2017/8 vol.259

湖国が滋る・水と緑の街づくり

平成29年８月１日発行 通巻259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

・新任の挨拶･････････････････････ ２
・退任の挨拶･････････････････････ ３
・女性委員会 DoシリーズNo.74････････ ４
『滋賀の街道』中山道守山宿を
巡って学ぶまちづくり
・青年委員会 あーき塾･ ･････････････ ５
建築模型講習『リフォーム編』
～建築模型でリフォーム提案力ＵＰ～
・まちづくり委員会･･･････････････････ ６
第11回「建築士の日」事業 事業報告
・女性委員会
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平成29年度
滋賀県ヘリテージマネージャー
育成講座開講のご案内開講迫る！

美冨久酒造株式会社

木造仕込蔵

美冨久
（みふく）
酒造は、甲賀市水口 旧東海道沿いにあり、近江鉄道水口石橋駅より徒歩15分、今年創
業100年を迎える1917年
（大正６年）創業の酒蔵である。愛知川にある酒蔵 藤居本家の三男が酒造りへの
こだわりから、当地にあった酒造場を引き継ぎ藤居酒造場として創業したのが始まりである。旧街道沿
いで人通りも多く、水質も豊かであったという。敷地は南北に走る柏木神社の参道に隣接しており、年
代の異なるいくつもの棟があり、これまで異なる機能ごとに増築してきたという。中でも煉瓦造りの麹
・連合会からのお知らせ････････････ ７
室はとても特徴的で珍しい。
写真は、仕込用木造蔵の２階内部である。創業時本家より明治初期築の蔵を移築してきたそうで築
・ポリテクカレッジからのお知らせ･･･ ８ 150年と言われる。敷地内では最も古いが柱や梁はとても太く、建物状態は最もいい。１階は壁を取り
囲むようにタンクが並べられている。２階は中央部のみ床があり、壁側は１階のタンクを覗いたり、櫂（か
・８月の暦
い）
を入れられるように吹き抜けになっている。隣接する南側には昭和28年に増築された木造蔵があり、
柱、梁の大きさ、継手、仕口、小屋組を同じにしている。
・滋賀の酒蔵・伝統と文化を訪ねて
美冨久酒造の醸す美冨久のこだわりは、芳醇で旨味がある中に、個性を活かした味わい深い伝統技法
第14回
「山廃仕込」。天然の乳酸菌が生み出す酸味の強い酒でこれを主にする蔵は県内２蔵しかない。通常のよ
美冨久酒造株式会社（甲賀市水口）
りも手間と時間をかけ大切に育てられた酒は、通を唸らせるコクのある深い味わいで、年を重ねるほど
にその深みを知ることが出来るやみつきになる味わいである。
（前谷吉伸）
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新 任 の 挨 拶
副会長 杉江 文雄

この度、副会長を拝命いたしました杉江です。身に余る光栄と感謝致し、その責務の重大さを痛感しております。
担当委員会は、
まちづくり委員会及びヘリテージマネージャー支援委員会です。二つの委員会の事業の共通点として、
①建築士で建築士会の会員以外の方々を対象にした事業と、②一般県民の方々をも対象にした事業があります。会
員の皆様方にも是非共、興味を持って頂いて事業に参加してください。建築士会を取巻く環境は、「会員の減少」
やその他厳しい現実がありますが、前向きにそして楽しい建築士会を目指していきましょう。多くの会員の方々が、い
ろんな事業に参加出来るように、皆様方のご支援ご協力を宜しくお願い致します。
常務理事 千葉

薫

今期新たに常務理事を拝命し、
執行部の末席を汚すこととなりました。その重責に耐えられるものか不安の方が勝っ
ておりますが、与えられました任務を遂行できるよう、また、各委員会の皆さまそして会員の皆さまと執行部との橋渡し
役ができればと考えております。真に微力ではございますが、努力して参る所存です。皆様のご指導ご協力を切にお
願い申し上げ、新任のご挨拶とさせていただきます。

青年委員会

委員長 本田 真司

前期の野邑委員長の後を引き継ぎ、今期の青年委員会委員長を拝命しました湖北地区の本田です。自覚と責任
をしっかりと意識し、この大役を楽しみたいと思います。青年委員会は、今大きな世代交代の時期にあります。大きな
功績を残してこられた先輩方が卒業され、新しく若い力の台頭が期待されます。今期は、各地域のご協力を頂きな
がら、異業種交流やまち歩きを中心に、建築士の職能を幅広い分野へ活かせる事業展開をしたいと思います。諸先
輩方には、これまでと同様に青年委員会を温かく見守って頂き、今後ともご指導・ご鞭撻頂きますようよろしくお願いい
たします。
女性委員会

