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佐藤酒造

株式会社

酒蔵全景

佐藤酒造は、長浜ICから車で３分、長浜市榎木町の旧集落にある2011年（平成23年）創業の酒蔵である。
旧佐藤酒造は明治中期に創業したが、1974年
（昭和49年）廃業し、長浜市内の８酒造会社が協業組合とし
て酒造りを行う滋賀第一酒造を設立。大規模な造りを行っていたが、その後の日本酒業界の衰退とともに
・ポリテクカレッジからのお知らせ･･･ ６ 組合解散へと進む中、理事だった現佐藤社長兼杜氏は独立を決意。旧佐藤酒造跡地には酒蔵となり得る建
物は既に無く、廃業した工場跡地を購入。さらに敷地内に伊吹山系の良質豊富な硬水の地下水を掘り当て
・地区別会員数
るなど幾多の問題を乗り越え、２年がかりで困難と言われる新規酒造免許を取得。新規免許による創業は
・4月の暦
全国的にも稀である。その後酒蔵として改修を行ったのち、試行錯誤の中始めた酒造りは年々進化を重
・滋賀の酒蔵・伝統と文化を訪ねて
ね、
現在の造りで６季目になる。
第22回
写真は道路沿いに建つ木造蔵である。敷地にある建物の中で最も古い建物で、元々は米倉であったとい
佐藤酒造 株式会社（長浜市榎木町） う。現在は物置として利用されているが、通りに面するシンボリックな建物である。近い将来、テイスティ
ングルームにする計画があると聞き、今からその改修が楽しみである。
佐藤酒造の追求する酒は、口あたりやわらかく芳醇な味わいとキレのよさを併せ持ち、料理と共に楽し
める食中酒。小さなタンク４本のみを使い、丁寧にじっくり手間をかけて仕込まれるお酒は、一から酒蔵
を立ち上げた社長の熱い想いと拘りによって毎年進化を続けている。地元長浜を大切にする姿勢は認知
度の高まりとともに新たな地産品に育ちつつあると感じる。
（前谷吉伸）
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青年委員会

あーき塾

TOTO滋賀工場見学会 開催のご案内
２単位
（予定）

世界最新の設備を備えた衛生陶器工場を見学し、「ものづくり革新」で生
み出されたノウハウを学びます。ＴＯＴＯの根幹である衛生陶器（便器）の製
造工程を見学し、最先端の省エネ技術を導入したモデル工場プロジェクトに
ついて学習し、理解を深める場とします。ミニチュア便器の製作実演もござ
いますので、皆さまのご参加をお待ちしております。
日

時：平成30年４月18日㈬

会

場：ＴＯＴＯサニテクノ滋賀工場

世界最新設備を備えた衛生陶器工場

13：30～16：00（受付開始13：00）
滋賀県湖南市朝国１

参 加 費：無料
定

員：15名（先着順）

申 込 締 切：４月10日㈫

ＣＰＤ単位：２単位（予定）

青年委員会

成形品仕上げ作業

エンジョイゴルフコンペ大会

日

時：平成30年４月29日㈰

会

場：近江カントリー倶楽部

８：20～16：30

参 加 費：約15，000円

（プレーフィー

定

員：32名（先着順）

開催のご案内

(７：15受付開始)

名神竜王ICより４㎞

約12，000円

参加費 ３，000円）

申 込 締 切：平成30年４月13日㈮

そ の 他：天候により止むを得ず中止になる場合がございます。
※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。

参加申込用紙

・ＴＯＴＯ滋賀工場見学 ・エンジョイゴルフコンペ
氏

名

連 絡 先
CPD番号

フリガナ

勤務先名称

（参加いただける方に○をしてください）

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〉

2

員

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」終了報告
ヘリテージマネージャー支援委員会

委員長

竹田久志

第４回目となる本年の「滋賀県ヘリテージマネージャー育成講座」
（以降：HM講座）は、昨年８月26日の開講式・
第１回講座から本年１月20日の第10回講座・修了式までの育成講座と、HM修了者のための上級講座を３月４日に開
催し、本年度事業のすべて終了することができました。関係者受講生の皆様、ご協力くださいまして誠にありがとう
ございました。
本年HM講座では20名の方が修了され、本県でのHM認定者は92名となりました、今後のご活躍を期待いたします。
１月20日に開催しました第10回講座
「私が見つけた歴史的建造物の保存活用計画」の発表会では、４グループが大津、
長浜、日野、甲賀にある歴史的建造物について調査研究された内容をそれぞれ発表されました。また当日は、グルー
プ発表に引き続き、記念講演－１として第１回HM講座修了生の鈴木大祐氏が中心となり調査され、昨年国登録有形
文化財の指定を受けられた甲良町「川並家」について講座終了後のHM活動について発表をいただき、続く記念講演
―２では「世界遺産・国宝延暦寺根本中堂保存修理事業」について滋賀県教育委員会文化財保護課課長補佐・菅原和
之様より保存修理事業の概要と現在の施工状況についてご講演をいただきました。
HM講座は来年度も開講の予定をしております。
（募集期間６月下旬～７月下旬予定）県内の歴史的建造物やお近く
の歴史的建造物（民家・商家等々に）に興味をお持ちの方々の受講をお待ちいたします。

