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　瀬古酒造は、JR草津線 油日駅より線路沿いを南東へ徒歩約４分、甲賀市甲賀町上野にある明治２年
（1869年）創業の酒蔵である。甲賀の山麓は、忍者発祥の地として知られ、鈴鹿山系のゆたかな自然に

あふれた山里、最奥地にある。甲賀は古代琵琶湖の底にあったと言われ、粘土質の土壌に恵まれ、関西
の米どころとして知られる土地柄で、蔵ではこの甲賀産の酒米の使用にこだわっている。近年追随して
他蔵でも甲賀産酒米の使用が多くなったようである。鈴鹿山系の伏流水を水源とした井戸水、米、山里
の環境は、数ある蔵の中でも酒造りに最適な土地だと感じた。
　写真は明治期に建てられたという木造の蔵元住居となる母屋であり、現上野社長の住まいである。右
に隣接するのが裏面の仕込蔵である。手前は白石で敷き詰められた中庭で、母屋、仕込蔵と事務所で囲
われており外部から見ることはできない。内部は古くからの暮らしがそのままで、仕込水として使われ
ている井戸もこの母屋の中にある。広い敷地内には数多くの鉄骨造の建物と最新の酒造設備が整う環境
だが、蔵内では最も優美で重厚な建物である。
　瀬古酒造の醸す忍者、大甲賀のコンセプトは、甘すぎず辛すぎず米の味、旨みを引き出した酒。埼玉
出身である醸造責任者の上野敏幸社長は、先代の娘さんと結婚を機に、約30年前蔵の醸す酒の味わいに
惹かれ蔵人に。以後先代と共に多くの経験をされた蔵元杜氏である。社長就任後発売された「忍者」ブラ
ンドは、多くのこだわりが詰まっていた人気酒である。 （前谷吉伸）

瀬古酒造株式会社　蔵家屋

・青年委員会　あーき塾 ･････････････ ２
  フジテック本社工場（ビッグウィング）

エレベーター研修
・青年委員会　あーき塾
 まち歩きシリーズ
 Around Shiga vol.1　甲賀

・青年委員会 ･･････････････････････ ３
  次世代育成事業　～パスタブリッジ　

安曇川に未来の橋を架けよう～

・女性委員会　DoシリーズNo.75 ･･･････ ４
 青岸寺で香道を体験

・青年委員会 ･･････････････････････ ５
 伊吹山登山御来光と自然にふれる　
　～夏休みの会員及び家族親睦～報告

・青年委員会
 平成29年度ソフトボール大会
 ～会長杯～　報告

・女性委員会 ･･････････････････････ ６
  平成29年度　第27回全国女性建築士

連絡協議会　参加報告
 ■全体報告
 ■「Ｇ分科会：高齢社会と住まい」
 　参加報告

・地区だより ･････････････････････ ７

・ポリテクカレッジからのお知らせ ･･ ８
・９月の暦
・滋賀の酒蔵・伝統と文化を訪ねて
 第15回　
 瀬古酒造株式会社（甲賀市甲賀）

2017/9  vol.260

平成29年９月１日発行　通巻260号



2

　世界最大級の高さである研究棟・実験棟、製作工場の内部を見学し、
最先端技術について学びます。建築士としてエレベーターに関する知
識向上を図るため、製作メーカー側から法改正や、実務（確認申請等）、
商品について学べる事業です。

あーき塾

青年委員会
フジテック本社工場（ビッグウィング）

エレベーター研修

日　時：平成29年９月13日㈬　13：30～16：45
会　場：フジテック株式会社本社工場　彦根市宮田町591－１
参加費：無　料
定　員：30名 （先着順）　　　申込締切：平成29年９月８日㈮
ＣＰＤ単位：３単位　　　　　協　　力：滋賀県建築士会　彦根地域会

３単位

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〉
※取得した個人情報に関しましては、今回の事業以外に使用いたしません。

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FAX番号 携帯電話

CPD番号 地　区　名

フジテック㈱ビッグウィング

　※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。

　滋賀の魅力を伝えることのできる人材の育成を目的とし、滋賀のまち歩きを通じて地域の魅力発見や各年
代・地域間で意見交換できる場としてAround Shigaを開催します。２年間で全８回を予定しており、県内各
地のまち散策を行います。Vol.1は甲賀地域会と協力し、甲賀市の旧東海道及び水口宿周辺の散策、月刊「家」
でも紹介されました美冨久酒造様の酒蔵・建物見学、ウィリアム・メレル・ヴォーリズの建築である旧水口
図書館や水口教会、水口幼稚園などを見学します。
　当日はガイドによる解説も予定しておりますので百間長屋等の史跡についても詳しく学んでいただけます。
みなさまのご参加をお待ちしています。