委員長 市川 真理

平成29・30年度、女性委員会委員長という重責を担うこととなりました市川です。平成２年設立の女性委員会、
歴代の委員長の思いや活動を継承しつつ、温故知新の精神で、この大役に取り組んでいきたいと思います。この２
年間は『滋賀を知る』をテーマに、他業種、他団体、士会内の他委員会の皆さまと協同・共同した事業を企画運
営し、本会の発展に寄与することを目標と致します。また、女性建築士の視点で、その職域や職能を更に拡げるた
めの一助となるような活動を、皆さまのご協力のもとに、目指していきたいと思います。力不足ではございますが、どう
ぞよろしくお願いいたします。
甲賀地区委員会

委員長 中本 美栄子

「チーム甲賀の力を糧として」 此度甲賀地区委員会の委員長としてその任に就くこととなりました中本です。
これまで、２期４年に渡り私たち甲賀地区を真摯に牽引してこられた竹田前委員長の後を繋いでゆくことは、非常な重責を感じるところではありますが、出来る限
りお役に立てられるようにと考えています。一人では何もできませんが、地域会の総務立案関係に力を発揮する服部副代表、広報関係発信力に長けた根縫副代表、
安全安心の片淵会計幹事の協力を得て “チーム甲賀” として会員の皆様方と共に活力ある地区活動を進めていきたいと思います。
地域会としても今年度は、対外交流事業として風光明媚な県内第一のゴルフ場数を誇るここ甲賀の地で、士会会員様及び甲賀賛助会員様をお迎えして『レッ
ツ エンジョイ GOLF IN KOKA』を開催させて頂きます。（29年11月開催予定）どうぞ、その節は、プレイを楽しみ、その後は、共に交流の輪を拡げていきましょう。
甲賀地区会員一同、皆様のお越しをお待ちしています。
彦根地区委員会

委員長 松井 俊郎

この度、彦根地区委員長を拝命いたしました松井俊郎です。身に余る大役に責任の重大さを自覚し、身の引き締
まる気持ちで一杯です。全国で問題となっていますように彦根地区でも会員数も減少が激しく、それに伴い厳しい財
政状況となっています。地区の活性化に向けて、今までの事業を引き継ぎながら、目線を変え新しい魅力ある事業に
も取り組んできたいと考えております。今後とも会員の皆様のご理解とご協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。

湖北地区委員会

委員長 大村 悟子

今年度より湖北地区委員長を務めます大村悟子です。長浜市と米原市からなる湖北地区は、若い方を中心に会
員増強に力を入れています。勉強会・見学会・会員親睦のBBQやバス旅行・ゴルフ大会等、役員一同知恵を絞っ
て様々な事業を行っています。
「大津は遠い」という声をよく耳にします。なかなか本会事業に参加しづらい会員さんも、地区での事業参加を最
初の一歩として、建築士会活動に興味を持ち、会員の輪が広げられたら良いなと思っています。建築士として、いろ
んな職域の方々と気軽に交流し情報交換できる、結束し社会貢献できる。そんな地区・地域会としていきたいです。
ご協力よろしくお願い致します。
高島地区委員会

委員長 市川

寛

このたび、高島地区委員会委員長に就任いたしました市川と申します。今まで地区委員長を務めてこられた諸先
輩方には到底およびませんが、お引き受けしたからには全力で建築士会本会、地域会のために尽力いたします。
幸い当地区では昨年度7名もの新入会員を迎え、また地域会副代表にもやる気のある会員が快く引き受けてくれま
した。
他地区とも連携し、関係団体とも協力しながら魅力的な活気のある地域会を目指します。なにぶん経験不足ゆえお
教えを請うことも多いと思いますがご理解の上、ご指導ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
2

