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湖国が滋る・水と緑の街づくり
公益社団法人
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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

　愛知酒造は、愛知郡愛荘町の野乃目にある明治２年（1869年）創業の酒蔵である。旧秦荘町に残る唯
一の酒蔵であり、旧愛知川町内の藤居本家を加えても愛荘内には２軒しか酒蔵が残っていない。愛荘町
は鈴鹿山麓から西に広がる洪積丘陵と扇状地が湖東平野の一部を形成しており、豊かな自然に恵まれて
おり、敷地内には鈴鹿山系愛知川伏流水が豊富に湧き出ている。
　写真は野乃目から東へ３km、車で約10分の東出という地域にある旧母屋である。敷地内のこの母屋
の裏には、旧仕込蔵や蔵内広場などもあり、愛知酒造の創業の地にあたる。東へ50mの場所には丸中醤
油もある。ある時この地の地下水に鉄分が含まれるためお酒が黄色くなることに気づき、良質の地下水
を探し求め、野井戸をいくつか調査し現在の野々目の地の水質に巡り会い、昭和初期に酒蔵ごと移転さ
せたと伝わる。創業以前築と考えられる母屋と創業期築の酒蔵は、先代が亡くなった後約10年空き家と
なっているが、昨年県ヘリテージマネージャー支援協議会に調査を依頼し、現在報告書待ちという。創
業からの歴史の詰まった建物のよりよい利活用を模索中とのことである。
　富鶴を醸す愛知酒造のコンセプトは、さらっとしていてキレがある一方、膨らみ・柔らかみがあるお酒。
岩手県の伝統的な手法を受け継ぐ南部杜氏の鎌田福三氏と蔵元が力を合わせて、地元産の米と伏流水と
風土が生み出す銘酒である。蔵元の好みではなくお客様に『うまい』と言っていただける、杯が進む食
中酒を目指して今冬も厳しい酒造りに挑んでおられる。 （前谷吉伸）

愛知酒造　有限会社　旧母屋、旧店舗

・会員増強委員会 ･･････････････････ ２
  平成29年度　二級・木造建築士免許

証明書交付式　開催報告
・まちづくり委員会

  「建築甲子園」奨励賞表彰式のご報告
・地域貢献活動センター

  建築士が参画する地域貢献活動
 助成金のご案内

・青年委員会　異業種交流事業 ････････ ３
  トラブル事例に学ぶ
　安心安全な滋賀の家づくり
 ～建築士と弁護士が教えます～

・青年委員会　あーき塾

  まち歩きシリーズ　Around Shiga vol.4
草津

・青年委員会　あーき塾 ･････････････ ４
 ～壁倍率の算定方法を学ぶ～事業報告

・女性委員会

 平成29年度　女性委員会主催
 全員会議　開催報告

・地区だより ･･････････････････････ ５
 平成29年度　フォ－ラム

・ポリテクカレッジからのお知らせ ･･ ６
・地区別会員数
・３月の暦
・滋賀の酒蔵・伝統と文化を訪ねて
 第21回　
 愛知酒造 有限会社 (愛知郡愛荘町)

平成30年３月１日発行　通巻266号

2018/3  vol.266



2

「建築甲子園」奨励賞表彰式のご報告まちづくり委員会

　２月９日㈮に2017年第８回高校生の「建築甲子園」において奨励賞を受賞されました八幡工業高等学校を
ご訪問し、表彰式を執り行いました。
　井関校長先生、佐野先生に賞状、賞金、参加賞、記念品をお届けしました。
　おめでとうございました。
　受賞作品については月刊「家」２月号をご参照ください。