あーき塾

青年委員会
まち歩きシリーズ

Around Shiga vol.1　甲賀

日　時：平成29年10月28日㈯　10：00～16：25
会　場：旧東海道、水口城資料館、美冨久酒造、ヴォーリズ建築　他
参加費：建築士会会員　500円　　　建築士会非会員　１,000円
定　員：20名 （先着順）	 申込締切：平成29年10月13日㈮
ＣＰＤ単位：４単位	 協　　力：滋賀県建築士会　甲賀地域会
その他：	台風、雷雨などの荒天時、地震などの天災発生時は止むを得

ず中止とさせて頂きます。
　　　　	古民家を利用した飲食店を利用する為、別途昼食代の実費を

ご負担頂きます。

４単位

旧東海道の曲り道にある水口石

青年委員会　あーき塾　参加申込用紙
・フジテック研修　　・まち歩きシリーズ　（参加いただける方に○をしてください）

※美冨久酒造様では試飲も可能ですので、飲まれる方は公共交通機関をご利用ください。
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青年委員会
次世代育成事業

～パスタブリッジ	安曇川に未来の橋を架けよう～

　近年、学生の建築離れを耳にします。青年委員会では、過

去に建築甲子園で優秀な成績をおさめた県立安曇川高校の建

築デザイン系の２年生16人を対象に、パスタブリッジを行い

ます。そこで、未来の建築士となる学生と一緒に協力して頂

けるスタッフを募集いたします。内容は、学生２名と建築士

２名でチームを組み、乾燥パスタとグルーガン、ホットボン

ドを使用して、トラス構造のブリッジを作り、積載荷重を競

い合います。

協力／滋賀県建築士会　高島地域会

青年委員会　次世代育成事業　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〉
※取得した個人情報に関しましては、今回の事業以外に使用いたしません。

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FAX番号 携帯電話

CPD番号 地　区　名

日　　時：第１回
	 平成29年10月23日㈪　13：15～15：40
	 力学、トラス構造の計画
	 第２回
	 平成29年10月30日㈪　８：30～15：40
	 製作、実験

会　　場：滋賀県立安曇川高等学校　セミナーハウス１階
	 高島市安曇川町西万木1168
	 ※校内駐車場十分余裕あり（無料）

参 加 費：無料

定　　員：16名 （第２回 ： 10月30日㈪のみの参加可能）

申込締切：平成29年９月29日㈮

そ の 他：	10月上旬にパスタブリッジのレクチャーを行う予
定です。

	 	参加申込者には、内容決定次第、案内をさせて頂
きます。
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Ｄoシリーズ
No.75

女性委員会

青岸寺で香道を体験

　琵琶湖の東部に点在する近江七福神の一つである青岸寺。
江戸時代初期、井伊家欅御殿の楽々園の作者（香取氏）によっ
て造られた枯山水の庭園は、国の名勝指定庭園です。
　そしてさかのぼること仏教の伝来とともに日本に伝えら
れ、源氏物語にも登場するお香。「香道」は世界に類を見な
い日本特有の文化として現代に受け継がれています。庭園
を眺めながら、香りを聞き比べる組香を体験し、建築とは
切り離せない和文化の原点の一つを学びたいと思います。
　また、青岸寺書院保存修理工事（平成28年５月～平成29
年３月）が進められている中、施工業者である西澤工務店
担当者に保存修理工事の解説を頂き、盛りたくさんの貴重
な時間を過ごしたいと思います。

女性委員会　ＤoシリーズNo.75　青岸寺で香道を体験　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〉
※取得した個人情報に関しましては、今回の事業以外に使用いたしません。

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FAX番号 携帯電話

CPD番号 地　区　名

３単位予定

日　　時：平成29年10月14日㈯　12：40受付

開催場所：青岸寺　米原市米原669
	 ＪＲ米原駅から徒歩７分
	 	お車でお越しの方は青岸寺駐車場をご利用下さい
	 （駐車場付近に案内の者が立ちます）

定　　員：25名（先着順）

参 加 費：会員　1,500円	・	会員外　3,000円

申込締切：平成29年10月４日㈬

香道教林坊流　葭風会　早川 光菜 氏

兵庫県西宮市出身。
祖母が香道を嗜んでいた影響で、18歳から本格的
に香道の稽古をはじめる。
大学在学中に和の世界
に魅了され卒業後は主
婦・育児のかたわら香
道の稽古に励む。
現在、香道教林坊流の
傘下で、葭風会として
活動中。

