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黒龍酒造 株式会社

   (福井県吉田郡永平寺町)

黒龍酒造

株式会社

現代蔵

今月は４月号に引き続き、酒蔵建築特集の最後、番外編として、黒龍酒造の紹介です。
福井県永平寺町にある黒龍酒造は、伝統的な建物と、対照的に1990年代以降築の新しい現代蔵を持つ
酒蔵である。それまであった敷地内の五つの木造蔵は工程ごとに機能が分かれていたため、運搬には大
変な労力を要した。よって酒造工程に従い、３階建ての上階から順に下ろしていく効率的な工程へと変
更するため1994
（平成６）年に完成したのが、鉄骨造の醸造蔵「龍翔蔵
（写真左下）
」だ。これにより温度
や微生物、衛生管理も向上し、労働環境の改善と作業の効率化が図られた。さらに2005（平成17）年「兼
定島酒造りの里」を高速道路に近い新地に開設した。2015（平成27）年には新しいデザインの製品蔵（写真
上）を新築。広大な冷蔵庫や氷温庫、原酒貯蔵庫、調合室、製品低温貯蔵庫、クリーンルームを有した
瓶詰作業場など、他蔵の追随を許さない。しかし、仕込み水となる白山山系九頭竜川伏流水の水質の重
要性から、醸造機能は移転していない。さらなる酒質向上と環境改善のため、これまでとはまったく異
なる先鋭的なデザインの鉄骨造の吟醸用新醸造蔵「正龍蔵（写真右下）」が2017（平成29）年完成した。
技術による酒質向上で地酒としての価値を高め、その後、将来を見据えた先進的なデザインを取り入
れることにより、
日本酒や酒蔵建築を新たなステージに導いてきた。まさに、新しい時代の「美しい酒蔵」
と呼ぶに相応しい建築群だ。
（前谷吉伸 「日本の美しい酒蔵」より引用）
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総務企画委員会

2019年度 通常総会開催のご案内

本年度の通常総会を下記の通り開催致しますので、ご出席頂きますようお願い致します。
尚、会員の皆さまには、別途ご案内を送付させて頂きました。詳細はそちらをご覧ください。
●開 催 日：2019年５月25日㈯
●開催時間：総 会 14 ： 30～16 ： 50（受付13：30～）
懇親会 17 ： 00～19 ： 00
※懇親会にご出席の方は、参加費6,000円をお支払いください。
※５月17日㈮13時以降にキャンセルされる場合は全額お支払い頂く事となります。
●開催場所： びわ湖大津プリンスホテル

コンベンションホール淡海

大津市におの浜４丁目７番７号 TEL 077-521-1111
◦ＪＲ大津駅から無料シャトルバスで10分。
◦ＪＲ湖西線大津京駅からタクシーで15分。
◦ＪＲ大津駅大津駅からバスで12分。（なぎさ公園線・有料）
◦名神高速道路大津インターチェンジより3.7km（平常時10分）。
◦京 滋バイパス石山インターチェンジから422号経由で6.9km
（平常時15分）。
●申込締切：2019年５月10日㈮ ※返信ハガキ必着
◎出席の有無は必ずご返信ください。
（ご欠席の方は委任状をお出しください。）
◎懇親会がございますのでお車でのご来場はご遠慮ください。

建築士試験運営チーム

2019年一級建築士試験案内

一級建築士試験は、建築士法第13条の規定に基づいて、国土交通大臣により行われるものです。
試験の実施に関する事務は、建築士法第15条の２第１項の規定に基づき、国土交通大臣から中央指定試験機関
の指定を受けた公益財団法人建築技術教育普及センター（以下、
「センター」という。）が行います。受験申込に関し
ての不明な点は、センター又は住所地の都道府県に設立されている一般社団法人又は公益社団法人の建築士会（以
下、「都道府県建築士会」という。）へお問い合せ下さい。
受付場所における受付
受付期間：2019年５月9日㈭～５月13日㈪（土・日曜日を含む。）
都道府県庁所在地等に設ける受付会場で上記の５日間の受付を行うほか、一部の都道府県については、
その他の地域に上記期間のうち、土・日曜日を除く１日又は２日間の受付会場を設けています。
受付時間：午前10時～午後５時
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受付場所：住所地の都道府県建築士会が指定する場所（住所地以外の受付場所では一切受け付けません。）
なお、センター指定の払込用紙により、 あらかじめ受験手数料を納付したのち、 受験申込書を受付
場所に持参して下さい。（証明書類等の確認を行いますので、原則として、本人が持参して下さい。）
受験手数料 19,700円（他に、払込手数料が必要です。）
センター指定の払込用紙により、ゆうちょ銀行、郵便局又は指定の銀行で納付して下さい。なお、一旦納付された
受験手数料は、センターの責により試験を受けることができなかった場合を除き、返還されません。
必ず提出する書類（すべての受験申込者が提出しなければならない書類）
①受験申込書