退 任 の 挨 拶
副会長 竹元 知良

平成19年度より10年間、常務理事、専務理事、副会長と務めさせていただきました。
当初、建築基準法の大改正による混乱対策、耐震判定評価委員会の立ち上げ、公益法人化等を担当しましたが、
自分の力不足もあり苦労しました。しかし皆様方のご支援、ご協力により何とか職責を果たすことが出来ました。
建築士会でのメリットは、この間、数多くの方々に出会い学ばせていただいたことです。会員が減少する中、この
事を若い建築士の方に知っていただき少しでも会員の増強につながればと思っております。今後も建築士会の発展に
微力ながら尽力する所存です。
長い間お世話になりありがとうございました。
青年委員会

委員長

野邑 辰治

平成27年度より、１期２年にわたり青年委員会の委員長を務めさせて頂きました。傍で支えて頂いた青年委員会
メンバーをはじめ、本会や各地区の役員の皆様、他府県の青年委員会の仲間、そして、何よりも青年委員会事業に
ご理解・ご支援いただき、そしてご参加くださいました皆様に、この場をお借りしまして厚く御礼を申し上げます。
年齢制限がある青年委員会において、
巡り合わせよく自身の青年最終年度において、
委員長をさせて頂いたことは、
今までの青年委員として活動させて頂いた集大成となり、
また私の人生にとっても、
とても貴重な良い経験となりました。
今年度からは本田委員長を筆頭に、よりパワフルな青年委員会として、この滋賀県建築士会を盛り上げていって頂
ける事を願っております。
女性委員会

委員長

大村 悟子

２年間女性委員会委員長を務めさせて頂きました。試行錯誤の連続で、皆様に満足いただける仕事ができたかど
うか、自分では判断つきませんが良き思い出が一杯です。前委員長から受け継いだテーマに、新しい思いをプラスし
た事業展開でした。
森林の多い滋賀の特性を生かした「木・木造」「伝統工法と新しい技術」に目を向け、竹中大工道具館・真庭
CLT工場・サミットＨＲ工法等見学しました。ラ・コリーナでは銅板を叩き、左官では土壁塗り体験。まちづくり研修は
丸亀町商店街でアーケードも登りました。これらも建築士会に所属していたからこそ成し得た貴重な経験です。支え
ていただき一緒に頑張ってくれた皆様、ありがとうございました。
甲賀地区委員会

委員長 竹田 久志

平成25年より二期４年間甲賀地区委員長を勤めさせていただきました。地区委員長に就任した平成25年９月に発
生しました台風18号による信楽への水害対策ボランティアとして、地区役員有志で出役したことがついこの間の出来事
ように感じております。地区会員さんとの研修見学会、地区役員会、総会など地区役員さんに助けていただいた４年
間でした。この後は甲賀地区（支部時代も含め）創設以来はじめての女性地区委員長となられます中本新委員長
にバトンを渡させていただきます。中本委員長よろしくお願い致します。
地区会員の皆様方、役員の皆様方、４年間ありがとうございました。
湖北地区委員会

委員長 古川 政博

平成２３年度より３期６年間、湖北地区委員長をさせていただきました。
任期中は、皆さまのお力添えのもと、多くの研修・親睦事業を開催させていただきました。また行政や青年委員会・
女性委員会の皆さまとの共同事業を通じ、関連団体の皆さまとも親交を深めることができたことをたいへん幸せに思っ
ております。
また、研修事業では見学会や法改正・木構造などの講習会、親睦交流事業においてはゴルフコンペ・家族バス
旅行・ボーリング大会・ＢＢＱ大会など、毎年の行事を通じて、多くの事を学び、多くの皆さまと交流をさせていただき
ました。
末筆になりましたが、湖北地区及び湖北地区賛助会の会員の皆さまには、多大なるご協力をいただき、無事に任
期を終えることができました。本当にありがとうございました。今後とも湖北地区にご理解・ご協力をたまわりますよう、
よろしくお願い申し上げます。
彦根地区委員会

委員長 菊川 太嗣

彦根地区委員長を拝命してから4期8年、平成28年度をもって地区委員長を交代させて頂く事となりました。地区
委員の諸先輩方、会員の方々は勿論、本会の理事の方々、建築士会の会員の皆様には大変お世話になりありがと
うございました。
何とか会員さんへのメリットのある活動をしていければと思い奮闘して参りましたが、力不足であり、皆様の満足の
行く活動が出来ず、会員も減少の一途を歩み続ける事となってしまいました。ここに改めてお詫び申しあげます。建
築士会のメリットとは、情報を得る場でも有りますが、やはり人との交流の場ではないかと思います。今後も支部役員と
して、会を盛り上げていきたいと思いますし、彦根地区の事務局として当事務所が継続させていただきますので、今
後とも宜しくお願いいたします。
高島地区委員会

