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米原市世継

「鳰鳥の


息長川は

君に語らむ

絶えぬ

とも

言尽きめやも」

【訳】
息長川はたとえ絶えてしまおうとも、
わが君に語りたい言葉が尽きることがあ
りましょうか
【解説】 天平勝宝八年（756）３月７日、河内国の馬史国人が自邸に大友家持、大友池主の
客人２人を招いて宴をしていた時に詠んだ歌。古代国家の大きな影響を与えた息長氏を想
起し得る息長川（能登瀬川ともいう、現在天野川）は、三人にとっておおきな存在だった
のであろう。
【現在】 米原市朝妻の湖周道路付近にある。朝妻公園内に歌碑がある。

歌碑ニースより
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青年委員会

あーき塾Vol.１
～伝統工芸から学ぶ新たなモノづくり～ 報告

９月７日㈯、あーき塾Vol.１～伝統工芸から学ぶ新たなモノづくり～を開催しました。当日は天候にも恵
まれ、総勢17名の方に参加して頂き、湖西の蓬莱駅近くにある「中川木工芸 比良工房」で木桶職人の中川周士
氏を講師に、木材を活かした伝統技術を学びました。
午前中は中川氏の講義があり、風呂桶をつくる家業から海外企業との共同作品をつくるまでの経歴、伝統
的な桶の作り方や道具の種類、木の性質や箍（タガ：桶を締め固める金具）の構造を活かして、円だけでは
ない楕円や内側にカーブを描いた物など、様々な曲線を組み合わせた形のものをつくる技術等の話を聞くこ
とができました。シャンパンクーラーもこの技術を応用したもので、建築でいうアーチ構造に近いものでした。
そのあと工房を見学して鉋、鑿、鋸等の多様な道具や今までの作品を拝見させてもらいました。作品は実際
に購入できるようです。
午後は、カトラリー（スプーン・フォーク・皿等の食器類）を一つの木片からつくる体験をしました。ま
ずは鉈で加工しやすい大きさ・厚さに割っていきます。この時、節部分が変則的な形状になってスプーンの
受けの部分に利用できます。次に電動ノコギリで大まかな形に切り取ったあと、カッターナイフや彫刻刀で
細かい部分を整えていきます。カトラリーの形が出来上がってきたら、ヤスリで研磨して完成です。最後は
皆の完成品を集めて記念撮影。一人一人違った形の個性的なものが並んで、多い人では３個もつくっている
方もいました。
質疑応答では、スタッフである弟子の方々にも話を聞かせてもらったところ、中川氏の出身大学の後輩で、
伝統技術に興味を持たれて工房に入られたそうです。建築業界も後継者を見つけることは難しいですが、伝
統技術を受け継いでいくことが大事だと感じさせられました。
あーき塾はあと２回開催します、
今回参加された方もされなかった方も是非とも参加よろしくお願いします。

青年委員 寺田圭佑（大津地域会）

カトラリー完成

工房見学・講義

製作したカトラリーを手に集合写真

2

令和元年建設事業関係功労国土交通大臣表彰受賞報告
この度、令和元年建設事業功労国土交通大臣賞をにおいて、本会副会長福谷晃氏が受賞
されました。
住宅・建設事業関係において、その業務に精励するとともに、関係団体役員として建設
業界の発展に寄与したことが認められ今回の受賞となりました。
誠に、おめでとうございました。
福谷晃副会長

さる９月６日㈮夕刻には、建築士会関係者有志による、大臣表彰受賞祝賀会がびわ湖上
に浮かぶ大型客船ビアンカ船上にて行われ、参加者からの盛大な祝福を受けられました。
誠に、おめでとうございました。

第56回建設界野球大会 報告
建築士会野球同好会は令和元年８月31日㈯に皇子山球場で開催された建設会野球大会に出場しました。事
前の組み合わせ抽選で前年度に対戦した吉野組と１回戦で再戦する事が決まり月２回の練習も例年以上に力
を入れて取り組みました。
試合では残念ながら前年の雪辱を晴らすことはできませんでしたが攻守ともに随所に好プレーが見られ
日々の練習の成果を実感することができました。来年は結果を残せるよう更に練習に励みたいと思います。
応援していただいた皆さま、大会運営にご尽力いただいた皆さまにお礼申し上げます。
野球同好会では随時部員を募集しています。ご興味のある方は建築士会事務局までご一報お願いします。


青年委員会

中川祐樹 （湖東地区）
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地区だより

湖南地区

湖北地区

親睦・特別事業親子フォーラム
（ネスタリゾート神戸）

家族で楽しめる！家族ＢＢＱ大会

令和元年7月24日㈬の報告をします。
大人22名 小学生以下14名で大型観光バス1台の
日帰りでした。
大変暑い一日でした。来年も行いますので、宜
しくお願いいたします。

