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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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　中澤酒造は近江鉄道五個荘駅から徒歩１分、東近江市五個荘の旧中山道沿いにある江戸期創業の酒蔵
である。当初酒蔵は旧湖東町にあったが明治時代に火災により消失したため、当時販売所のあった現在の
場所に酒蔵を建て移ってきたという。故に創業時の資料等が一切残っておらず正確な創業時期などは不
明という。３年前現社長の中沢一洋蔵元兼杜氏は約15年休業中の蔵を苦難の末に再開させた。２年後休業
に追い込まれた後は、同じ東近江市内の畑酒造で修行を始め、３年後には畑酒造で自らのお酒を仕込ん
だ。休業前の坂頭宝一杜氏と、畑酒造の谷内博杜氏両杜氏の技を受け継ぎ一洋が醸したお酒であることか
ら命名された「一博」は県有数の人気酒である。
　写真は昭和初期築の清酒の仕込みを行う木造蔵の内部である。再開前までは大型タンクが室内一杯に
並んでいたといい、天井高も２階建てに相当する大空間を有している。再開後は温度管理のしやすい小タ
ンクで手作業による丁寧な酒造りを行うため、大型タンクを処分し開放的な空間となっている。適度な最
低限の修復により息を吹き返した清潔感のある美しい酒蔵である。
　中澤酒造の醸すお酒は、地元契約農家による酒造好適米 吟吹雪と山田錦を使い、酵母は協会14号酵母、
加水生酒が大半である。とにかく自分が美味しく好きな酒を造っていると語ったのが印象的である。優し
い甘みと滑らかな口当たり、酸が後口を引き締める飲み飽きしない切れの良さが「一博」の特長である。心
意気溢れる復活蔵に今後も目が離せない。   （前谷吉伸）

中澤酒造　有限会社　仕込み蔵
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　平成28年４月に発生した熊本地震に際し、滋賀県からの派
遣要請により本会からも応急危険度判定士を現地に派遣しま
した。本会からは８名のメンバーが現地に赴き、余震の続く
中３日間に渡り、延べ273棟の被災建物の判定を行いました。
（月刊家2016/６月号報告記事掲載）
　地震発生から２年が経過し、復興の目途がたったとして、
この度、熊本市から支援、復興に協力した企業、団体等に感
謝状が贈呈されました。
　平成30年４月16日、現地熊本市市庁舎にて贈呈式が挙行さ
れ、本会からは福谷副会長が出席し、感謝状を受け取りました。 贈呈式

熊本地震発生後の支援に対し感謝状が贈呈されました

黄綬褒章　受章おめでとうございます。

　井島均氏は、昭和47年から現在に至る44年余りの永きに亘り、建築設計・管理業務に精励され、滋賀県の
建築文化に大いに貢献されると共に長年に亘り建築設計関係団体の役員を歴任し、持ち前の責任感と行動力
により団体運営に積極的に参加されるなど、常に業界の資質向上や技術力向上に尽力されています。
　一般社団法人　滋賀県建築士事務所協会においては、平成11年から現在まで理事として技術法令委員長、
研修委員長、総務委員長を歴任され、協会の発展のため各種事業に積極的に参加し活躍をされてきました。
　平成20年度からは、法定化された管理建築士講習及び建築士定期講習の講師を担当され、建築士事務所の
建築士の能力向上に貢献をされています。
　平成26年度からは一般社団法人　滋賀県建築士事務所協会の会長に就任され、今後、協会の果たすべき役
割を模索する中で、現状における建築士事務所業務の諸課題に取り組むことにより、滋賀県における建築士
事務所の地位向上と建築士事務所に設計等を委託する建築主の利益保護をめざしておられます。
　今後ますますのご発展をお祈り申し上げます。