　平成30年２月３日㈯滋賀県建設会館４階大会議室において、（公社）滋賀県建築士会の主催で執り行いまし
た。今年も、二級建築士78名（総受験者数295名）木造建築士18名（総受験者数30名）の方が免許を取得され
ました。県内を中心に41名の参加を得て、山本会長に依る免許証明書交付式が行われました。新建築士の旅
立ちに、滋賀県土木交通部建築課課長の林口富雄氏の臨席を賜り、建築課の木村氏に依る「建築士の手引びき」
をもとに建築士の心構えについて、建築指導室の福井氏に依る「応急危険
度判定」の案内および耐震診断員の説明をいただきました。建築士会の案
内もさせていただき、多くの新しい建築士会員が生まれ、一緒に活動でき
る事を期待したいと思います。

【県内総受験者数】について
二級建築士試験：学科　県内実受験者数＝248名　合格者＝86名
　　　　　　　：製図　県内実受験者数＝133名　合格者＝78名
　　　　　　　　　　　133－86＝　47名（過年度学科合格者）
　 平成29年度新規受験者　248＋過年度合格受験者　47＝295名

木造建築士試験：学科　県内実受験者＝29名　合格者＝18名
　　　　　　　＊製図　県内実受験者＝19名　合格者＝18名
　　　　　　　　　　　19－18＝　１名（過年度学科合格者）
　平成29年度新規受験者　29＋過年度合格受験者　１＝30名

会員増強委員会 平成29年度　二級・木造建築士免許証明書交付式開催報告

　滋賀地域貢献活動センターは、滋賀県建築士会会員が参画する県内の地域貢献活動を支援し、地域社会の
発展に寄与することを目的としております。
　当センターでは、建築士と共に次の９つ視点でまちづくり、地域活動をしている、又はしようとしている
グループに、活動費の助成や技術・情報などの支援をしています。

建築士が参画する
地域貢献活動助成金のご案内

地域貢献活動
センター

月刊「家」４月号発送時に詳しいご案内を同封します。

地域住宅
づくり 地域防災

地域の
まちづくり

歴史的遺産の
再生と活用 景観の保全 居住環境の

保全・改善 福祉環境の整備

自然環境の
保全・整備

その他地域活性化
社会サービス等
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日　　時：平成30年３月24日㈯
　　　　　13：30～17：00（13：00受付）
開催場所：�ＪＲ草津駅周辺　草津宿本陣、草津宿街道交流館、万善、立木神社、

太田酒造
集合場所：くさつ夢本陣　ＪＲ草津駅東口より徒歩12分
参 加 費：建築士会会員　１,000円　　　建築士会非会員　２,000円
定　　員：20名予定（先着順）　　　　申込締切：平成30年３月16日㈮
Ｃ Ｐ Ｄ：３単位（予定）
協　　力：滋賀県建築士会　湖南地域会
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

させていただきます。

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

　※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　異業種交流事業　参加申込用紙
・家づくりセミナー　　・まちあるき草津　（参加いただける方に○をしてください）

　青年委員会は、「安心・安全な滋賀の家づくり」をテーマに、建築士、弁護士双方の視点から新築一戸建て
住宅の計画から完成までの流れと気をつけるポイント、住宅を建てるために必要な契約書や重要書面など、
事例をもとに一般市民向けセミナーを行います。これから住宅を建てようと考えておられる市民や、建築、
不動産関係の方を対象のセミナーです。興味を持たれた方はご参加お待ちしております。

トラブル事例に学ぶ　安心安全な滋賀の家づくり
～建築士と弁護士が教えます～

青年委員会
異業種交流事業

日 時：平成30年３月21日（水・祝）　14：00～16：00
会 場：大津市ふれあいプラザ５階大会議室　　大津市浜大津四丁目１番１号　明日都浜大津５階
参 加 費：無　料　　　定 員：40名（先着順）　　　申込締切：３月16日㈮
協 力：滋賀県建築士会　大津地域会

青年委員会
あーき塾　まちあるきシリーズ
～Around Shiga vol.4　 草津～Around

Shiga 　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シリーズ 
を開催します。

　第4回は滋賀県建築士会　湖南地域会と協力して草津宿宿場内を歩きます。ガイ
ドによる説明を聞きながら草津の歴史について学んでいただけます。皆さんのご
参加をお待ちしております。

