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湖国が滋る・水と緑の街づくり
公益社団法人

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
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　太田酒造は、草津宿本陣近く旧東海街道沿いの古い町並みの中に建ち、JR草津駅から徒歩約15分、草
津市草津にある明治七年（1874年）創業の酒蔵である。江戸の開祖である太田道灌を先祖に持ち、江戸
時代には東海道と中山道が合流する交通の要衝・草津の関守を務めてきたが、約130年前の江戸末期、
所有していた田畑と年貢米の有効活用のため酒造りを始めたと伝わる。現在は日本酒だけでなくワイン
や焼酎、リキュールまで幅広く製造しており、栗東には琵琶湖ワイナリー、兵庫の灘には千代田蔵も構
える小規模な総合酒類メーカーと言える。
　写真は、左右の２棟を合わせて道灌蔵（どうかんぐら）と呼ばれる建物で、㈱竹中工務店設計施工で
平成元年築の鉄筋コンクリート２階建てである。玄関のある左の１階部分が店舗、２階は太田道灌公遺
徳顕彰記念館と呼ばれる資料館、右の建物もコンサートなどに利用できる多目的ホールである。この道
灌蔵の奥に見える漆喰、杉板の建物は不盡蔵（ふじぐら）と呼ばれる仕込蔵になっている。街並みに馴
染む情緒感じる外観の修景はとてもRC造りとは感じさせない。
　蔵元太田社長の目指す酒は、香りが主張しすぎず、程よい米の旨みや甘みが感じられ、酸が引き締め
る飲み飽きしないキレの良い濃いめの食中酒。米と水にも拘りが強く、自社田で作られる山田錦と地元
近江産の酒米中心とし、また鉄分が多いとされる草津近郊の地下水脈から何とか掘り当てたという酒造
りに適した鉄分の少ない井戸水を使用し酒造りを行っている。 （前谷吉伸）

太田酒造株式会社　道灌蔵、不盡蔵（ふじぐら）
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遠い昔から、人生は「航路」に例えられてきまし
たが、今ほど現実をこの例えが的確に表している時
代はないように思えます。

時　1912年４月14日、アメリカをめざしてイギリ
スの港を後にした初めての航海中、氷山と衝突した
タイタニック号は、約1,500人の犠牲者を出し、大西
洋の深海に沈みました。この悲劇を生んだタイタニッ
ク号は、豪華なクラッシックホテルと見紛う船室と、
巨大なエンジンを収めた機関室をあわせもっていま
した。十九世紀の伝統と二十世紀の近代技術を兼ね
備える、まさに世紀の変わり目を象徴する存在であ
り、絶対に沈まない船と言われていました。しかし、
絶対はなかったのです。

この教訓は、現代の企業経営にも人生にもそのま
ま当てはまります。今、好業績だから大丈夫だと油
断していると、社会経済の急激な変化に対応を誤り、
つじつま合わせに奔走し、足元を見失うことになっ
てしまいます。一瞬先は闇なのです。

激しく環境が変化する現代においては、働く者同
士がチームワークを発揮して、仕事を進めて行くの
が大切な事ですが、それだけは不十分であり、各人
のリーダーシップが求められるのです。リーダーシッ
プについての定義はさまざまですが、一般には「将
来に対する展望を見極め、その方向性を定めて、実
現のために環境やシステムを整えること」とあります。

ピーター・ドラッカー氏は、「マネジメントは、物
事を正しく行なうことであり、リーダーシップは正
しいことをすることである」と述べています。つまり、
マネジメントは、優先順位を明確にして、効率よく
実行することであり、リーダーシップは環境の変化
を敏感に感じ取り、正しい方向を決めるということ
です。

私たちは、時として、マネジメントに目を奪われ、
目先の問題ばかりに気を取られがちです。その結果、
リーダーシップが機能せず、正しい方向性を見出せ
ず、つじつま合わせの非効率な作業に多くの時間を
費やし、なかなか成果を得られません。毎日必死で
仕事に取り組んでいても、時代の風向きを見誤り、
正しい判断をしなければ、努力に見合った成果は得
られません。