この度、井島　均氏（甲賀地区）が
栄ある黄綬褒章を受章されました。

名誉ある受章、誠におめでとうございます。
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平成30年度地域貢献活動の募集地域貢献活動
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７月１日は「建築士の日」
　1950年（昭和25年）７月１日に建築士法が施行されたことを記念して、1987年（昭和62年）に７月１日を「建
築士の日」とし、「建築士の質と地位の向上」を目指し、また「建築士」を社会に広くPRし、われわれ自身
も改めて建築士としての意識を再確認する日として制定されました。
　（公社）滋賀県建築士会では第12回「建築士の日」事業として建築士、建築士会の存在を広く県民にアピー
ルします。また建築相談会も開催予定です。
　本年度は湖西滋賀地区内にて開催、平成31年度は高島地区内、平成32年度は湖北地区内、というように滋
賀県内を地区ごとに順番に事業展開する予定です。会員各位のご協力をお願いし、本事業開催地区内の会員
の皆さんには是非ともご参加いただいてPR活動のご協力をお願いいたします。

　開催日時：平成30年６月30日㈯　10：00～12：30頃　（集合は９：45頃）
　開催場所：道の駅びわ湖大橋米プラザ（予定）

まちづくり委員会

昨年の活動の様子

平成30年度 監理技術者講習日程 ご案内
開催日 受付期間 開催場所 会場コード

第２回 平成30年９月12日㈬ 平成30年４月２日～８月29日 G－NETしが
第３回 平成30年12月５日㈬ 平成30年４月２日～平成31年２月15日 ピアザ淡海（大津市におの浜）
第４回 平成31年３月６日㈬ 平成30年４月２日～平成31年２月27日 G－NETしが

▪定　員：20名
▪WEB申請：9,500円　窓口申請：10,000円
▪お申し込み・お問い合わせ
　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　TEL 077-522-1615

渉外事業委員会

平成30年度 建築士定期講習日程 ご案内
開催日 受付期間 開催場所 会場コード

第２回 平成30年９月12日㈬ 平成30年４月２日～８月29日 G－NETしが ５A－02
第３回 平成30年12月５日㈬ 平成30年４月２日～11月21日 ピアザ淡海（大津市におの浜）５A－03
第４回 平成31年３月６日㈬ 平成30年４月２日～平成31年２月27日 G－NETしが ５A－04

▪定　員：120名
▪受講料：12,960円
▪お申し込み・お問い合わせ
　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　TEL 077-522-1615

渉外事業委員会

http://www.kentikushikai.jp
滋賀県建築士会

http://www.kenchikushikai.or.jp
日本建築士会連合会
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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。

参加申込用紙
・あーき塾　建築家 谷尻誠氏 講演会

建築家 谷尻誠 講演会
～「地方で出来る建築の可能性」～

２単位（予定）あーき塾

青年委員会

日　　時：平成30年６月23日㈯
　　　　　14：00～16：50（受付開始12：45～）
会　　場：豊郷小学校旧校舎　講堂
　　　　　犬上郡豊郷町石畑518（駐車場有）
参 加 費：無料
収容人数：300名
申込締切：６月22日㈮
Ｃ Ｐ Ｄ：２単位（予定）

　SUPPOSE DESIGN OFFICE Co.,Ltd. 代表取締役　谷尻誠氏を招き、「地方で出来る建築の可能性」をテー
マとした講演会を開催します。国内外で広く活動する建築家の講演会を通して、建築士としての社会的役割
と建築物の新たな価値を探求する事業になればと思います。
　会場は、登録有形文化財でありヴォーリズ建築の豊郷小学
校旧校舎群の講堂となります。皆さまのご参加をお待ちして
おります。

