在住の応急危険度判定士６名
が出役し、実動訓練として広域避難所施設である本庄小学
校体育館の安全確認を行い、本部に報告しました。その後、
警察車両や自衛隊装甲車の先導で、市民の方々が避難所
に到着されました。

地区だより

青年委員会　家族親睦旅行事業報告書
　８月９日㈰に、青年委員会の家族親睦事業として、東映太秦映画村 ⇒ 
八つ橋庵とししゅうやかた ⇒ 梅小路蒸気機関車館の３か所を旅行してきました。
　太秦映画村では、昔の町並みや風景を観光し、時代劇の世界を堪能できま
したし、期間限定イベントなども観ることができ、子どもたちも大はしゃぎで、思
いの外、時間も早くたち、あっという間の２時間半でした。天候にも恵まれ、
最高の旅行日和となりました。
　太秦映画村の後は、八つ橋庵とししゅうやかたにて、みんなで、昼食をいた
だきました。豆腐をメインにした創作京料理で、とても上品な仕上でした。
　そして、昼食の後は、おやつ代わりにみんなで、みたらし団子作りを体験しま
した。初めての体験でしたので、子どもから大人まで、みんなが楽しみながら会話をし、とても貴重な体験ができ、より多くの親
睦を深めることができました。
　最後は、梅小路蒸気機関車館の見学に行きました。
　今年の８月30日に閉館になることもあり、たくさんの人で賑わっていました。本物の蒸気機関車17形式19両が展示保存されて
おり、実際に動く蒸気機関車「SLスチーム号」の乗車体験も出来ました。閉館するのは、残念ですが、この青年委員会にお
いて、観光することができたので、とても深い思い出となりました。
　参加者の皆様、本当にありがとうございました。

青年委員会

東映太秦映画村

　訓練は、28団体、総勢470名の参加者の皆さんが危機感
を持って取り組まれていました。

八つ橋庵とししゅうやかた 梅小路蒸気機関車館

滋賀けんせつみらいフェスタに建築士会も参加します
　地域社会の安全・安心を担う守り手としての建設産業を広くお伝えすることや、若者に建設業の魅力を発信する
ことなどを目的とした「滋賀けんせつみらいフェスタ」が開催されます。主催者の構成団体として滋賀県建築士会
も参画します。建築士会ブースでは建築相談やお子様向けの木工体験などを実施します。
ぜひ遊びに来てください。
　日時：平成27年11月８日㈰　10：00～16：00　雨天決行　　場所：大津港周辺
　主催：滋賀県建設産業魅力アップ実行委員会
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　川村工務店は晃久氏で４代目。東近江市で住宅の新築や
リフォームを手がけ、国産材や自然素材を使い、大工の伝統
的な刻みを継承し実践している。設計から大工工事まで自社
で行うことで、住まい手の要望が拾いやすく変更にもすばやく
柔軟に対応できることが強みだ。「木を使っているので木を見
せるような造りにしている。古民家をまるまる２件買われ、その
古材をうまく活用して新築したこともあった。大工としての経験
や技術があるからできることがある。」
　近年プレカットが主流となる中、刻みを行うことについては「誰
が作っても同じ家では面白くない。木の良さを活かすために木
を見ることができる本来の大工の技術を残し、若い職人を育て
ていきたい。刻みは時間がかかりコスト面も負担があるので、
理解されない方もいるが、実際に建物を見てもらえたら違いが
わかってもらえる。」と話す。ハウスメーカーやデザイン住宅に
求められるものと違うため競合は少なく、過去に建てた方から
の紹介や口コミで来てくださる方が多いとのだという。
　土壁といった昔ながらの工法も行う。しかしそれだけに頼るのではなく、自然素材の断熱材と土壁を併用している。
「性能的にも劣らないようにしている。建築士会の講習などに積極的に顔を出し、今のニーズを探る努力もしている。」
すべて国産材を使うことに関しても、「それが本来の姿。わざわざ石油を
使って運んでまで安い外材を使うのは何か違うなと思う。地域林業に少し
でも貢献したい想いもある。」と話す。
　最新の設備やデザインだけに頼るのではなく、不変のこだわりを持つこと

で確かなファン層をつかんでいる。「“川村
さんに建てて欲しいんや” と言ってくれる住
まい手がいて全力で答えている。」
　最後に晃久氏はこう語る。「20代の頃は
現場に行くと若い大工で心配されたことも
あるが、がんばっている姿を見てもらえれ
ば信頼に変わる。大工仕事は技術的にも
資産的にも残る仕事。これからも大工とし
て誇りを持った仕事をしていきたい。」
 （取材　ki. haru）

若き建築士たちの熱き思いを、取材を通してご紹介していく新シリーズ「建築の春」です。

第一回
川村　晃久　さん

湖東地区（川村工務店　勤務）

住まい手のこころをつかむこだわり

一軒ごとに木組み模型を作製し確認する

過去に手がけた施工写真集

1983年生まれ。
中学校の頃、社長の父が病気をしたときから大工
を継ごうと考えていた。
彦根工業高校卒業後、川村工務店に入社し大工と
して働く。

土壁の模型で施主に説明
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残しておきたい滋賀の建築
第18回 仁王堂（東近江市）

滋賀県　有形文化財
　柱間が完数であること、柱間の造営尺が現尺より短いこと、垂木割が六枝掛になっ
ていないことなど技法的に古式な要素が見られる。これまでに改造を受けているが、
当初の柱、組み物、天井桁など主要な部材をよく残し、形式もおおむね推定でき、
県下の数少ない中世初期の仏堂建築の遺構である。地域では、一年を通じていろ
いろな祭礼の主たる舞台となっている。 （伊庭庄の歴史を語る会　冊子より抜粋）

21 水 大安 　
22 木 赤口 　
23 金 先勝 　
24 土 友引 ヘリテージマネージャー育成講座　第４回
25 日 先負 　
26 月 仏滅 　
27 火 大安 　
28 水 赤口 　
29 木 先勝 　
30 金 友引 全国大会（石川）
31 土 先負

10 土 大安 　
11 日 赤口 一級建築士試験「製図の試験」
12 月 先勝 体育の日
13 火 先負 　
14 水 仏滅 　
15 木 大安 理事会、四役会
16 金 赤口 　
17 土 先勝 ヘリテージマネージャー育成講座　第３回
18 日 友引 　
19 月 先負 　
20 火 仏滅 　

1 木 友引 　
2 金 先負 　
3 土 仏滅 近建祭「和歌山大会」
4 日 大安 　
5 月 赤口 　

6 火 先勝
まちづくり委員会
情報広報委員会
ヘリテージ支援委員会

7 水 友引 　
8 木 先負 会員増強特別委員会
9 金 仏滅 青年委員会

10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10 ・ 11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
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

★ 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