車中の参加者

ネスタリゾート神戸前集合写真

彦根地区
撮影セット現場見学会

報告

令和元年７月25日㈭彦根市鳥居本町にて、撮影
セット現場見学会を開催しました。
35度を超す猛暑と強い日差しの中、初めに撮影
所を管理しておられる山甚建設㈱大依氏による概
要説明、撮影セットを建築施工された㈱鈴木古建
築 代表 鈴木氏による説明を受け、来年公開予
定の映画の撮影に使われたセットを見学しました。
参加人数が予定人数を超える28名でしたので、
２班に分け、大依氏、鈴木氏に案内していただき
ました。
約１時間撮影セットを見学し、通常の建築とは
違い間仕切り壁が取り外しのきく方法で建てられ
ていることや、発泡スチロールを用いて石積み壁
に見せる技術など製作する際の工夫を詳しく解説
していただきました。
山甚建設㈱様に撮影所を開設した主旨を伺うと、
映画の撮影を誘致していくことによって、滋賀県
と彦根の認知度を上げて地域活性化につなげてい
きたい、と言っておられました。
見学に際し、協力いただいた滋賀県建築士会青
年委員会の皆様、場所の提供と解説していただい
た山甚建設㈱様、㈱鈴木古建築様 ありがとうご
ざいました。

撮影所内にて、概要説明
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８月25日㈰米原市多和田にあるローザンベリー
多和田で、毎年恒例となってきました湖北地域会・
同賛助会・施工管理技士会合同の「手ぶらで楽し
める！家族バーベキュー大会」を企画しました。
朝から雲ひとつない晴天にめぐまれて、飲み物が
どんどんすすみます。
楽しいBBQもさることながら、毎年パワーアッ
プしていくローザンベリー多和田。
「ひつじのショーン」のリアルワールドや、夏休
み限定の「びしょぬれ！ウォーターパーク」など、
BBQ終了後も家族みんな閉園まで楽しめ大満足！
夏休み最後の日曜日に最高の思い出となりました。
総勢60人の参加者からは「次回はいつあるの？」
との声も聞かれ、来年以降も期待される恒例イベ
ントとなっていきそうです。

撮影セットをバックに集合写真

煙モクモクＢＢＱ

家族なかよし

高島地区
令和元年度
滋賀県総合防災訓練に参加協力
令和元年９月１日㈰午前７時00分に琵琶湖西岸
断層帯を震源とする大規模地震が発生。
高島地域で震度７を観測し市内各所でライフライ
ンが寸断され、建物の倒壊や火災により大規模な
災害が発生したとの想定のもと、高島市民会館を
中心として、地元住民や関係機関が参加し実施さ
れました。
高島地区委員会より、応急危険度判定士８名を
派遣し訓練のトップバッターとして避難所施設の
安全確認を行い現場指揮本部に報告しました。
今後もこうした訓練を通じ、災害時における建
築物の安全確認が速やかに行えるよう努めて行き
たいと思います。

避難施設の安全確認中

応急危険度判定ス
テッカーの貼りつけ
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滋賀けんせつみらいフェスタ2019開催！

まちづくり委員会

今年度も「滋賀けんせつみらいフェスタ」が開催されます。このフェスタは
地域社会の安全・安心を担う守り手としての建設産業を広くお伝えすることや、
若者に建設業の魅力を発信することを目的として、今年度で４回目の開催とな
ります。
（公社）滋賀県建築士会は主催者の構成団体として参画し、ブースでは建築
相談やＤＩＹ（簡単な木工）を通して物づくりの楽しさを感じていただき、将来
の職業としての「建築士」の認知向上を目指します。
ぜひ、お立ち寄りください。
日時：令和元年10月19日㈯
10：00～15：30 （小雨決行）
場所：大津港前イベント特設会場
主催：滋賀県建設業魅力アップ実行委員会

地区別
会員数

令和元年
９月１日現在

支部

大津

湖南

甲賀

湖東

彦根

湖北

高島

湖西滋賀

計

8月

202

153

80

105

84

135

64

24

847

9月

202

151

80

106

84

135

64

24

846

差引

0

▲2

0

1

0

0

0

0

▲1

10月の暦

12 土 仏滅

１ 火 大安

２ 水 赤口

総務企画委員会
青年委員会

３ 木 先勝
４ 金 友引
５ 土 先負

８ 火 赤口
９ 水 先勝 四役会・理事会
10 木 友引
11 金 先負

「鳰鳥の息長川は

湖東

小川

名
直也

20 日 赤口

13 日 大安 一級・木造建築士「製図試験」 21 月 先勝
14 月 赤口 体育の日

22 火 友引 即位礼正殿の儀の行われる日

15 火 先勝 情報広報委員会

23 水 先負

16 水 友引

24 木 仏滅

18 金 仏滅

28 月 仏滅

19 土 大安

滋賀けんせつみらいフェスタ 29 火 大安
２０１９
30 水 赤口
ヘリテージマネージャー上級
講座 第３回
31 木 先勝

米原市世継

第５回
絶えぬとも

君に語らむ

言尽きめやも」

米原市世継町にある蛭子神社歌碑。
世継と朝妻には湖北の七夕伝説が残っている。
朝妻神社にはかつて牛頭天皇社と呼ばれ境内の外に彦星の墓とい
われる石が残っており蛭子神社には仁賢天皇の第二皇女・朝濡「お
り姫」の墓がある。
両神社の間には、天野川（あまのがわ）が流れており朝妻橋が両
神社をつないでいる。
男性は蛭子神社、女性は朝妻神社にお参りし、そして七夕の夜に
二人の名前を書いた短冊を結び、
天野川に流すと恋が成功するという。
これが、湖北の七夕伝説である。
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氏

17 木 先負

７ 月 大安

万葉の旅

地区

第2回「定期講習」（G-NET 25 金 大安
しが）
26 土 赤口
第2回監理技術者講習
27 日 先勝
（G-NETしが）

６ 日 仏滅

滋賀

士会入会申込者

