2016/7 vol.246

湖国が滋る・水と緑の街づくり

平成28年７月１日発行 通巻246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59回 建築士会全国大会：
大分大会 参加者募集･･･････････ ２
・総務企画委員会
平成28年度 通常総会開催報告･･･ ３
・総会エキスカーション 土山宿の
見学会報告
・地域貢献活動センター委員会委員会
平成28年度地域貢献活動の募集に
ついて･････････････････････ ４～５
・青年委員会
家族親睦事業 滋賀県立びわ湖こども
の国バーベキュー大会のご案内
・女性委員会
第26回 2016びわこペーロン 選手の
募集＆応援のお願い･････････････ ６
・女性委員会 Doシリーズ No.71
左官ワークショップ ～土壁～ 報告
・地区だより･･････････････････････ ７

蔵元

藤居本家

東蔵・貯蔵庫

蔵元 藤居本家は、天保２年（1831）に創業され、新嘗祭の御神酒を宮中へ献上してきた酒蔵で
高島地区
ある。琵琶湖の東、湖東地域に位置し、鈴鹿山系を源とする愛知川の伏流水と近江米と共に歴史を育
湖北地区
んできた。
東蔵は国の登録有形文化財に指定されている。仕込蔵は100年以上の建築物で、蔵に住み着いた麹
・新入会員のご紹介
菌達の囁きが聞こえてきそうな空間は、見る者を異次元の世界へ誘う。圧巻なのは、仕込蔵の奥に位
・滋賀職能大（ポリテクカレッジ）
置する貯蔵庫だ。10間×20間の総欅造りの建築物だが、その大きさは尋常ではない。樹齢700年以上
からのお知らせ･･････････････････ ８
の欅の巨木（ふた抱え程の太さ）が真直大屋根を支えている。屋根は二重構造となっており、まず丸
竹に縄を巻いた下地を造り、そこに土で被覆した屋根が造られている。その土屋根の上に、風の通り
・７月の暦
道を開け、瓦屋根が覆っている。このユニークな構法は前当主藤居静子氏の案と聞く。
・滋賀の酒蔵・伝統と文化を訪ねて
材料を探すことから年数を費やし、乾燥に10年以上かけ、築60年を経た建物である。大胆な構想と
第１回
徹底した材料選びは、先人の叡智から生まれた、地域の「文化」を継承して行く者の心意気だろうか。
遥かなる時の流れが感じられる場所だ。
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第59回 建築士会全国大会：大分大会 参加者募集

総務企画委員会
１日目は研修見学会

２日目は全国大会に参加を予定しています。
皆さまのご参加をお待ちしております。
◎開 催 日：平成28年10月21日㈮～22日㈯
◎開催場所：別府国際コンベンションセンター
ビーコンプラザ
◎参 加 費：会

員

60,000円（大会登録料含む）

：会員外（会員の家族） 70,000円
（大会登録費別途）
（※九州観光支援旅行券に依る割引については、
ご精算させて頂きます。）

◎コース予定（案）
◆１日目《10月21日㈮》
京 都 駅（９：13）＝のぞみ７号＝小 倉（11：42）＝小 倉・門 司 観 光＝小 倉（16：41）ソニック37号＝大 分
（18：02）＝別府温泉「おにやま旅館」（予定）＝19：00～「滋賀懇親会」
◆２日目《10月22日㈯》
ホテル（９：00） ＝別府市内観光＝第59回全国大会参加＝大分（17：10）ソニック50号＝小倉（18：37）
、小倉
（18：49）＝のぞみ62号＝京都（21：16）
●記念講演

13：00～14：30

●大会式典

15：00～17：00

◎申込締切：平成28年７月29日㈮必着

先着20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 TLE：077-522-1615

第59回
所

属

建築士会全国大会：大分大会

・大津 ・湖南 ・甲賀 ・湖東 ・彦根 ・湖北 ・高島 ・湖西滋賀 ・会員外

ふりがな

氏

ふりがな

名

案内送付先 〒
住所

参加申込用紙

男・女（
－

歳）

同伴者

男・女（

（自宅・勤務先）勤務先の場合は、 勤務先名を必ずご記入下さい。

TEL

FAX

携帯

メールアドレス

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

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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歳）

