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昭和18年築造　木造２階建　瓦葺き
　旧押立国民学校として建設された木造校舎である。
　旧湖東町（現東近江市）下一色出身の松居泰次郎・房次郎兄弟の多大な寄付と地元住民の努
力により、当時の最新工法を用いて建築された。昭和57年に改装され、湖東歴史民俗資料館とし
て開館された。
　この昭和初期の木造校舎は、平成10年に国の登録文化財に認定され、今では価値のある貴重
な建物となっている。
　館内には、室町時代から続くこの地の伝統産業である、梵鐘・鍋釜などの鋳物資料や、勝堂
古墳からの出土品、「あかんべ瓦」と呼ばれる、舌を出した鬼の顔が彫られた瓦などが展示され
ている。タタラ（足踏み式の大きなフイゴ）と呼ばれる大型送風装置を備えた鋳物工場を復元し、
製造の行程と仕組みを知ることが出来る様にもなっている。さらに、昭和30年代まで湖東町で使
われていた民具、農具も展示し、古代から近代までの湖東町の暮らしの移り変わりをたどること
ができる。

湖東歴史民俗資料館（東近江市）
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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

2015年12月11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12月12日 建設業を取り巻くリスクとその対応策 公益社団法人滋賀県建築士
会 講習会 設計・監理分野　設備系　

全般 滋賀県 大津市旧大津市公会堂　
多目的室 ２

2015年12月17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

2016年１月10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

渉外事業委員会

平成27年度建築士の定期講習のご案内
開 催 日 受付期間 開催場所

第４回 平成28年２月26日㈮
平成27年11月１日
 ～平成28年１月29日

ピアザ淡海
（大津市におの浜）

受験申込の受付方法は、公益社団法人 滋賀県建築士会のHPをご覧ください。
http://www.kentikushikai.jp
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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

　近年、特に東日本大震災以降、建設業を取り巻く環境は激変しており、人手不足や資材高騰、
社会保険未加入問題等といった事業活動に直結するリスクに加え、「過労死（過労自殺）」、「精神
疾患等」の労災請求・認定件数の急増に起因した「安全配慮義務」も重要な企業防衛の要素とな
りつつあります。
　その他、昨今の異常気象に見られるリスクの高まりも看過し難く、従来認識されていたリスクと異なるレ
ベルで対処していくことが事業の継続に必要不可欠であるといえます。
　そこで、取り巻くリスクを改めて正しく認識するとともに、その対応策を検討いただく場として今回のセ
ミナーを開催いたします。
　大きな事故から比較的身近な小さな住宅の事故まで、さまざまな事故事例を基に、どのような保険があり、
その保険がどこまで対応をしてくれるのかを紹介して頂きます。
　建設業に携わる方にお役に立つセミナー内容になっておりますので、是非ご受講下さい。

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-mai  ： shiga-sa@mx.bw.dream.jp
申込締切：12月１日㈫

２単位予定

青年委員会
研修旅行 in 鹿児島　ご案内

　日　時：平成28年１月23日㈯～１月24日㈰
　研修先：知覧町知覧伝統的建造物群保存地区及び世界文化遺産　旧鹿児島紡績所技師館、その他

詳細は12月号でご案内致します。

あーき塾　『建設業を取り巻くリスクとその対応策』　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 ／ 一般 ／ 学生 ／ 協賛会員
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。
申込先：ＦＡＸ　：077－523－1602