NewActon Nishi photo by Tom Roe

協力　/　滋賀県建築士会　彦根地域会

講師プロフィール：谷尻　誠（たにじり　まこと） 氏
1974年　広島生まれ
2000年　建築設計事務所suppose design office 設立
2014年　SUPPOSE　DESIGN　OFFICE　CO.,Ltd設立
2017年　絶景不動産株式会社設立
2017年　社食堂　開業
　広島・東京の２ヶ所を拠点とし、インテリアから住宅、複合施設など国
内外合わせ多数のプロジェクトを手がけるかたわら、穴吹デザイン専門学
校特任講師、広島女学院大学客員教授、大阪芸術大学准教授なども勤める。
近作に「ONOMICHI　U２」「BOOK　AND　BED　TOKYO」「常滑の
家」など。最近では東京事務所に飲食業態「社食堂」や不動産屋「絶景不
動産」を開業するなど、活動の幅も広がっている。著書に「談談妄想」「1000%の建築」。作品集「SUPPOSE　DESIGN　
OFFICE-Building in a Social Context」。
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日　　時：平成30年６月16日㈯　10：00～17：00
会　　場： 彦根城周辺、夢京橋キャッスルロード、足軽屋敷、七曲り街道、秋口家

洋館など
参 加 費：建築士会会員　500円　　　建築士会非会員　１,000円
定　　員：20名予定（先着順） 　　申込締切：平成20年６月８日㈮
Ｃ Ｐ Ｄ：４単位（予定） 　　協力：彦根地域会
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。（昼食代は実費でのご負担をお願いします。）

青年委員会 あーき塾　まちあるきシリーズ
～Around Shiga vol.5　 彦根～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を開催しています。

　第５回目になる今回は、たくさんの観光客で賑わう彦根を舞台に計画しました。
彦根地域会と協力し、国宝彦根城、夢京橋キャッスルロードでは江戸時代の雰囲気
を感じながらの散策、現存最古の建物である足軽屋敷、大正時代に建てられた秋口
家住宅洋館などを見学します。当日は、彦根地域会会員の鈴竹工務店鈴木氏による
解説、ボランティアガイドによる案内も予定しておりますので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おります。

4単位（予定）

秋口家洋館

足軽屋敷外観

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。

参加申込用紙
・まちあるき彦根　　・ビジュアル講座　（参加いただける方に○をしてください）

画像編集を学ぶ　ビジュアル講座Vol.２
5単位（予定）あーき塾

青年委員会

日　　時：平成30年７月26日㈭　10：30～16：30(受付　10：00～）
会　　場：旧大津公会堂２階多目的室　　　大津市浜大津１丁目４番１号
参 加 費：建築士会会員　500円　　建築士会非会員　１,500円
定　　員：20名（先着順）　　ＣＰＤ：５単位（予定）　　申込締切：７月20日㈮

　青年委員会では、昨年に引き続き画像編集を学ぶ講習会を
行ないます。今回は「仕事に役立つチラシの作成」をテーマに文字の入力、レイア
ウト、写真編集、全体の校正について順を追って解説し、実務において活用できる
テクニックを学びます。基本操作から解りやすく指導しますので、初めての方でも
安心してご参加下さい。
　※受講者は、各自ノートパソコンをお持ちください。尚、ソフトをお持ちでない
方は、受講に先立ち illustratorCS６又はCCをダウンロードし準備をお願いします。
古いバージョンのillustratorをお使いの場合でもご参加いただけますが、一部機能
が利用できない場合があります。無料体験版をご利用の方は、７日間等の利用期間制限があるため講習会直
前に準備をお願いします。

昨年度の講座の様子
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　４月29日、青年委員会平成29年度最終の事業として会員交流エンジョイゴルフコンペを開催しました。
　天候が心配される屋外での事業でしたが、最終に相応しい天気、コンディションに恵まれ、青年委員会メ
ンバーはもとより、本会、ゲスト、また静岡から渡邉青年委員長にもご参加いただき、総勢31名という多く
のメンバーで盛大に開催させていただくことができました。
　早朝より丸一日、ゴルフを通じて貴重なコミュニケーションが生まれ、建築士会全体を意識できる幅広い
交流を深めることができたと感じています。優勝は森川和彦さん（大津地区）、準優勝は梅田稔之さん（大津
地区）、第三位は福坂秀次さん（湖東地区）でした。
　連休に差し掛かる祝日のお忙しい中、そして四月とは思えないくらいに本当に暑い中、エンジョイいただ
きまして大変ありがとうございました。
　平成30年度も引き続き、青年委員会の活動にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
 青年委員　岡村浩樹