※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。

《プログラム》
12：40～	 受付
13：00～13：30	 講話
	 （青岸寺　ご住職）
13：30～14：30	 青岸寺書院修復工事お話
	 （西澤工務店　担当者）
14：30～16：00	 香道　組香
	 （香あそび）体験
	 （葭風会　早川光菜氏）
16：00～16：30	 お菓子とお抹茶・まとめ
16：30	 解散～自由拝観

青岸寺　庭園・書院
庭園の見どころは、「石組が多い」「水を現すのに苔が用い
られている」「園内に回遊式の園路が巡っている」「和洋折
衷の寄席燈籠」「降り井戸形式の蹲」等。
書院は、明治37年、永平64世森田悟由禅師によって建立。
禅師の雅号を採って「六湛盦」と名付けられ、接化に赴い
た地方寺院から永平寺へ帰る途次、立ち寄り休憩するため
に用いられた。
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青年委員会 伊吹山登山御来光と自然にふれる
～夏休みの会員及び家族親睦～　報告

　会員交流事業として滋賀県最高峰（1,377m）の伊吹山登山を企画したところ、登山経験者から初心者や小
学生まで、幅広くご参加いただきました。今回は参加者を４組に分け、登山経験者から登山時のアドバイス
や楽しみ方を教えていただくことにしました。
　真夜中の０時に、星空の下、ふもとの三之宮神社で登山の安全祈願をしました。子どもたちは高いテンショ
ンで盛り上がり、ムードメーカーになりました。３合目付近では、ふもとの夜景を楽しんだり、５合目付近
からは、野生の鹿の声を聞いて少し怖い雰囲気を味わったりと夜間登山の思い出もできました。８合目付近
から山道が急斜面になってくると、黙々と集中しての登山でした。
　ついに登頂！予定通り４時には参加者全員が山小屋に到着し、日
の出を待ちながらウトウトしたり、歓談したり。山小屋で食べた伊
吹そばは、みんなが口をそろえて「おいしい！」と好評でした。日
の出予定時刻５時前、あたりは明るくなってきましたが、霧が立ち
込めていて御来光は拝めませんでした。また来年の楽しみができま
した。
　下山開始後、まもなくすると雨が降りはじめ、厳しい道中でしたが、
声を掛け合い、けが人を出すことなく三之宮神社へ無事に到着する
ことができました。日々の運動不足を実感しつつも、とても達成感
のある事業となりました。

平成29年度ソフトボール交流会～会長杯～　報告青年委員会

伊吹山山頂にて

　８月13日㈰、第一回ソフトボール交流会を開催しました！かねて
から建築士会の枠を超え県内の資格をお持ちの方を含めた交流事業
として計画し、お声をかけさせていただいていた事業です。お盆の
期間、天候に恵まれ暑さ真っ盛りの中での実施でしたが、会場の竜
王ドラゴンハットは屋根があり風もあり、心配した暑さもなく、心
地よいくらいの絶好のコンディションでした。
　本田委員長の挨拶に始まり、伊藤副会長よりご挨拶をいただき、
川村副委員長の力強い選手宣誓から試合開始！合計４チーム、総当
たりのリーグ戦による戦いは熱戦に次ぐ熱戦、長打に次ぐ長打で、
打ち放題、走り放題となりました。そして優勝は「湖北・彦根連合チー
ム」。表彰式では、新調されたトロフィーを山本会長より授与されま
した。50名を超えるご参加をいただき、会員相互の距離を一気に縮
める一日になりました。
　今回のソフトボール交流会に向けて、多くの方々に多大なご協力
をいただき、本当にありがとうございました。事前の計画、準備は
大変ではありましたが、終了後の一体感、達成感、清々しさは、や
はりやってみないと得られないものであると実感しました。今後も
青年委員会では交流事業を含め多くの事業を計画いたしますのでど
うぞご参加ください。 （青年委員会：岡村）