微風や逆風でも、船は帆を調節して前に進めるこ
とは可能です。私たちも、いかなる環境でも物事を
正しく行うマネジメントと、各々のリーダーシップ
を最大限活かし、順風満帆な仕事と、人生を歩める様、
努力して行きたいものです。

大企業でも我々零細小企業でも、物事を正しく行
うマネジメントと、正しい判断をするリーダーシッ
プが不可欠と昨年は折々にひしひしと感じました。

人間は、けっして平等ではありません。だれもが「自
分の条件」を担って生きてゆきます。その条件のひ
とつは「身体」です。生まれつき健康で、生涯を元
気で過ごす人もいれば、虚弱で、いつも病気と向い
合いながら一生を送る人もおられます。何とも不公
平だが、それは運命というほかあるまい。

夏目漱石は、胃が弱かった、しじゅう胃をやられ、
吐血して意識を失うこともあった、その胃が四十九
歳で彼の生命を奪ってしまいました。

正岡子規も健康には恵まれなかった。三十五歳に
満たない短い人生を最後になんと、七、八年も病床
で苦しまなければなりませんでした。だが、その病
の床で、彼は日本文学史上に残る偉大な仕事をなし
とげました。

苦しさのあまり、彼は母親のいないスキに自殺し
ようとします。小刀で喉を切り、錐で胸を突けばい
いのだが、恐ろしさが勝って思いとどまる、そして、
そのような闘病のすえ、子規は忽然として、こう気
がつくのです。「悟りといふ事は如何る場合にも平気
で死ぬる事かと思って居たのは間違ひで、悟りとい
ふ事は如何なる場合にも平気で生きて居る事であっ
た」（『病牀六尺』）

苦境に立ったとき、この言葉を思い返して、いか
にして「平気」を保つかこれこそが生きる要諦では
ないかと、最近また心に深く刻みました。

昨年は、大人も子どもたちも社会的や自己的ない
ろいろな要因で自殺者が多くおられ、悲しいかぎり
でありました。

森信三先生の「出逢うべき人には、必ず出逢う。
それも、一瞬早くもなく、一瞬遅くもなく」は人生
の醍醐味を教えてくれる言葉です。私の人生も数多
くの出逢いにより成長させて頂き、今日に至ってい
ます。感謝にたえません。

平成30年の新年を皆様おそろいで、お迎えの事と、
お慶び申し上げます。平成の新春を向かえるのは、
来年１回となりました。

この一年も皆様にとりまして、すばらしい年とな
り、記念すべき平成の一年間となります様、心より
お祈りさせて頂き、本年も建築士会共々、よろしく
お願い申し上げます。

年  頭  所  感
公益社団法人　滋賀県建築士会

　会長� 山本　勝義
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滋賀県知事指定講習会　指定申請中
「総合図作成ガイドライン」解説講習会総務企画委員会

実 施 機 関：主催／公益社団法人　日本建築士会連合会
　　　　　　主管／公益社団法人　滋賀県建築士会
知 事 指 定：滋賀県知事指定（指定申請中）
受講対象者：設計・施工・設備・構造等の建築士および建築技術者（施工系･設備系）
C P D 単位：２単位
開 催 日 時：平成30年１月30日㈫

　 　受付　13：30～　　講習　14：00～16：20
開 催 場 所：ピアザ淡海　204会議室
　 　 　 　　大津市におの浜一丁目１-20（TEL：077-527-3315）
受 講 料：一般（非会員）　5,000円（テキスト代、消費税含む）
　 　　建築士会会員　4,000円（テキスト代、消費税含む）
　 　　　受講料については、当日、会場で徴収させて頂きます。
申込受付期間：平成29年12月15日㈮～平成30年１月25日㈭
申 込 方 法：�平成30年１月25日（必着）までに所定の申込書（12月号同封）に必要事項を記入し、HP・