会場案内
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　昨年より「くらしとすまいをみつめる」ことをテーマに、社会的課題の解決方法やストック社
会に向けて、建築士として知っておくべきことを主眼において、継続セミナー・勉強会を行っ
ております。今年は、住宅等への木材の利用促進、普及について考えるうえで、最近の木
材料や利用実例について皆様とともに、学んでいきたいと思います。
　一昨年完成した、大阪の都心に木材で耐火性能という新しい性能を持った材料で建設され、木質化を
図った「大阪木材仲買会館」を会場にセミナーを開催いたします。
　この建物の設計等についてのお話と見学を行い、一方無垢材普及に努めて、木材の乾燥方法や新工
法を研究しておられる方々のお話をうかがうことで、現在の木材利用について知る機会とします。
日　　時：12月12日㈯　13：00～受付開始～17：00終了
会　　場：大阪木材仲買会館　〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目18－10
参 加 費：￥1,000円（建築士会会員）　￥1,500円（一般・会員外）
タイムスケジュール：
　　　　　13：30～15：00　１部：大阪木材仲買会館　建物見学と建物レクチャ－
　　　　　　　　　　　　　　　　講師：白波瀬　智幸氏（株式会社　竹中工務店設計部主任）
　　　　　15：00～15：10　休憩
　　　　　15：10～16：50　２部：水中乾燥材で造る小径木対応型挟み梁構法の開発と事例等のお話
　　　　　　　　　　　　　　　　講師：川端　　眞氏（川端建築計画）
　　　　　　　　　　　　　　　　講師：宮内　寿和氏（宮内建築）
申込締切：11月27日

木材料・木構法等について　実例を見ながら学ぶ
第２回　くらしとすまいをみつめる

申請中

氏　　名 会員・会員外 CPD番号 連　絡　先

木材料・木構法等について実例を見ながら学ぶ　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、「木材料・木構法等について実例を見ながら学ぶ」事業以外に使用しません。

近畿はひとつ　近建女は全国女性建築士連絡協議会・奈良大会と建築士会全国大会・京都大会を応援します!!

主催・企画／近畿建築士会協議会女性部会

宮内　寿和氏

白波瀬　智幸氏

川端　眞氏

女性委員会主催　全員会議開催のご案内女性委員会

日　　時：平成27年12月19日㈯　16：00～17：30
場　　所：旗籠　白忠（JR長浜駅より徒歩５分）　長浜市朝日町10-11　TEL：0749-62-3061
協議事項：平成26・27年度　女性委員会事業報告
　　　　　平成28年度　女性委員会事業計画（案）　他
申込締切：12月10日㈭
　女性委員会では、より多くの会員皆様のご意見を頂戴し、今後の事業活性化に努めていきたいと考えています。会議終了後
意見交換会を予定しています。
　全員会議と合わせて、多くの方の参加をおまちしています。（後日案内いたします）

お　名　前 地　区　名 FAXまたはメールアドレス ご連絡先

女性委員会主催　全員会議　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、女性委員会主催　全員会議以外には使用いたしません。
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平成27年度　全国女性建築士連絡協議会　参加報告女性委員会

全体報告
　９月25日～26日、「平成27年度　第25回全国女性建築士連絡協議会」が、国立オリンピック記念青少年総合センター
（東京都渋谷区）で開催されました。集まったのは全国47士会より約200名の参加者でした。25日は「全建女の立ち
上げと居住環境づくり」と題して初代連合会女性委員長 村上美奈子氏の基調講演と、「未来の居住環境とくらし方」
をテーマに異業種４名（内１名は大学生）でのパネルディスカッションが行われました。
　25回目という節目の開催でもあり、基調講演では立ち上げ
当初のご苦労や当時の労働省・建設省の掲げた婦人保護
の問題点などを聞きながら、様々な課題を乗り越えて今があ
ることを実感しました。その中でも、女性は「仕事と家庭の
優劣がない」ということ、ここから得る価値観・生活者の視
点が大事だという心強い言葉がとても印象的でした。パネル
ディスカッションでは、これからのくらし方として色彩を積極的
に取り入れた生活空間の提案や、デザインされた部屋を造る
より衣食住の時間のデザインができていることが大切、等の
異業種からの視点をとても興味深く感じました。私は今回初
めて全建女に参加して、他の都道府県の方 と々も同じ女性
建築士としての繋がりができ、全国組織の心強さを実感でき
たことも大きな収穫でした。（O. M）