3単位（予定）

史跡草津宿本陣

太田酒造（道灌蔵）

万善
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　木造建築物の課題に詳しい山辺構造設計事務所の山辺豊彦先生を講
師に招き実施した「木造耐力壁実験会in滋賀 ～破壊から知る軸組と枠
組み～」から１年、今年度は「あーき塾」にて構造実験会を行いました。
滋賀職業能力開発短期大学校を会場に、新建材であるニチハ株式会社
の「あんしん」を使用した木造耐力壁試験体を青年委員自らで製作し
ました。
　実際に面内せん断試験機を用いた壁倍率の評価・算定を行うことで、
数値に隠れた真の安全性、破壊を通して知る木構造のおもしろさと難
しさを体験することができました。
　設計者として、また施工者として、常に建物の安全性に自分自身で
責任を持つこと、自分の目で見て確かな素材を使用することが建築士
に求められる責任であると改めて実感しました。今後の「あーき塾」
の活動でも、初心に戻り、建物の安全性について考える機会を提案で
きればと考えます。
 青年委員会　覚張良太

あーき塾
～壁倍率の算定方法を学ぶ～事業報告

試験データを読み解く様子

面内せん段試験機使用方法の説明

青年委員会

　１月27日土曜日、全員会議に先駆けて、滋賀県建築士会　彦根地域会と合同で、「楽々園建造物保存整備工
事現場見学会」を行いました。彦根市教育委員会文化財課担当者の方々には現場を案内して頂きました。中
でも、一般財団法人　京都伝統建築技術協会　浜野氏は、DoシリーズNo.75事業でもお世話になっており、
女性委員会とのご縁を感じた次第です。工期は平成25年～30年で、完成目前の大変貴重な「地震の間」「楽々
の間」を約１時間、丁寧に見学させて頂きました。
　彦根市民会館　第３会議室に移動し、全員会議へ。今回は２部構成とし、第１部は会議形式の事業報告会、
第２部は車座座談会としました。第１部では、ご臨席及ばなかった山本会長よりご挨拶文を、彦根地域会松
井代表にはご祝辞を頂戴いたしました。　
　第２部では、設営変更しコミュニケーションがはかりやすい環境を整え、参加者全員が何かしらは発言で
きるように工夫しました。自己紹介、女性委
員会のこれまでの歩み、などいくつかのトー
クテーマも用意しながら自由闊達な意見交換
をはかりました。初参加の方、子ども同伴で
参加の方からのご意見には、仕事と家庭の両
立に奮闘する女性ならではの考えや思いがあ
り、参加者全員で共有できたことはとても大
きいと思います。そんな思いや問題点を整理
し、働く女性建築士が士会活動に参加しやす
い環境を整えていくことも女性委員会の課題
なのではないかと感じました。女性としての
豊かな経験が活かされる女性委員会でありた
い、と思った日でした。
　今後とも、女性委員会にご理解とご協力を
よろしくお願いいたします。

地震の間ほか　見学 全員会議　第１部

全員会議　第２部　車座座談会 和やかな雰囲気の中の意見交換

平成29年度　女性委員会主催　全員会議　開催報告女性委員会
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公益社団法人滋賀県建築士会　大津・湖西滋賀地区委員会
滋賀県建築士会　大津地域会・湖西滋賀地域会
一般社団法人　滋賀県建築士事務所協会
平成29年度　フォ－ラム

日　　時：平成30年３月23日㈮　
　　　　　13：10受付開始　13：30～16：30
開催場所：大津市民文化会館　多目的ホール
　　　　　（大津市御陵町２番３号　☎522―7165）
　　　　　※会場は、駐車場が少ないので、公共交通機関（電車、バス）をご利用ください。
定　　員：100名
申込締切：FAXによる申し込み先着順とし、定員になり次第締切ります。３月18日最終締切
参 加 費：無　料
内　　容：１　開会あいさつ　（13：30～13：40）	 （公社）滋賀県建築士会大津地区委員長
	 大津市未来まちづくり部建築指導課長