FAX・メールで申込んで下さい。滋賀県建築士会ホームページからもお申込みいただけます。
定 　 員：40名（先着順）
申 込 先：〒520-0801　大津市におの浜一丁目１-18　建設会館３階　　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　　HP：http://www.kentikushikai.jp

２単位

【時間割】
13：30～14：00 受　　付 30分
14：00～14：10 あいさつ 10分
14：10～14：15 第1章　ガイドライン刊行の趣旨 5分
14：15～14：50 第2章　建築生産における総合図の役割 35分
14：50～15：10 第3章　総合図作成の流れ 20分
15：10～15：20 休　　憩 10分
15：20～15：35 第4章　総合図作成の基本 15分
15：35～15：55 第5章　建築用途別総合図作成事例 20分
15：55～16：05 第6章　展望と課題 10分
16：05～16：20 意見交換 15分
16：20～ 閉　　会

申込は下記まで　FAXかメールまたは、HPからお申込下さい
（公社）滋賀県建築士会　FAX：077-523-1602

E-mail：shiga-sa@mx.bw.dream.jp　　HP：http://www.kentikushikai.jp

「総合図作成ガイドライン」解説講習会　申込書

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

「総合図作成ガイドライン」解説講習会　時間割
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2018年度フォトコンテスト作品募集
　会員のみなさまの自慢の作品をお待ちしております。
�作品のテーマ�　「つどふ（集う）」・「フリー」（風景・建物などテーマは問いません）
�応　募　資　格�　会員による自作作品とします。
�応　募　作　品�　４つ切（カラー・モノクロ）、ワイドタイプ可、応募点数は問いませんが、作品は未発表のものに限ります。
�賞　　　　　金�　大賞：商品券1万円分　入選：商品券3千円分
�募　集　期　間�　平成29年12月～平成30年２月９日
�審　　　　　査�　第９回「未来の家、未来のまち」子供立体作品展会場にご来場の方々の投票による審査とします。
�発　　　　　表�　平成30年５月 機関誌「家」及び滋賀県建築士会ホームページにて発表（http://www.kentikushikai.jp/）
�応　募　方　法�　下記応募票に必要事項をご記入していただき、作品の裏面に糊付けの上、（公社）滋賀県建築

士会事務局までご持参いただくか、郵送にてお送りください。
�送　　り　　先�　〒520‒0801　大津市におの浜１‒１‒18　建設会館３階
　　　　　　　　　　　　　　（公社）滋賀県建築士会「フォトコン係」　　TEL. 077‒522‒1615
�応　募　細　則�　１．入選作品の版権は、主催者に帰属します。選外作品であっても使用することがあります。肖

像権などについては、応募者の責任に於いて了解が得られているものとします。
  　　　　　　　　２．応募作品は返却いたしません。ただし、返却希望者は郵便切手（500円分）を同封頂けれ

ば返却いたします。
�主　催　団　体�　公益社団法人滋賀県建築士会

公益社団法人滋賀県建築士会2018年フォトコンテスト応募票
作 品 名 テ ー マ

コ メ ン ト

応募者氏名 撮 影 場 所

会 員 氏 名 撮 影 年

住 所 〒
　 連絡先TEL

情報広報委員会

※取得した個人情報は、フォトコンテスト事業以外に使用いたしません。

青年委員会 あーき塾
まち歩き事業�～Around�Shiga��vol.3�堅田～報告

　12月２日㈯に、あーき塾まちあるき事業～Around Shiga vol.３ 堅田～を開催しました。穏やかな冬
晴れの中、JR堅田駅から19名の参加者とともにスタートしました。最初の目的地、出島灯台まで徒歩
30分！まず最初の一歩でバスの中へ！vol.３にして初めてバス移動しました。
　中心市街地を抜け、今堅田出島灯台停留所に到着すると、昔ながら
の町並みがあらわれてきます。出島灯台でガイドの大岩氏と合流し、
湖上交通の拠点として発展した堅田の歴史を学びました。となりにあ