総務企画委員会

平成28年度

通常総会開催報告

５月28日㈯ 甲賀市土山町「ダイヤモンド滋賀」において公益社団法人滋賀県建築士会通常総会が開催されました。平成
27年度の物故会員、又４月14日の熊本県等地震の犠牲者の方々へ黙祷を捧げました。会長挨拶の中で、熊本地震への応急
危険度判定に出向された会員の方々へのねぎらいと、感謝の言葉がありました。次いで業会・本会の発展に寄与された方々へ
の記念品、感謝状贈呈、会長表彰に引き続き提出された全ての議案は原案通り承認され、総会を終了いたしました。懇親会で
は甲賀忍者くの一による「もちつき大会」があり、御来賓の方々、会員共々なごやかで有意義な交流の場となり、開会すること
ができましたのも甲賀地区委員会の皆々様の御苦労があっての事と感謝いたします。ありがとうございました。

山本会長挨拶

櫻坂副会長感謝状贈呈

会員表彰者の皆さん

熊本地震応急危険度判定活動報告パネル

総会エキスカーション

栄誉に輝く受賞会員記念品贈呈

懇親会

もちつき大会

土山宿の見学会報告

建築士会総会のエキスカーション「土山宿の見学会」に参加しました。
東海道五十三次の49番目の宿場である土山宿。その土山宿を紹介する東海道伝馬館から見学会はスタートしました。伝馬
館は、街道や宿場、宿駅伝馬制を再考し、今後の発展に寄与していくために平成13年にオープンし、建物は江戸後期に造ら
れた土山の民家を改装。建物自体が貴重な展示品となっており、土山まつりのメイン会場として、また地域のイベントやボランティ
ア活動の会場として活用されているとのこと。東海道53次の名物の展示や、大名行列の京人形が興味を引きました。
伝馬館を出て、東海道を水口方面に歩いていき、旧土山本陣を外部から見学しました。
旧土山本陣は土山宿の中央に位置し、現在でも、大名などが宿泊した上段の間や、庭園などが当時のまま残されており、宿
帳や関札・工芸品などの貴重な資料が文化財として保存されているようです。現在もお住まいのため、内部の見学が出来なかっ
たのが残念でした。
土山宿は当時の面影を随所に残しており、観光資源としてのポテンシャルを感じさせる見学会でした。また、伝馬館の方やボ
ランティアガイドの方のお話も聞きごたえがあり楽しい時を過ごしました。準備頂いた甲賀地区の方々に感謝いたします。


文：情報広報委員会（湖東地区）松宮

伝馬館

伝馬館内にて土山宿の説明を聞く

貢

土山宿散策
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平成28年度地域貢献活動の募集について

地域貢献活動センター委員会

滋賀県建築士会の地域貢献活動に対する助成金は、建築士会の会員が参加し、その職能を活かして取り組む
地域貢献活動に対して、その事業費の一部を助成する制度です。
平成28年度は、平成28年度内（４月１日～12月末日まで）に行われる予定の事業活動に対して、次の要領で募
集を行います。
１．申請方法
下記の提出書類に必要事項を記入のうえ、提出期限までに滋賀県建築士会事務局まで提出して下さい。（郵送、
FAX、電子メール（PDFファイルの添付）
、持参など、方法は問いませんが、期限内に到着するように配慮して下
さい。
）
①地域貢献活動事業助成申請書（様式１）
②自己診断書（様式２）
＊様式１、様式２共に、滋賀県建築士会のホームページからダウンロードしてください。
③団体の規約・構成員名簿直近の決算書等、これまでの活動実績が分かる資料（様式は問いません）
上記書類は、各１部提出して下さい。
提出期限は平成28年７月31日です。
２．助成対象事業の概要
助成対象団体