委員長 山本 良信

平成21年より４期８年にわたり地区委員長を務めさせていただきました。この間、長きにわたり、私を支えて頂い
た高島地区の皆様と本会に対しまして、厚く御礼申し上げます。高島地区では、講習会・活性化事業・研修旅行の
３つの柱で事業を展開しております。中でも研修旅行は、H21 高知市 H22 上海万博 H23 博多、門司
H24 横浜、東京スカイツリー H25 伊勢神宮（式年遷宮） H26 神戸、明石大橋（主塔登頂） H27 長崎、軍艦
島 H28 直島 と建築に関して的を射た事業でありました。また、H21～23の３年間は甲賀地区とのコラボ事業や、
青年委員会・女性委員会との共同事業を展開するなど、交流を深めたことは良い経験でした。この８年間の経験は、
私をひと回り大きく成長させてくれたと思います。今後はこの経験を立に微力ながら社会貢献と建築士会に対し、邁進
したいと考えています。本当にありがとうございました。
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女性委員会

『滋賀の街道』中山道守山宿を
巡って学ぶまちづくり

Doシリーズ
No.74

３単位予定

講 師
プロフィール

滋賀県は地形的に日本列島を東西につなぐ中心地にあるこ
とから、交通の要所としての道、主要な街道が数多く存在し

飯島

ます。その街道沿いには、それぞれの特徴ある町並みや景観

氏

・建築技術職として入庁し、主に建築確認業
務を担当。
・平成23年より、中心市街地活性化事業を担
当する都市再生推進課へ配属。
・平成29年より、都市活性化局 局長
（都市計画、都市再生、農政、商工観光担当）

が現存し、歴史や文化を象徴する建築物が受け継がれ、それ
らを活かした、
今昔を繋ぐ「まちづくり」が展開されています。
今回は、守山市中山道守山宿を巡ります。講師には、守山
市都市経済部都市活性化局局長

秀子

飯島秀子氏をお迎えし、座

学と街道歩きを通してご講義頂きます。守山市が取り組まれ
た「まちづくり」から、「滋賀の街道」と「まちづくり」に
ついて一考する学びの場としたいと思います。
多数のご参加をお待ちしています。
●日

時： 平 成 2 9 年 ９ 月 ２ 日 ㈯

1 3：30～17：00

●開 催 場 所：守山市中山道界隈（守山市守山１丁目周辺）
●集 合 場 所：守山市・町家 “うの家”

南蔵１階

滋賀県守山市守山一丁目10-２

077-583-2366

※駐車場：守山市中心市街地交流駐車場

守山宿・町家 “うの家”

２時間無料

※JR守山駅西口より徒歩10分
●参

加

●定

費：建築士会会員

500円

員：30名（先着順）

建築士会非会員

1,000円

●ＣＰＤ単位：３単位（予定）
●タイムスケジュール：
13：30～受 付

14：00～15：00

講演：「守山市のまちづくり」講師:飯島秀子氏

15：45～16：30

中山道守山宿街道歩き

中山道の移り変わりを知る

あまが池プラザ

～解散

15：00～15：30

16：30～17：00

守山宿・町家 “うの家” 見学

街道歩き：守山宿･町家 “うの家” から

●申込締切：８月25日㈮
※滋賀県建築士会HP

見学

守山宿･町家 “うの家” 南蔵１階にて

あまが池プラザまで

同行解説：飯島秀子氏

http://www.kentikushikai.jp/ 【参加申込】からもお申込み頂けます。

女性委員会 DoシリーズNo.74 『滋賀の街道』中山道守山宿を巡って学ぶまちづくり 参加申込用紙
氏

名

連 絡 先
CPD番号

フリガナ

勤務先名称

フリガナ

メールアドレス
FAX番号

⃝ 会

⃝ 非会員

携帯電話
地

区

名

※取得した個人情報に関しましては、今回の事業以外に使用いたしません。

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〉

協力／滋賀県建築士会
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員

湖南地域会

青年委員会

建築模型講習『リフォーム編』

あーき塾

～建築模型でリフォーム提案力ＵＰ～

８単位予定

今後も需要が見込まれる住宅リフォームに着目し、建築模型を用いたリフォーム提案やプレゼンテーション能力の向上
をはかる講習を開催します。今回は、道具の使い方から制作テクニック、基本から完成まで講師の方にしっかりと指導
して頂きます。