る杢兵衛造船所では琵琶湖学習船うみのこの建造もすすんでいました。
　本堅田地区では、有形文化財の居初家・天然図画亭、近江八景で知られる浮御堂を
見学し、琵琶湖の最狭地ならではの絶景を堪能しました。なかでも居初家書院は1681
年頃茶人藤村庸軒によって作られ、障子の腰板に花鳥が描かれていたり、板蔀や腰高
障子や屋根の出庇など茶室の縁側からゆっくり庭を眺
める試みが随所に見られました。地元で有名な和菓子
屋金時堂にてパイン大福をいただきながら、町並みを
ゆっくりと散策し、ヴォーリズ堅田教会へ到着しまし
た。竹内牧師から教会の歴史、ヴォーリズの人生や建
築に残した思いなどを聞くことができ、全行程を終え
ました。教会を出たころにはすでに暗くなり、クリス
マスに向けて教会の電飾が建物を美しく照らしていま
した。 青年委員　中村民雄 居初家茶室

出島灯台

Around
Shiga

ヴォーリズ堅田教会



5

　昨年の全国大会青年セッション・地域実践活動報告会にて最優秀賞を獲得した京都府建築士会と六原自治
連合会のまちづくり活動を、より詳しく学ぶ企画でした。「住んでよかったまち、これからも住みつづけたい
まち」をスローガンに空き家と防災の課題に取り組んでいる地区です。青年委員会メンバーを中心に20名が
六原学舎に集合し、３班に分かれて実際に六原地区を歩き、その活動の成果を確認しました。路地や小路が
多い地区ならではの防災の取組は、旧市街地を抱えるその他の地域にとっても参考になると感じました。そ
の後は産寧坂・高円寺・石塀小路・八坂神社など京都を代表する観光地をゆっくりと散策し、本会場のみや
こめっせに到着しました。
　第二部は、六原学区の取組に関わられた関係者のパネルディスカッションやテーブルディスカッションを
交えてからの質疑応答など、アイデアを凝らしたフォーラム内容でした。会場には250名近い建築士が全国か
ら集い、１年に一度の交流を夜が更けるまで楽しむことができました。 青年委員・山﨑龍太

第８回全国建築士フォーラムin京都　に参加して

六原学舎前にて 六原地区での活動の説明を受ける

青年委員会

　昨年度、青年委員会では山辺構造設計・山辺豊彦氏を講師に、筋交いや面材を使用した軸組と枠組の木造
耐力壁構造実験会を開催いたしました。今回は、滋賀職業能力開発短期大学校（ポリテクカレッジ滋賀）が
所持する面内せん断試験機を、実際に試験体を用いて操作方法を習得し、壁倍率や短期許容せん断耐力の算
定方法を学ぶ欲張りな企画になっています。試験機の操作方法を習得すれば、今後いつでも実験を行い、自
らの技能を向上することができます。「百聞は一見に如かず」です。ご参加お待ちしています。

あーき塾

青年委員会

～壁倍率の算定方法を学ぶ～

日 　 時：平成30年１月28日㈰
　　　　�　13：30～16：30
会 　 場：滋賀職業能力開発短期大学校
　　　　　 （滋賀県近江八幡市古川町1414）
参 加 費：200円（資料代として）
定 　 員：15名（先着順）�
申込締切：平成30年1月25日㈭
ＣＰＤ単位：２単位（予定）

２単位（予定）

計測結果の表示

協力／滋賀県建築士会　湖東地域会

青年委員会（あーき塾）　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

昨年度の実験会

ディスカッション
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女性委員会　Doシリーズ No76 芸術の域にまで高められた匠の技から学ぶ　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