G分科会「高齢社会と福祉住宅」報告
　当士会の小川慈さんがコメンテーターということもあり、この分科会に参加しました。北海道建築士会の東さんの司会
で、参加者は27名でした。
　家族全てが建築士である小川さんの実家で、在宅介護を選択した高齢者住宅の改修事例として報告されました。
　建築設計事務所を営む小川さんのお父様がある日突然病に倒れられました。建築士でもある彼女が中心となって、
その父親を取り巻く病院関係者、介護保険関係者、医学療法士との綿密な話し合いや連携の中で在宅での介護を選
択し、住宅改修をされました。このような事は、これから先、誰にでも起こりうる事かもしれません。建築士として出来る
事は何なのか。家族の将来の生き方をも視野に入れながら
の改修事例でした。要介護５から３になったということは、
本当に驚異的で家族を含めて皆さんの努力がそれをなしえた
のだと思います。「完成しないように改修する」こと。建築士
としてだけではなく、家族目線を大事にし、家族がそれぞれ
の役割の中で、「生きることを楽しめる環境づくり」という言
葉が印象的でした。
　住宅改修は、少しくらい不自由でもその家庭が生き生きと
出来るための、家族との心の交流ややり取りの中で培ってい
くことなのかもしれません。終わりのない改修は、又次の世代
にひきつがれていくのではないでしょうか。（M. N）

分科会発表の様子
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あーき塾2015　『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～』報告

　青年委員会では９/30日㈬に草津市立市民交流プラザにて、「パッシブデザイン講座」を開催させていただきました。
　今回のあーき塾は前回６/17㈬に開催させていただいた「省エネセミナー」の第二弾といたしまして、前回と同様、
省エネ・エコハウス研究の第一人者である南雄三氏を講師に招き通風の基礎知識から様 な々解析データ・計算結果と
設計のノウハウを同氏の著書『通風トレーニング』をテキストとし、ご講義いただきました。
　普段あまり意識のできていない通風計画ですが、窓の配置、形状により建物の外部の風をつかみ、取り入れる・建
物の高い位置に設けた窓から抜くことで吸い上げ効果により風を取り入れる・吹き抜け等の高さを利用し温度差換気によ
り風を取り入れる等様々なテクニックがあり、３時間という長時間の講義でしたが終了予定時刻を超過する熱い講義を
いただき、通風計画の奥深さを感じました。
　当日は30名を超える皆様にご参加いただき、ありがとうございました。参加者の１/３は建築士会会員以外の方であり、
対外的にも建築士会の活動
をアピールできたのではない
かと思います。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
あーき塾より発信できればと
考えています。青年委員会
一丸となって取り組んでおり
ますので、次回のご参加もよ
ろしくお願いいたします。

青年委員会

講師の南雄三氏よりのご講演 会場の様子

滋賀県ヘリテージマネージャー育成講座報告ヘリテージマネージャー
支援委員会

　滋賀県HM育成講座は９月12日の開校式・第一回講座に引き続き、第２回、第３回講座が開催されました。第２
回講座（９月26日）では、前半講座として池野保滋賀県教育委員会参事（文化庁承認文化財建築物上級修理技
術者）より滋賀県の文化財建造物及び保存修理の理念について講義（写真-１）、後半講座では田原幸夫京都工芸
繊維大学特任教授より「東京駅丸の内駅舎保存・復原の記録」の講演をいただきました（写真-２）。
　第３回講座（10月17日）では大野敏横浜国立大学工学部教授より建造物調査と文化財としての評価の講座として「歴
史的建造物の調査のしかた（民家の事例を中心として）」の講義を受けました（写真-３）。
　また、第３回の講座の後、次回より始まる演習に向けて５グループに分かれて第10回の発表会に向けてのグループ
討議が行われました（写真-４）。
　次回からは現地演習が始まります、引き続き受講生の奮闘振りをご報告いたします

滋賀県HM実行委員会

（１） （２） （３） （４）
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大津地区
初秋の旅

　大津地区は秋晴れの快晴に恵まれた９月５日㈯、「初秋
の旅」と題した日帰り親睦旅行を開催しました。今年は奈良
平城宮跡とならまちの歴史的町並みを巡りました。平城宮跡
では建築的なルーツを丁寧に解説いただき有意義な見学とな
りました。
　恒例となっている「初秋の旅」ですが、より多くのご参加