②振替払込受付証明書

③写真２枚（無帽・無背景・正面上３分身、本人のみを写し、試験時に本人確認ができる鮮明な写真【縦5.5㎝、
注
横4.0㎝で、受験申込前６カ月以内に撮影したもの】）
（注）合格者の写真等は、国土交通省又は中央指定登録機関に提供する場合があり、また、「設計製図の試験」の合格通知書に写真が印刷され、建築士免許
登録時の本人確認に利用されますので、鮮明な写真で、 写真２枚は必ず同じものとしてください。（スナップ写真等で本人確認が困難なものは、写真の差
し替えが必要となります。不鮮明な写真は試験時間内の本人確認に時間を要するとともに、身分証明書の提示を求める場合がありますのでご注意下さい。）
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2019年度 建築士定期講習日程 ご案内

渉外事業委員会
開催日

受付期間

開催場所

会場コード

第１回

2019年７月18日㈭

2019年４月２日～７月４日

滋賀県建設会館
（大津市におの浜） ５A－01

第２回

2019年10月17日㈭

2019年４月２日～10月３日

G－NETしが（近江八幡市鷹飼町） ５A－02

第３回

2020年３月５日㈭

2019年７月１日～2020年２月20日 滋賀県建設会館
（大津市におの浜）

５A－03
（予定）

▪定 員：90名（第１回・第３回）、120名（第２回）
▪受講料：12,960円
※受付期間中であっても定員になり次第締め切ります。
※講習の詳細は予告なく変更する場合があります。
※受講者が50名以下の場合はDVD講習となります。
▪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

滋賀県建築士会

TEL 077-522-1615

http://www.kentikushikai.jp

2019年度 監理技術者講習日程 ご案内

渉外事業委員会
開催日

受付期間

開催場所

第１回

2019年７月18日㈭

2019年４月１日～７月11日

滋賀県建設会館（大津市におの浜）

第２回

2019年10月17日㈭

2019年４月１日～10月10日

G－NETしが（近江八幡市鷹飼町）

第３回

2020年３月５日㈭

2019年４月１日～2020年２月27日

滋賀県建設会館（大津市におの浜）

▪定

員：20名

▪WEB申請：9,500円

窓口申請：10,000円

※受付期間中であっても定員になり次第締め切ります。
※講習の詳細は予告なく変更する場合があります。
※DVD講習となります。
▪お申し込み・お問い合わせ
公益社団法人
〒108-0014

日本建築士会連合会「講習本部」
東京都港区芝５-26-20

建築会館５階

日本建築士会連合会

TEL 03-3456-2061

渉外事業委員会

http://www.kenchikushikai.or.jp

2019年度 既存住宅状況調査技術者講習日程
ご案内

講習種別

開催日

受付期間

開催場所

新規講習

2019年７月17日㈬

2019年４月１日～７月10日

滋賀県建設会館（大津市におの浜）

移行講習

2019年７月24日㈬

2019年４月１日～７月17日

滋賀県建設会館（大津市におの浜）

新規講習
移行講習

▪定

員：30名

▪定

員：30名

▪WEB申請：21,060円
▪WEB申請：16,740円

窓口申請：21,600円
窓口申請：17,280円

※受付期間中であっても定員になり次第締め切ります。
▪お申し込み・お問い合わせ
公益社団法人
〒108-0014

日本建築士会連合会「講習本部」
東京都港区芝５-26-20
TEL 03-3456-2061

建築会館５階

日本建築士会連合会

http://www.kenchikushikai.or.jp
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滋賀職能大からのお知らせ
令和元年度 能力開発セミナー のお知らせ（日程順）