第10回グループ発表

記念講演会

鈴木大祐氏記念講演

滋賀県文化財保護課菅原氏記念講演

修了式

修了者に終了証・認定書授与

3月4日上級講座
「事例発表会」

上級講座芹町現地研修会

まちづくり委員会

第９回「未来の家」
「未来のまち」子供立体作品展
第11回建築士フェスティバル開催 報告

子供たちの感性や創造性を引き出してのびのびと育ってくれることを願い、併せて本会及び建築士の認知度UPを
図る本事業は、ビバシティ彦根に会場を移して４回目の開催となりました。２階大ホールにおいて８園・作品数65点、
来場者数は700人以上の結果となって、本会及び建築士のPRを行うことができました。滋賀県栗東指導室・彦根市消
防本部の各ご担当様、委員、会員の皆様、ご協力ありがとうございました。

会場

彦根市消防本部啓発活動

積み木遊びコーナー

表彰式
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甲賀地区
会員交流事業

報告

１月26日㈮に会員交流事業として会員・賛助会員
合同の賀詞交歓会を甲賀市水口町の相撲茶屋賀位の
山にて開催しました｡
地域会、始まって以来の賀詞交歓会でしたが会員
26名･賛助会員５名の合計31名と多数の方が参加下
さいました｡
冒頭に中本地域会会長より甲賀地域会の活動報告
をして頂き､竹田相談役の乾杯の発声により開宴し
ました｡ちゃんこ鍋を食べ､美味しいお酒と途中ゲー
ムも交えて終始和やかな雰囲気でそれぞれ親睦を深
めることができたのではないかと思います｡

出す「粘土山」を思わせる外観に圧倒され、内観は
雰囲気の良いタイルが数多く展示されておりタイル
の美しさを再認識する機会となりました。その後、
夕食は湯の山温泉で温泉と夕食を楽しみながら懇親
を深めることのできる有意義な１日でした。

集合写真
（モザイクミュージアムにて）

建築士会見学会
甲賀地区では２月17日㈯に会員、賛助会員対象の
建築士会見学会を開催いたしました。
当日は天気も良く冬晴れの中、出発しましたが帰り
は一転、雪景色でいろんな情景が楽しめる１日とな
りました。
名古屋市美術館の「シャガール展」や名古屋市科
学館の「恐竜の卵恐竜誕生に秘められた謎」を見学
し、その後、名古屋市内で昼食をとって多治見市モ
ザイクタイルミュージアムを見学いたしました。こ
のミュージアムは独創的な建築で世界的な評価の高
い建築家の藤森照信氏の設計でタイルの原料を掘り

湖北地区
第４回勉強会

報告書

平成30年３月２日、株式会社シガウッド様、建築
士会湖北地域会共催による勉強会を開催いたしまし
た。講演会に於いては、桜集団設計一級建築士事務
所代表の安井先生をお招きし「木材を見せながら火
事に負けない木造建築をつくる」をテーマにご講演
いただきました。火災が拡がっていく仕組みや、火
災を拡がらせないための手段等、体験された実例や
ご自分で行われている実験ビデオなども交え、本当

２班に分かれて、２×４の工場見学
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モザイクミュージアムモニュメント

懇親会（湯の山温泉）

に分かりやすく、終始興味深いご講演でした。低層、
耐火性能要求無しで、はじめて木造を構造躯体とし
て選択してきた本報告書筆者は、固定概念を覆され
た思いです。そのような設計者にとっては、今回の
講演は非常に有意義なものとなりました。講演会の
後は、株式会社シガウッド様の工場見学会を行い、
木造枠組工法の製作工程、品質の安定化等について
も勉強させていただきました。木造建築は日本建築
の根幹であることを鑑み、今後も木造建築、ひいて
は「木」をテーマに学習していくべきであると感じ
ました。最後にご協力いただきました関係者様各位
に感謝申し上げます。ありがとうございました。

安井先生と、講演を聞きいる参加者たち

地区だより

彦根地区
会員交流事業
３月４日～３月５日

報告

会員・賛助会対象に、山陰

湯村温泉と餘部駅舎見学会を開催しました。
４日の初日は天気も良くすがすがしい中出発しま
したが次の日の５日は、あいにくの雨となりました。

囲気を楽しみながら見学することができました。そ
の後、湯村温泉にて宿泊、２日目は強風と雨の中餘
部鉄橋・大乗寺の襖絵を見学し、天野橋立を経由し、
帰路につきました。
年度末の忙しい時期でもあり、参加者は９名と少
人数の研修旅行となり
ましたが、親睦を深め