滋賀県建築士会の会員が２名以上参加している団体

補助対象事業

次の条件を満たす事業
ア．単年度で行われる事業 （継続的な取り組みでも、申請にかかる事業が単年度で完結する
ものであれば可能 ただし、 １事業１回限り）
イ．事業計画と目標が明確なもの
ウ．地域のニーズに応えるもので、その効果が期待できるもの
エ．滋賀県建築士会の会員がその職能を活用した事業
オ．活動実施に伴う事務局および人的体制が整っていること

助成率の限度

助成対象となる事業の事業費×50％

助 成 限 度 額

１事業につき30万円

応 募 の 制 限

１団体につき１事業に限ります

３．助成の対象とならない事業費
賞金、 寄付金、 募金などとして使用される経費
団体の経常的な経費や事務所等の維持にかかる経費
支払いが確認できない経費（領収書が無いなど）
効果があいまいなイベントなど、 一過性の事業にかかる経費
交際費等、 対象となる事業の実施に直接関わらない経費等

４．助成対象事業の実施期間
平成28年４月１日から平成28年12月末日までに行われる事業を対象とします。
５．助成対象事業の選定方法
助成対象事業の選定は、地域貢献活動センター委員会による審査会において決定します。
（必要に応じてヒアリングをさせていただく可能性があります）
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６．審査基準

画

②有効性

その事業は、 事業の目的に対して効果が期待できるか

③妥当性

目的を達成する手段として、その事業内容は適切か
助成金以外の資金は確保できるか

④資

織

その事業に対して、 地域のニーズはあるか

組

企

①必要性

金

⑤事務局

事業を遂行するための事務局機能は確立されているか

⑥体

事業を遂行するために必要なマンパワーが用意されているか

制

●審査会において各項目を評価し、協議のうえ総合的に判断します。
７．事業成果の報告について
助成金の交付を受けた団体は、平成29年１月末日までに所定の様式に基づく「事業完了報告書」を提出してい
ただきます。また、事業の内容は建築士会の広報などに利用させていただくことがあります。
８．お問い合わせ先
申請に関する質疑などのお問い合わせは、滋賀県建築士会への電子メールに限らせていただきます。
メールアドレス：shiga-sa@mx.bw.dream.jp
お問い合わせは、７月15日で締め切りますのでご注意ください。７月20日までに、個別に回答させていただきます。

家族親睦事業 滋賀県立びわ湖こどもの国バーベキュー大会のご案内

青年委員会

毎年恒例となっております、青年委員会主催の家族親睦事業の案内です。
今年は、滋賀県立こどもの国でバーベキューを行います。びわ湖のほとりで水と緑に囲まれながら、夏の思い出作りを
して下さい！
日

時：平成28年８月６日㈯

場

所：滋賀県立びわ湖こどもの国

募集定員：80名

12：00開始

15：30頃終了

※雨天中止

滋賀県高島市安曇川町北船木2981

※定員になり次第、締め切らせて頂きます。

申込締切：７月25日㈪
参 加 費：○建築士会会員・賛助会員：3,000円
○会員家族（小学生以上中学生以下）：1,000円

○会員家族（大人）：4,000円
○会員家族（小学生未満）：無料

※参加費は当日受付にて徴収させて頂きます。
※参加申込用紙に必要事項を漏れなくご記入ください

青年委員会家族親睦事業 滋賀県立びわ湖こどもの国バーベキュー大会 参加申込用紙
地域会名

フリガナ/お名前

当日連絡先（携帯番号）

Eメールアドレス/FAX番号

種

別

□会員･賛助会員
□会員家族（大人）
□会員家族（小学生以上中学未満）
□会員家族（小学生未満）
□会員･賛助会員
□会員家族（大人）
□会員家族（小学生以上中学未満）
□会員家族（小学生未満）

※取得した個人情報は、青年委員会家族親睦事業以外には、使用いたしません。

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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第26回 2016びわこペーロン 選手の募集＆応援のお願い