コース№

コース名

受講料

New

定員

実施予定日※

CH021

住宅基礎の構造設計実践技術

￥9,500

10

５/18㈯、５/25㈯

CH091

ネットワーク工程管理実践技術

￥8,000

10

５/21㈫、５/22㈬

CH011

木造住宅の基本計画技術

￥8,000

10

６/５㈬、６/12㈬

CH061

実践建築設計2次元CAD技術
（使用ソフト＝AutoCAD）

￥9,000

10

６/18㈫、６/19㈬

CH071

実践建築設計3次元CAD技術<住宅間取活用プレゼン編>

￥9,500

10

６/29㈯、７/６㈯

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

￥7,500

10

７/23㈫、７/24㈬

CH081

実践建築設計3次元CAD技術<BIM活用モデリング編>

￥10,500

10

７/23㈫、７/24㈬

CH031

在来木造住宅設計実践技術<意匠設計編>

CH051

実践建築設計2次元CAD技術<フリーウェア編>（使用ソフト＝JW_CAD）

New
New

New

￥8,500

10

８/31㈯、９/７㈯

￥7,000

10

９/４㈬、９/11㈬

講座内容等については、
「滋賀職能大」で検索、
「在職者・事業主の皆様へ」からご確認ください。下記QRコードもご活用ください。
講座内容

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。
開始日1カ月未満で受講を希望される場合は下記学務
援助課へお問い合わせください。

申込書ダウンロード

ネット申し込み

「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。
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31年
４月１日現在

支部

大津

湖南

甲賀

湖東

彦根

湖北

3月

203

148

80

111

88

132

65

25

852

4月

209

155

80

113

86

136

65

24

868

差引

6

7

0

2

▲2

4

0

▲1
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５月の暦

１ 水 大安 天皇の即位の日
２ 木 赤口 国民の休日
３ 金 先勝 憲法記念日
４ 土 友引 みどりの日
５ 日 仏滅 こどもの日
６ 月 大安 振替休日
７ 火 赤口
８ 水 先勝 四役会・理事会

11 土 仏滅

高島 湖西滋賀

12 日 大安

22 水 先負 新旧四役会
23 木 仏滅
24 金 大安

13 月 赤口
14 火 先勝

25 土 赤口

15 水 友引
16 木 先負

「一級建築士試験」対面受付 18 土 大安 湖西滋賀地区委員会 通常総会
彦根地区委員会 通常総会
（９～13）
19
日
赤口
10 金 先負
大津地区委員会 通常総会 20 月 先勝
11 土 仏滅
湖北地区委員会 通常総会 21 火 友引

９ 木 友引

27 月 友引
28 火 先負
29 水 仏滅
30 木 大安
31 金 赤口

黒龍酒造 株式会社(福井県吉田郡永平寺町)

銘酒「黒龍」を醸す黒龍酒造は、福井県の旧松岡藩城下町に建つ酒蔵である。創業
は1804（文化元）年。本町通り北面に建つ店舗兼母屋は１階２階とも太い酒蔵格子と
黒壁漆喰が調和し、均整のとれた品格ある外観である。また内部も漆塗りの豪華な
設えで、客人を迎えるための高貴な雰囲気が漂う。表通りに沿って店舗から奥へ座
敷、庭へと続き、母屋に接する平屋の離れ座敷、重厚な東門がある。これら母屋、離
れ、東門の三つは昭和初期に建てられ、国の登録有形文化財に指定されている。
代表銘柄「黒龍」
「九頭龍」
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2019年度滋賀県建築士会
「通常総会」
（びわ湖大津
プリンスホテル）
理事会

26 日 先勝

17 金 仏滅

滋賀の酒蔵・伝統と文化を訪ねて 番外編

士会入会申込者
地区 氏 名 地区 氏 名
大津 山本 裕信 彦根 初古 健一
甲賀 松田 次功 彦根 上田 長政
甲賀 西本
愛

計

甲賀地区委員会 通常総会
高島地区委員会 通常総会

TEL：0748-31-2254
FAX：0748-31-2255

（前谷吉伸 「日本の美しい酒蔵」
より引用）