講師：谷

日
会

幸治氏

建築模型

時：１日目：平成29年９月21日㈭

９時45分～

リフォーム前の模型を製作

２日目：平成29年９月30日㈯

９時45分～

リフォーム後の内装を制作

参

場：草津市立まちづくりセンター
加 費：建築士会会員

定

5,000円

草津市西大路町９番６号
建築士会非会員

7,000円

員：15名（先着順）

申 込 締 切：平成29年９月７日㈭

※定員になり次第締切

ＣＰＤ単位：８単位（予定）
制 作 内 容：木造平屋建て住宅１/50スケールの白模型（リフォーム部分差し替え式）
募 集 条 件：２回の講習にすべてに参加できる方
今まで模型製作の経験のない方または初心者の方
講

そ

師：株式会社

の

大和工藝

谷

幸治

氏 （一級建築士/奈良県建築士会青年委員会所属）

林

洋平

氏 （テレビ東京ＴＶチャンピオン 「建築模型王」優勝）

他：参加のお申し込みをいただいた方へは、改めて詳細をご案内させていただきます。

※滋賀県建築士会HP

http://www.kentikushikai.jp/ 【参加申込】からもお申込み頂けます。

青年委員会
氏

名

連 絡 先
CPD番号

フリガナ

あーき塾

建築模型講習
勤務先名称

参加申込用紙

フリガナ

メールアドレス
FAX番号

⃝ 会

⃝ 非会員

携帯電話
地

区

員

名

※取得した個人情報に関しましては、今回の事業以外に使用いたしません。

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〉

協力／滋賀県建築士会

湖南地域会
5

第11回「建築士の日」事業

まちづくり委員会
開 催 日 時：平成29年７月１日㈯

事業報告

10：00～12：00

開 催 場 所：膳所駅前
第11回の開催となる本事業は大津地区内の膳所駅前にて開催しました。PR用配布物の建築士会「うちわ」を1,000
枚、建築士会及び保証機構の「ポケットティッシュ」を1,500個、「空き家対策関連のチラシ」500枚を配布して、会員
多数のご協力により広く県民の方々にPRできました。
今後も「公益社団法人滋賀県建築士会」の存在や、私たち「建築士」をもっと身近に感じていただけるように工夫
しながらPRを行っていきます。来年は湖西志賀地区内での開催予定です。

ＰＲ配布物

ＰＲ活動

2017びわこペーロン 応援お願いします！

女性委員会

開 催 日 時：平成29年８月20日㈰

８：00～16：00

※雨天決行
開 催 場 所：大津湖岸なぎさ公園サンシャインビーチ
「10人漕ぎの部

混合」に参戦します！

チーム名は ゴーゴー！女性建築士☆with B です。
夏の琵琶湖で、熱い応援をお待ちしています。

ヘリテージマネージャー支援委員会

平成29年度 滋賀県ヘリテージマネージャー
育成講座開講のご案内 開講迫る！

昨年に引き続き、「平成29年度

滋賀県ヘリテージマネージャー育成講座」を開講します。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。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て開催する講座です。
第１回講座は８月26日㈯開講。募集締め切りは８月16日㈬です。
受講予定の方はお急ぎください。
詳しくは月刊 “家” ７月号折込案内をご参照ください。
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(公社)日本建築士会連合会から助成事業募集のお知らせ（要約抜粋）
平成29年度
「まちづくりに係る建築士会等と自治体との連携強化のための方策検討事業の実施」について
（公社）日本建築士会連合会（以下連合会）では建築士会等のまちづくり活動について、自治体との連携強化
のための方策検討事業に対して、その事業活動の一部を助成する事業を平成26年度より実施しています。本
年度も下記要領により助成を実施します。