プレイボール

表彰式後の参加者たち

（公社）滋賀県建築士会青年委員会　第１回ソフトボール交流会　対戦結果表
大津・高島

連合 湖　南 湖東・甲賀
連合

湖北・彦根
連合 勝 負 順位 得点 失点 差

大津・高島
連合

○ ○ ●
2 1 2 43 37 6

13 － 4 17 － 11 13 － 22

湖　南
● ● ○

1 2 4 21 30 -9
4 － 13 8 － 12 9 － 5

湖東・甲賀
連合

● ○ ●
1 2 3 31 44 -13

11 － 17 12 － 8 8 － 19

湖北・彦根
連合

○ ● ○
2 1 1 46 30 16

22 － 13 5 － 9 19 － 8 ※1　順位は、直接対戦の結果により決定しています。
※2　得失点差は、参考記録とします。

会　　場 竜王ドラゴンハット

参加人数
52名

本会四役 2名 甲賀地区 6名 湖北地区 13名

大津地区 8名 湖東地区 5名 高島地区 5名

湖南地区 11名 彦根地区 2名 湖西滋賀地区 0名
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■全体報告
　７月15日・16日、第27回全国女性建築士連絡協議会　東京大会が開催され、滋賀からは５名が参加いたし
ました。本年度大会テーマ「未来へつなぐ居住環境づくり―和の空間を考える―」の基、約300名の女性建築
士が全国から集結しました。
　全国女性委員長会議の後、日本建築士会連合会三井所会長のご挨拶で大会1日目が始まりました。活動報
告では、北海道建築士会「高校住教育講座～はじめての一人暮らし～」、宮城県建築士会「ノベオカノマドハ
ウス」リノベーションプロジェクト、の２事例をお聞きしました。また、６年前から継続している被災地報
告では、岩手県、宮城県、福島県、熊本県、佐賀県、鳥取県から被災地の現状・復興状況報告並びに、他団
体と協同し取り組んでおられる防災活動、復興支援、新たな取り組みをお聞きしました。
　基調講演は、「和の空間を考える―居住空間にとって美とは何か―」と題し、中川　武氏（博物館明治村館
長、早稲田大学名誉教授、建築史家）にご講演頂きました。
建築史家としての深い見地と哲学的表現で、日本建築、日
本の家の住まい方、居住空間の美を語って頂き、たいへん
興味深く拝聴いたしました。引き続き行われた大交流会で
は、一年ぶりの再会に話が弾み、会場はたいへんな熱気と
活気に溢れていました。更に、本年度初の試み、1枚のス
ライドを使って1分間スピーチする「1ｘ1・ワン・バイ・
ワン」が企画され、近畿からは滋賀県と和歌山県が発表い
たしました。
　大会２日目、Ａ分科会：防災への取組、Ｂ分科会：地産
地消のすまい、Ｃ分科会：歴史的建造物と建物再生、Ｄ分
科会：環境共生住宅、Ｅ分科会：自治体連携とまちづくり、
Ｆ分科会：子どもと住環境、Ｇ分科会：高齢社会と住まい、
Ｈ分科会：既存ストックの活用、以上８つの分科会に分か
れて、活動報告、意見交換、情報交換を行い、各分科会は
それらをまとめて全体会で報告し、参加者全員が共有し合
いました。
　全国の女性建築士が一同に会するこの大会は、参加する
度に視野が広がり、人の繫がりが広がります。様々な視点
や立場で女性建築士として活躍し、社会的な課題解決に繋
がる活動や貢献の先進事例が各地から報告されています。
女性建築士としてのその発信力の根底には、長期に渡り積
み重ねてきた調査研究や地道な活動、社会貢献活動があり
ます。滋賀県建築士会女性委員会においても、そのような
取組に向けて検討してまいりたいと思います。

■「Ｇ分科会：高齢社会と住まい」参加報告
　コメンテーターは、大阪府建築士会曽我部千鶴美さんと
兵庫県建築士会山本和代さん。
　大阪府建築士会の報告は、高齢になっても住み慣れた家