２　フォーラムの内容（13：40～16：00）※講　師
　　⑴　Ｈ30年４月施行建築物定期報告制度（設備）について
� 大津市未来まちづくり部建築指導課
　　⑵　住宅宿泊事業法にかかる消防法の取扱いについて� 大津市消防局予防課�
　　　　　（休　憩　10分）
　　⑶　大津市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例について
� 大津市未来まちづくり部まちづくり計画課
　　⑷　平成29年度における建築基準法関連の改正について
� 大津市未来まちづくり部建築指導課

３　質疑応答　　　（16：00～16：20）

４　閉会あいさつ　（16：20～16：30）� （公社）滋賀県建築士会湖西滋賀地区委員長
� ※内容については、最新の法改正等を取り上げるため、内容と共に講師が変更となる場合があります

平成29年度　フォ－ラム　参加申込用紙　〈FAX.077-544-6500〉

※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。

参 加 者
住 所

参加者
氏名

フリガナ

連 絡 先
携帯電話

所属地区
（建築士会） 　　大　津　　　　　湖西滋賀　　　　　その他地区名（　　　　　　　　　　　　）

所属支部
（事務所協会） 　　大　津　　　　　その他支部名（　　　　　　　　　　　　）

　　会員外 所属に○印を記入ください。（重なる場合は両方に○）
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愛知酒造 有限会社 (愛知郡愛荘町)
　写真は昭和初期に建てられたという木造平屋の仕込蔵である。軒高は高く、
内部は酒造りが行いやすいよう天井高が高く広々とした内部空間が確保され
ている。メイン通りに面する外壁は昨年張り替えられ重厚な雰囲気を醸し出
している。2棟並んだ奥にみえる蔵は杜氏や蔵人の居住場所で木造2階建てで
ある。奥に見えるコンクリートの煙突は、ボイラーの使用により現在は使用
されていないが酒蔵のシンボルとなっている。こちらでは製造、貯蔵の他、
主力銘柄「富鶴」の販売も行っておられる。 （前谷吉伸）

3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。

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㈫、 25㈬ 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

1 木 友引
2 金 先負
3 土 仏滅 全国青年委員長会議
4 日 大安 全国青年委員長会議
5 月 赤口
6 火 先勝
7 水 友引

8 木 先負 四役会
四役・委員長会議

9 金 仏滅
10 土 大安 近建青「京都会議」
11 日 赤口
12 月 先勝

13 火 友引 第5回 定期講習
第5回 「監理技術者講習」

14 水 先負
15 木 仏滅

16 金 大安 四役会
理事会

17 土 友引 女性委員会Doシリーズ№
76「一泊研修」18 日 先負

19 月 仏滅
20 火 大安

21 水 赤口
春分の日
青年委員会：安心安全な
滋賀の家づくりセミナー

22 木 先勝
23 金 友引

24 土 先負
あーき塾まち歩き事業
～Around　Shiga　
vol.4　草津～

25 日 仏滅
26 月 大安
27 火 赤口
28 水 先勝
29 木 友引
30 金 先負
31 土 仏滅

滋賀の酒蔵・伝統と文化を訪ねて　第21回 

地区 氏　名
高島 西川　文門
彦根 松本　　昇

支部 大津 湖南 甲賀 湖東 彦根 湖北 高島 湖西滋賀 計
1月 207 152 80 119 89 131 66 27 871
2月 205 151 80 116 90 131 66 27 866
差引 ▲ 2 ▲ 1 0 ▲ 3 1 0 0 0 ▲ 5

新入会員のご紹介地区別
会員数
平成30年

２月15日現在

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

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。