地区だより
をいただけるように、今後はは季節を限定せずに趣向を凝ら
した企画を考えています。来年は「陽春の旅」になるかもし
れません。

会員登録確認のお願い
　会員のみなさまに登録について確認をさせていただきます。
　2014年の会員名簿発行後、記載内容に変更のある方はご
連絡ください。

お名前 地区名

項　目 変更前 変更後
氏 名
自 宅 住 所
自 宅 TEL
勤 務 先 名
勤 務 先TEL
勤務先FAX

事務局

公益社団法人 滋賀県建築士会 事務局　FAX.077-523-1602

大津地区・湖西滋賀地区
大津市総合防災訓練

　大津地区と湖西滋賀地区は９月20日㈰、大津市瀬田北
小学校を中心に行われた市の総合防災訓練に参画しました。
この訓練は連日の降雨で河川が増水する中、マグニチュード
7.8の直下型地震が発生し、市の広い範囲で震度６強を観
測したと想定。家屋の倒壊や火災、風水害などが複数発生
した中で避難の手順などを確認するために約3000人の市民
と大津市や県警、陸上自衛隊、滋賀医科大病院など48機
関の協同で行われました。
　私たち建築士会大津・湖西滋賀地区は震度５強以上の

地震が発生した場合、避難所の開設に先駆けて建物の応
急的な被害の確認（セーフティチェック）を行うこととしていま
す。それに基づきこの訓練でも避難所となる体育館のセーフ
ティチェックを行いました。
　大地震と近年頻発する降雨災害とが同時に起こったことを
想定した今回の訓練は、私たち建築士の役割の大きさを再
認識させられるものでした。

甲賀地区
甲賀地区会員交流事業報告

　甲賀地区委員会（甲賀地域会）
では会員および賛助会員様との
交流・会勢拡大を目的に去る９月
28日湖南市「ボウル滋賀」にて
ボウリング大会を開催しました。当
日は日頃交流の少ない会員事業
所の従業員の方や賛助会員企業

の方々の参加をいただき、楽しいひと時を過しました。ボウリ
ングの後は食事会に併せ表彰式も執り行われ、日ごろの業務
やボウリングで繰り広げられた熱戦について話に花が咲きまし
た。甲賀地区委員会では今後も交流事業や研修事業を通じ
て会勢拡大をはかりたいと考えています。
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残しておきたい滋賀の建築
第19回 深尾家 住宅（東近江市）

木造平屋建　茅葺き一部瓦葺き
　現在も居住されている個人住宅。
　茅葺き屋根、白漆喰壁、木格子を有する伝統的な木造建築である。
　一部アルミサッシが使われているが、保存状態が良いのだろう、きれいな古民家で
ある。道標、灯ろう、高木が目印となり、旧街道の歴史や往時の町並みを今に伝え
る存在となっている。

23 月 先負 勤労感謝の日
24 火 仏滅 　
25 水 大安 　
26 木 赤口 　
27 金 先勝 　

28 土 友引
女性委員会　DoシリーズNo.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

29 日 先負 　
30 月 仏滅 　

12 木 仏滅 女性委員会
13 金 大安 　
14 土 赤口 　
15 日 先勝 　
16 月 友引 　
17 火 先負 　
18 水 仏滅 　
19 木 大安 　
20 金 赤口 　
21 土 先勝 ヘリテージマネージャー育成講座　第６回
22 日 友引 　

1 日 仏滅 　
2 月 大安 　
3 火 赤口 文化の日
4 水 先勝 　
5 木 友引 　
6 金 先負 　
7 土 仏滅 ヘリテージマネージャー育成講座　第５回
8 日 大安 滋賀けんせつみらいフェスタ
9 月 赤口 　

10 火 先勝 　
11 水 友引 四役・委員長会議

11月の暦

新入会員のご紹介 地　区 氏　　名

高 島 地 区 前　川　和　広

滋賀職能大（ポリテクカレッジ）からのお知らせ

2015年「木造耐力壁ジャパンカップ」総合４連覇達成
　2015年８月８日～10日、静岡県富士宮市で行われた「第18回 木造耐力壁ジャパンカッ
プ」において、滋賀職業能力開発短期大学校 住居環境科学生チームが見事総合優勝を果
たし、大会史上初の４連覇を達成しました。
　合わせて「環境部門賞」も獲得しました。

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

総務企画委員会　会員名簿発刊についてお知らせ
　本来、今年度は会員名簿発刊年でございますが、本年５月に2014年度改訂版を発刊しましたので、今年度は会員

名簿発刊しない旨お知らせ致します。（10月25日理事会承認）