Doシリーズ
No.76

女性委員会
～素を知る～

芸術の域にまで高められた匠の技から学ぶ

　左官の名工、入江長八の漆喰鏝絵見学
に「伊豆の長八美術館」・「浄感寺・長八
記念館」等を訪れます。
　最高峰と称される仕事に触れ、左官の
歴史と技能の奥深さを学び、「素を知る」
研修とします。また、松崎町は海鼠壁の
町並みが残り、昔ながらの趣を数多く留
めている所です。全国でも希少となった
海鼠壁を重要資源と位置づけ保存活動に
活発に取り組まれています。町並みを散
策し、そこで培い育まれてきた文化にも
触れたいと思います。
　道中、日本建築学会賞受賞 の資生堂
アートハウスを見学し、東海道宿場町の
由比宿にも立ち寄ります。由比宿では、
広重の浮世絵も鑑賞します。

※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。

取得予定

開催日時：平成30年3月17日㈯～18日㈰
研修場所：静岡県賀茂郡松崎町
定　　員：30名
CPD単位：取得予定
参 加 費：会員　35,000円・会員外　40,000円
　　　　　（事前徴収いたしますので参加者にはご案内させて頂きます。）
申込締切：平成30年2月28日㈬　
行　　程：17日　大津駅前 7：30出発→
　　　　　　　　 資生堂アートハウス 13：00～14：30→
　　　　　　　　 由比宿 15：30～17：00→宿泊ホテル 17：45頃着
　　　　　18日　ホテル 8：00出発→
　　　　　　　　 松崎町 9：40～13：40（長八美術館、町並み散策）→
　　　　　　　　 大津駅前着 19：00頃
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女性委員会 女性委員会主催　全員会議　開催のご案内
　平素は、女性委員会活動及び事業に対し、ご理解とご協力を賜りましてありがとうございます。
　さて、今年も女性委員会主催　全員会議を開催致します。「女性委員会の活動を会員の皆さんに広く周知し、共有
して頂き、賛同・協力頂ける仲間作りを強固すること」、「魅力ある女性委員会活動を計画・実施することで会員増強
に努めること」を目的と致します。性別・年代に関わらず、会員の皆さんのご参加をお待ちしております。

開催日時：平成30年１月27日㈯　16：00～18：00
開催場所：彦根市民会館　第３会議室　　彦根市尾末町１-38
内　　容：平成29年度活動報告、平成２年創立からの事業活動の紹介、座談会
※お申し込みは、公益社団法人　滋賀県建築士会　事務局077－522－1615まで。

第９回「未来の家」「未来のまち」子ども立体作品展開催のお知らせ
　県内幼稚園の方々、各関係者の皆様にご協力いただき、ご好評いただいている「未来の家」「未来のまち」子供
立体作品展は第９回を開催させて頂くこととなり、同時に第11回「建築士フェスティバル」も開催致します。滋賀
県民の皆様に、（公社）滋賀県建築士会の存在をアピールすると共に建築士の役割を知って頂きたいと思います。

開催日時：平成30年２月24日㈯～25日㈰　午前10：00から午後５：00まで

開催場所：ビバシティ彦根

まちづくり委員会

地区だより

湖北地区 
湖北地域会　会員交流事業　日帰りバス旅行

『神戸クルーズバイキングと六甲枝垂れ見学』

　平成29年11月19日㈰に会員交流事業として恒例の日
帰りバス旅行を行いました。
　天候にも恵まれ43名の参加を頂き楽しい一日を過ご
すことが出来ました。
　長浜を出発、順調に神戸へ到着。
　まずはルミナス神戸２というクルーズ船に乗り、ステー
キバイキングを頂きました。お腹もいっぱいの頃には明
石海峡大橋も近くに見え、ステーキバイキングと洋上か
ら眺める神戸の街並みを堪能しました。
　次に向かったのは六甲山の上に立つ六甲ガーデンテ
ラスの「六甲枝垂れ」（自然体感展望台）を見学しました。
　日本建築大賞など数々の受賞歴をもち、国内外で注
目されている建築家三分一博志（さんぶいちひろし）さ
んの設計です。
　「六甲山上に立つ一本の大きな樹」がコンセプトの展
望台では、夏の天然氷と風を利用した「冷風体験」や
冬の「樹氷観測」など、六甲山の四季折々の自然を体
感できる様々な試みがなされています。風穴からの冷
たい風に対して陽室の暖かさを体感。今度は是非、夏
の風室での氷室からの冷風と夜のライトアップを体験し
たいと思いました。
　一日を通してゆったり楽しめ会員の交流が図れました。
　地域会の皆さま、来年の旅行の良いアイデアあれば
是非教えて下さい。 ヒノキの枝に包まれた内部から見上げる空