　新しく年度が変わり４月18日、青年委員会は湖南市に建つ、TOTOサニテクノ滋賀工場の見学研修事業を
開催しました。滋賀県は、都市部への交通利便の優位性などを背景に多くの工業製品生産工場の集積が進ん
でおり、製造拠点の中でも比較的歴史のあるTOTOサニテクノ滋賀工場においては、新設された新棟内の工
場で最新技術によって生み出される腰掛け便器の成形・乾燥・釉薬塗布・焼成・便器洗浄の機器などの組み
付け工程の見学を行いました。日本を代表する企業の、世界のモノづくりを牽引するマザー工場を見学し、
誰もが毎日使っている衛生陶器の世界を余すことなく体感し、今後の設計業務に活かせる見学ツアーとなり
ました。研修室での座学では、「ものづくり革新」で生み出された様々なノウハウを学び、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び、また企業の歴史についても理解を深めました。見学会
の前後では、ミニチュア便器製作実演を行い、モノづくりの楽しさを体験できる楽しい事業となりました。
 青年委員　川村晃久

企業の歴史と技術についての学習

あーき塾　
～TOTO滋賀工場　西棟工場見学研修～報告青年委員会

スタート集合写真

エンジョイゴルフコンペ報告青年委員会

最先端の衛生陶器工場の見学案内

優勝は大津地区・森川さん
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中澤酒造 有限会社 (東近江市五個荘小幡町)
　写真は明治期に建てられた木造蔵の南面の外観である。細い路地に面して
敷地いっぱいに建てられており、壁面白と茶色コントラストが美しい景観を
形成している。内部はボイラー、米蒸し場、瓶詰め機、瓶洗い機のある作業場で
ある。米を蒸した時に出る蒸気を外へ逃がす蒸気抜きが屋根に備えてある。こ
こに煙突もあったそうだがボイラーに代わり不要となったため撤去されてい
る。この蔵を中心にして、酒母場、仕込み蔵、搾り機、製品置き場へとアクセス
しやすい配置構成となっており、木造蔵ながら動線はとても明快で作業性は
高い。
代表銘柄「一博」「秀一」「栄冠」   （前谷吉伸）

６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 受講料 定員 実施日 講習時間帯
CH011 ネットワーク工程管理技術 ￥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

1 金 先負
2 土 仏滅

3 日 大安 青年委員会 ソフトボール交
流会

4 月 赤口
5 火 先勝 青年委員会

6 水 友引 第1回「定期講習」・「監理技
術者講習」

7 木 先負 まちづくり委員会
8 金 仏滅
9 土 大安 女性委員会

10 日 赤口
11 月 先勝
12 火 友引
13 水 先負 四役会・理事会
14 木 大安
15 金 赤口

16 土 先勝 青年委員会 Around Shiga 
vol.5 彦根

17 日 友引
18 月 先負
19 火 仏滅

20 水 大安
21 木 赤口
22 金 先勝
23 土 友引 青年委員会 建築家講演会
24 日 先負
25 月 仏滅
26 火 大安
27 水 赤口 近建祭プロジェクト委員会
28 木 先勝
29 金 友引
30 土 先負 建築士の日事業

滋賀の酒蔵・伝統と文化を訪ねて　第24回 

支部 大津 湖南 甲賀 湖東 彦根 湖北 高島 湖西滋賀 計
4月 204 150 78 115 89 129 65 26 856
5月 209 154 80 121 91 134 65 25 879
差引 5 4 2 6 2 5 0 ▲ 1 23

地区別
会員数
平成30年
５月１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。

新入
会員

地区 氏　名
大津 宮田　幸英

前畑　崇子
杲　　良尚