女性委員会

女性委員会は、滋賀県建築士会のPRと、会員相互の親睦・団結を深め会員増強の一助とする目的で、今年も、びわこペー
ロン10人漕ぎの部

女子に参戦します。チーム名は「ゴーゴー！女性建築士☆」です。

大会経験も５回目となりますので、去年よりも上位を目指して全力で挑みたいと思います。
つきましては、漕ぎ手としてご活躍頂ける女性の方を募集しております。当日の応援もよろしくお願いいたします。
尚、選手の方はお弁当として、当日1,000円徴収させて頂きます。応援に来てくださる方で、お弁当を希望される方はお申込
みをお願いいたします。同じく、当日1,000円徴収させて頂きます。
日

時：平成28年８月21日㈰

場

所：サンシャインビーチ大津市なぎさ公園

８：00～16 ： 00

申込締切日：平成28年７月15日
申

込

先：公益社団法人

滋賀県建築士会

FAX. 077-523-1602

事務局

2015びわこペーロン
参加の様子

TEL. 077-522-1615

2016 びわこペーロン 選手参加・お弁当申込書
氏

名

年

齢

（選手登録に必要です）

連絡先
選手参加

お弁当

該当欄に○印をお願いします

※取得した個人情報は、2016びわこペーロン事業以外には使用いたしません。

女性委員会

Doシリーズ
No.71

左官ワークショップ ～土壁～ 報告

６月４日㈯ 午後、㈱大村建築設計事務所敷地内の倉庫にて、京都府左官技能専修学院山本正男学院長をお招きして、
22名が参加し、左官ワークショップを開催しました。
まず、幕末から明治そして昭和時代の大変貴重なコテを見せていただき、実際に触りながら、道具や土の話をお聞きしました。
桐の道具箱に並べてある大小形の違うコテの多さにびっくりし、そして磨き上げられた道具の美しさに感動しました。大切な道具
は、職人の手から手へ受け継がれている証拠にいくつもの焼き印が記され、また次の代へと繋がっていくのだと、他には代え難
い手仕事の良さを改めて実感しました。
その後、土練りと中塗りの体験では、見ているのと実際に体験してみるのとでは大違い！土とコテと膝の
扱いに四苦八苦しながら、自分に割り当てられた下塗り済みの倉庫の
壁を、黙々と塗りました。土に触れることはとても気持ち良く、やはり土
は人間にとって魅力的な材料なのだと思いました。
女性委員会の柱のひとつである「素を知る」、大変有意義な時間で
した。最後に、事業開催にあたり共催・協力をいただいた湖北地域会
の皆様ありがとうございました。
左官小道具を拝見

山本先生による中塗り
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山本先生による実践指導

作業に集中する参加者

土練りを体験

山本先生を囲んで集合写真

地区だより

高島地区

に取り組むこと、そしてなにより会員増強を最重要課題として

平成28年度 高島地区会員大会
・高島地域会通常総会開催

福谷副会長より熊本地震の応急危険度判定の報告をして頂

取り組むことに出席者全員で誓いました。また、終了後には、
き、何よりの講演となりました。
総会後の懇親会では福谷副会長にもご参加頂き、総会と
は違った和気藹々とした和やかなひと時で、会員相互の親睦

５月14日㈯に今津サンブリッジホテルにて、高島地区会員

が更に深められた有意義な１日となりました。

大会並びに高島地域会通常総会を開催いたしました。総会
では福谷副会長を来賓に迎え、27年度事業報告、27年度
収支決算報告、28年度事業計
画、28年度収支予算等、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、高島地区会員大会
を開催し、報告事項も全て承認
を得ました。これにより、28年度
もますます公益性の富んだ事業

７社の紹介がありました。

湖北地区

総会終了後

平成年28度湖北地域会・同賛助会
通常総会 湖北地区会員大会開催

山本勝義会長・長浜市長・衆議院議員・県議会議員の
皆様・他来賓の方々を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