記
①目的 自治体のまちづくりに積極的にかかわる方策（以下、連携事業）を検討する士会（支部）に対し、連合会が
その経費の一部を助成することにより、士会（支部）
と自治体とのまちづくりに係る協定の締結、業務受託等の促
進に資するとともに、地域社会の発展に寄与することを目的とします。
②実施方法
1本事業の適用を受けようとする士会（支部）の申請に基づき、連合会は50万円を限度として助成する。
2本事業の申請にあたり、
自治会との連携強化のための方策検討事業であることを証す自治体推薦書を提出する。
（所定様式有）
3本事業の助成を受けた士会（支部）は連携事業の分野に応じ、連合会の関係（防災・歴史・街中・福祉・木）
まちづくり部会に対し、事業の実施状況、課題などを報告し、当該まちづくり部会の検討に協力する。
4関係自治体から同様の趣旨の助成を受ける場合は本事業の対処とならない。
529年度は10士会（支部）に対する助成を想定している。
６助成金の使途は本事業を進めるために要する交通費、資料作成費等とする。
③募集期間
1平成29年８月15日から平成29年９月15日まで（連合会到着、当日消印有効）
2申請書類の提出方法
必要書類を士会事務局経由にて提出する。
（必要書類様式等は士会事務局か連合会事務局にて入手可能）
④選考方法
申請する事業費が上記目的、実施方法に合致すると認める場合、助成対象とするが、募集期間中であっても応
募が10件を超えた場合募集を打ち切る。
⑤助成事業の発表他
対象事業の発表は応募後１週間程度で各士会経由にて発表する。
事業実施対象期間は交付決定日から平成30年３月16日までとし、
助成金の支払いは平成30年３月末日までに行う。
⑥事業完了報告
助成対象団体は、平成30年３月16日までに連合会事務局に事業完了報告ほかの書類を提出すること。自治体と
の連携業務が成立した場合はその成果を報告する。
以上、連合会からの助成事業のお知らせ(要約抜粋)
でした。詳細につきましては、連合会にお問い合わせくだ
さい。
■連合会問い合わせ先
公益社団法人日本建築士会連合会
〒108-0014

東京都港区芝5-26-20

☎ 03-3456-2061

地域活動部
建築会館5階

Fax 03-3456-2067

E-mail chiiki@kenchikushikai.or.jp
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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29年度 能力開発セミナー の予定

コース№
CH041

コース名

木造住宅の省エネ設計技術

受講料

定員

実施日

講習時間帯

¥6,500

10

11/15㈬、22㈬

10：00～17：00

各講座ともCPD認定プログラム申請コースです。
お申し込みは各コースとも開始日の1カ月前までです。お早めにお申し込み下さい。
講座の内容については
http://www3.jeed.or.jp/shiga/college/business/seminar_h29.html
（電子パンフレット、建築･住宅関係コース、各講座の詳細へのリンクもあります）
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/H29/entry2017.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

滋賀職業能力開発短期大学校（滋賀職能大）

〒523-8510 滋賀県近江八幡市古川町1414
学務援助課

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

８月の暦

1 火 先負
2 水
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

木
金
土
日
月
火
水
木
金
土

四役会
仏滅
理事会
大安
赤口
先勝
友引
先負
仏滅
大安 情報広報委員会
赤口
先勝 山の日
友引

13 日 先負
14
15
16
17
18
19

20 日
21 月
22 火
23 水

滋賀の酒蔵・伝統と文化を訪ねて

第14回

月
火
水
木
金
土

24 木 先負 あーき塾「画像編集講座」
青年委員会
「交流ソフトボール大会」 25 金 仏滅

仏滅
大安 事務局夏季休暇
赤口
先勝
友引
先負
女性委員会
仏滅
2017びわこペーロン
大安
先勝
友引

26 土 大安
27
28
29
30
31

日
月
火
水
木

滋賀県建設界
「野球大会」 開会式
第１回「ヘリテージマネー
ジャー育成講座」

赤口
先勝
友引
先負
仏滅

美冨久酒造株式会社 (甲賀市水口)

写真は昭和40年築の旧東海道沿い北側に建つ木造蔵で、小売直売を行う店
舗である。当初は瓶詰蔵として建てられたが、瓶詰めが大きな鉄骨蔵へ移さ
れ、その後米蔵、物置と役割を変え、平成25年10月直売店として新装オープン
した。改装は蔵人の手によるもので、お酒も含め手作り感に溢れている。試飲
や蔵見学、観光バスの受け入れも行っており、開店後は観光客や地元客でい
つも賑わっている。フルーティで飲みやすい「三連星」、通好みの旨味の「美
冨久」の２本柱は、日本酒人気中で常に新しい人を魅了していると感じる。
代表銘柄：
「美冨久」
「三連星」
（前谷吉伸）
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TEL：0748-31-2254
FAX：0748-31-2255