初日は、出石市にて、出石市の永楽館を見学、永

る事の出来た、楽しく

楽館は、平成の大改修により大正11年頃の姿へと忠

有意義な研修旅行とす

実に復原された建物で、廻り舞台、奈落など舞台裏、

ることができました。

花道といった貴重な劇場機構も見学でき、当時の雰

事 務局からのお知らせ
このたび３月１日より滋賀県建築士会事務局に勤務する事となりました
天野泰史（アマノタイジ）と申します。
以前は京都府建築士会の事務局で６年間程働き、別会社に転職し、この
度縁あって滋賀県建築士会でお世話になる事となりました。
少しでも早く滋賀県建築士会発展の力になれるよう、努力してまいりま
すので、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
PS：趣味はフットサルをする事と、サッカーや野球の観戦ですが今は２
歳の息子と遊ぶ事が生き甲斐になっています。事務局に来られた際は気軽
にお声がけ下さい。

☆住所等の届出（建築士法第５条の２第２項）：住所、本籍、勤務先を変更した場合は、変更した日から
30日以内に、住所等の届出を提出して下さい。
☆ 登録事項の変更（建築士法施行規則第４条）：免許証明書の記載事項に変更が生じた場合は、免許証明
書を添えて、変更を生じた日から30日以内に登録事項変更届を提出して下さい。
☆ 再交付（建築士法施行規則第５条）：免許証明書を汚損・失った場合は、汚損の場合は免許証明書を添
えて、遅滞なく再交付申請書を提出して下さい。
一級建築士／構造・設備設計一級建築士の方の届出・申請書の提出先は、お住まいの都道府県の建築
士会です。
二級・木造建築士の方の届出・申請書の提出先は、登録されました都道府県の建築士会です。
☆ 書式のダウンロード 一級建築士／構造・設備設計一級建築士の方は（公社）日本建築士会連合会ホー
ムページから。
滋賀県で登録されました二級・木造建築士の方は滋賀県建築士会ホームページから。
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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30年度 能力開発セミナー の予定

コース№

コース名

CH011 ネットワーク工程管理技術

受講料

定員

実施日

講習時間帯

￥7,000

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）

￥7,000

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

￥8,000

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

￥7,000

10

7/26㈭、 27㈮

9：30～16：30

CH051 木造住宅の省エネ設計技術

￥8,000

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。
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

「オーダーセミナー」のご相談を承ります。 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/

地区別
会員数

平成30年
３月１日現在

4月の暦
1 日 大安
2 月
3 火
4 水
5 木
6 金

支部
2月
3月
差引

大津
207
207
0

湖南
152
152
0
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平成30年度二級・木造建築 11
赤口 士試験申込書「窓口配布」 12
（～４月23日）
13
14
先勝
15
友引
16
先負
17
平成30年度一級建築士試
18
仏滅 験申込書「窓口配布」
（～５月14日）

7 土 大安
8 日 赤口
9 月 先勝

甲賀
80
79
▲1

湖東
118
118
0

彦根
89
90
1

高島
66
66
0

湖西滋賀
27
27
0

計
870
870
0

高島地区委員会総会
20 金 先勝 湖南地区委員会総会
21 土 友引 湖東地区委員会総会
22 日 先負
23 月 仏滅
24 火 大安
25 水 赤口
26 木 先勝 四役会・理事会
27 金 友引
28 土 先負 大津地区委員会総会
平成30年度二級・木造建築
昭和の日
士試験「対面受付」業務
29 日 仏滅 青年委員会 エンジョイゴ
19 木 赤口 (～４/23）
ルフコンペ大会
既存住宅状況調査技術者
講習「新規」
30 月 大安 振替休日
火
水
木
金
土
日
月
火
水

友引
先負
仏滅
大安
赤口
先勝
先負
仏滅
大安

滋賀の酒蔵・伝統と文化を訪ねて 第22回

佐藤酒造 株式会社 (長浜市榎木町)

写真は敷地内の事務所前から見た、酒蔵の全景である。全て旧王冠工場時代
の建築物で、増改築を繰り返した跡が伺える。右手前に生酒の瓶貯蔵用の冷蔵
コンテナ、その奥が製品倉庫、一番奥の軒高の高い建物が洗いから搾りまでを
行う仕込み場、その手前に煙突が見える建物がボイラー室と杉板張りの麹室、
一番左が瓶詰め及びラベル貼り等の作業場である。購入前から大型倉庫のよ
うな場所は酒造りには向かないと考えた社長の計画通り、既存建物の配置を
活かし、工程ごとに区切られることで温度や品質管理もしやすく、動線もス
ムーズに考えられている。代表銘柄「湖濱」
「六瓢箪」
「生乍自由」 （前谷吉伸）

6

湖北
131
131
0

TEL：0748-31-2254
FAX：0748-31-2255