５月14日㈯に平成28年度通常総会を開催致しました。開

はかりました。また今年度は新会員の方々によるゲームも大変

会に先立ち13：30より記念講演会を開催し講師に野沢正光
建築工房

盛り上がりました。

代表 野沢正光氏をお招きし、「現代版木造建

山本会長の乾杯ではじまり、伊藤副会長の一本締めでお

築の環境性能について」をテーマとして、現代の木造建築

ひらきとなりました。山本会長お忙しいなか遠路お越しいただ

におけるエネルギー環境や住環境及び中大規模木造建築に

きありがとうございました

ついて講演いただきました。
また、講演会終了後

長浜建築施工管理技士会と合同の懇親会

がおこなわれました。総勢94名という大勢の参加がありました。

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、３社の
方から、
商品の説明を受けました。
総会は63名の参加がありまし
た。平成27年度事業報告、決
算報告
予算

平成28年度事業計画、
が承認されました。また

最後に新会員６名と新賛助会員

新入会員のご紹介
地

区

氏

湖東地区

玄

湖北地区

堤

名

正
健

地

区

氏

名

崇

湖北地区

宮

前

聡

志

太

湖北地区

水

上

憲

一
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滋賀職能大（ポリテクカレッジ）からのお知らせ

能力開発セミナー 今後の開催予定のご案内

コース№

コース名

受講料

定員

実施日

講習時間帯

CH021

木造住宅における結露防止を考慮した断熱・気密工法

￥7,000

10

7/26㈫、 27㈬

10：00～17：00

CH041

構造設計技術（木構造実践編）

10

9/7㈬、 14㈬

10：00～17：00

CH031

木造住宅の省エネ設計技術

10

10/5㈬、 12㈬

10：00～17：00

￥6,500
￥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/H28/2016ch.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/H28/entry2016.pdf
「オーダーセミナー」のご相談を承ります。
職場やグループ単位での独自研修会「オーダーセミナー」の企画立案のお手伝いをいたします。下記「学務援助課」
までお問い合わせください。
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

7月の暦
1 金 先勝

12 火 友引

23 土 先勝 全建女 「奈良大会」

2 土 友引

13 水 先負

24 日 友引 一級・木造建築士学科試験

3 日 先負 二級建築士学科試験

14 木 仏滅 四役・委員長会議

25 月 先負

4 月 赤口

15 金 大安

26 火 仏滅

5 火 先勝

16 土 赤口

27 水 大安

6 水 友引

17 日 先勝

28 木 赤口

7 木 先負

18 月 友引 海の日

29 金 先勝

8 金 仏滅

19 火 先負

30 土 友引

9 土 大安

20 水 仏滅

31 日 先負

10 日 赤口

21 木 大安

11 月 先勝

22 金 赤口 全建女 「奈良大会」

新シリーズ 滋賀の酒蔵・伝統と文化を訪ねて
滋賀県は、比良山系、鈴鹿山系、伊吹山系に囲まれて豊かな伏流水の恵みを受けています。その良質な水とともに米作り、
酒造りの文化が育まれてきました。県内には今も尚、 50からある蔵元が銘酒づくりの技と伝統を継承しています。各地域で
個性豊かな酒造りを見守ってきた酒蔵を通して、 滋賀におけるものづくり文化をご紹介していきます。

滋賀の酒蔵・伝統と文化を訪ねて

第１回

蔵元

藤居本家 （愛知郡愛荘町）

店舗も樹齢700年の巨大丸柱を配した重厚な総欅造りの建築物である。７間×14
間の建物は、通りからもひときわ目立つ。玄関を入ると右手側に、酒槽を使用した台
に試飲コーナーが設置されている。店舗の２階は、木のぬくもりが感じられる開放的
なギャラリーとなっている。多くの人々に建物のよさを味わってもらおうと、音楽会をはじ
めとする文化、芸術、芸能等の集いや発表の場として活用されている。
代表銘柄：
「旭日」、「滋賀渡船六号（まぼろしの酒米を復活させたお酒）」
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