平成29年度
第27回全国女性建築士連絡協議会 参加報告女性委員会

参加者集合写真

ワン・バイ・ワン　滋賀のスピーチ

大会会場
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に住み続けるために、すべての生活者に向けて住環境整備の必要性だけでなく、具体的な方法や考え方も含
めた情報発信をされています。今回は公益社団法人建築技術普及センターの普及事業助成金を得て、2000年
に初版発行された「安心・安全・安らぎの家」と題した冊子をより分かりやすく充実した内容で再発行し、
市民向けセミナーを開催する等の普及活動報告でした。参加者から、市民向け講座の講師要請や学校の授業
の副本として使いたいとの要望がありましたが、増刷の予算捻出を思考中との事でした。
　兵庫県建築士会の報告は、平成15年度のユニバーサルデザイン（UD）研究会設立から現在までの活動経緯
の発表でした。多方面での検証活動を経て、神戸国際展示場の「UD視点に基づく現状調査」を受託、「UDの
視点から探る住み続けることが可能な住宅の基本」と題した冊子を作成。より幅広い実践活動を行うために、
別途「UB建築研究会」を設立し、平成28年度第18回「人間サイズのまちづくり賞」を受賞されました。市民
セミナーを開催し、市立小学校のUD授業をサポート、「チェック＆アドバイス制度」の福祉のまちづくりア
ドバイザーを斡旋する等の活動報告もありました。
　意見交換では、高齢化社会の対応と増々増加する認知症対策等にも話が広がり、医療・建築・ボランティ
ア団体・自治会等の協同活動と情報共有の重要性が問わ
れました。また、活動資金調達の悩ましい相談も話題と
なりました。
　２報告共、継続し積み上げていく活動で、しっかりと
地域に根ざしており、住人、行政、他団体との連携を生み、
建築士のアピールにも繋がっています。私達にもこのよ
うな活動が出来ればとの思いを抱きました。 意見交換・情報交換する参加者たち

湖北地区 
手ぶらで楽しめる！

家族バーベキュー大会

　7月30日㈰米原市多和田にあるローザンベリー多
和田で、湖北地域会・賛助会・施工管理技士会合同
の「手ぶらで楽しめる！家族バーベキュー大会」を
企画させていただきました。当日早朝に激しい雨が
降り出し、雨天決行とはいうものの開催の是非も考
えましたが、すぐに雨も上がり大変蒸し暑い中での
開催となりました。
　気候の成せることなのか飲み物も大変おいしく、
お肉も堪能でき、お野菜は目の前にある畑で個々が
収穫し、獲れたてを味わえるという正に手ぶらで楽

地区だより
しくバーベキューを堪能することができました。毎
年恒例となって参りましたが、今年は80人の方に参
加していただき、盛大に盛況に終えることができま
した。来年度もまた企画し、親睦の場の一つとして
考えております。
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滋賀の酒蔵・伝統と文化を訪ねて
第15回 瀬古酒造株式会社 (甲賀市甲賀)

　写真はタンクが並ぶ仕込用木造蔵の2階内部である。明治期に建てられた
と伝わり築100年を超えている。内装は白ペンキで塗られ清潔に保たれてい
る。床には点検口のような扉があり、開けると1階にあるタンク内部が見え
る。仕込みの際ここから蒸したお米や麹を投入することができ、櫂（かい）を
入れて、タンクのもろみを定期的に攪拌（かくはん）することができる。また
1階は密室になっており、冷蔵空調が施され、しっかりと温度管理できるよう
になっている。タンクのある部屋がまるごと冷蔵庫になっている蔵はとても
珍しい。
代表銘柄：「忍者」「大甲賀」 （前谷吉伸）

9月の暦

滋賀職能大（ポリテクカレッジ）からのお知らせ

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。

平成29年度	能力開発セミナー	の予定
コース№ コース名 受講料 定員 実施日 講習時間帯
CH041 木造住宅の省エネ設計技術 ¥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

1 金 大安

2 土 赤口

Ｄoシリーズ№74
「滋賀の街道」
中山道守山宿を巡って学
ぶまちづくり

3 日 先勝
4 月 友引
5 火 先負

6 水 仏滅

第2回「定期講習」
G-NETしが
第2回「監理技術者講習」
G-NETしが

7 木 大安
8 金 赤口

9 土 先勝
10 日 友引 二級製図試験
11 月 先負
12 火 仏滅 情報広報委員会

13 水 大安 あーき塾 ～フジテック本社工場
（ビッグウィング）エレベーター研修～

14 木 赤口 四役会
四役・委員長会議

15 金 先勝

16 土 友引
滋賀県建設界「野球大会」閉会式
近建青「大阪会議」
第2回「ヘリテージマネージャー育成講座」

17 日 先負
18 月 仏滅 敬老の日

19 火 大安

20 水 友引 既存住宅状況調査技術者
講習会「移行講習」

21 木 先負 あーき塾「建築模型講座 第１回」
22 金 仏滅
23 土 大安 秋分の日
24 日 赤口
25 月 先勝
26 火 友引

27 水 先負 既存住宅状況調査技術者
講習会「新規講習」

28 木 仏滅
29 金 大安
30 土 赤口 あーき塾「建築模型講座 第2回」