個性的な神戸の街並みを背景に

自然体感展望台 六甲枝垂れ
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太田酒造株式会社(草津市草津)
　写真は不盡蔵（ふじぐら）と呼ばれ、㈱竹中工務店設計施工で平成11年竣
工、鉄筋コンクリート造２階建ての清酒の仕込蔵内部である。平成元年築の
道灌蔵と同じく妻入の切妻造を平行に２つ並べ、その間を幅２ｍの通路とし
ている。写真は吹き抜けに大型タンクが並ぶ片方の切妻造部分で、もう片方
の切妻造部分には１Fに搾り機と小仕込みタンク、２Fに麹室、酒母室がある。
２Fは道灌蔵と繋がり、ガラス越しに見学可能な来客者スペースもある。外
観は漆喰と杉板で美しく修景され、内部は打ち放し仕上げというモダンなデ
ザインが印象的であった。
代表銘柄：「道灌」「湖弧艪（こころ）」 （前谷吉伸）

１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30年度�能力開発セミナー�の予定
コース№ コース名 定員 実施日 講習時間帯
CH011 ネットワーク工程管理技術 10 7/10㈬、 13㈯ 9：30～16：30
CH021 実践建築一般図・詳細図作成技術（2次元CAD：AutoCAD編） 10 7/24㈫、 15㈬ 9：30～16：30

CH031 3次元CADを用いた建築設計プレゼンテーション
（3次元CAD：Autodesk Revit編）　New 10 8/17㈮、 18㈯ 9：30～16：30

CH041 木造住宅における結露防止を考慮した断熱・気密設計法 10 7/26㈭、 27㈮ 9：30～16：30
CH051 木造住宅の省エネ設計技術 10 9/14㈮、 15㈯ 9：30～16：30

各講座ともCPD認定プログラム申請コースです。詳細は、次号でお知らせします。

賛助会員入会者名
社　名

株式会社夢ファクトリー京都

1 月 先勝 元日
2 火 友引
3 水 先負
4 木 仏滅 仕事始め
5 金 大安
6 土 赤口
7 日 先勝
8 月 友引 成人の日
9 火 先負

10 水 仏滅 情報広報委員会
11 木 大安

12 金 赤口 四役会
建築関係団体「合同年賀会」

13 土 先勝 近建青「和歌山会議」
14 日 友引
15 月 先負
16 火 仏滅
17 水 赤口

18 木 先勝 四役会
四役・委員長会議

19 金 友引

20 土 先負
第10会「ヘリテージマネー
ジャー育成講座」閉講式
高島地域会「新年会」

21 日 仏滅
22 月 大安

23 火 赤口 空き家管理等支援委員会
24 水 先勝
25 木 友引
26 金 先負 甲賀地域会「新年会」

27 土 仏滅 女性委員会「全員会議」
彦根地域会「新年会」

28 日 大安 あーき塾「構造実験会」
29 月 赤口

30 火 先勝 「総合図作成ガイドライン」
解説講習会

31 水 友引

滋賀の酒蔵・伝統と文化を訪ねて　第19回�

支部 大津 湖南 甲賀 湖東 彦根 湖北 高島 湖西滋賀 計
11月 209 153 80 121 89 132 66 28 878
12月 209 153 80 121 89 131 66 27 876
差引 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 ▲ 1 ▲ 2

地区別
会員数
平成29年
１2月１日現在

「卒業制作発表会」開催のお知らせ　平成30年２月16日㈮ ９：30～
本校学生が2年間学んだ「ものづくりへの挑戦と楽しさ」の集大成である総合制作実習の成果を発表します。


