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	青年委員会

次世代育成事業「紙の力」
～未来の建築士はキミだ～

事業報告
　12月17日㈭、野洲市立野洲小学校で次世代育成事
業「紙の力」～未来の建築士はキミだ～を開催しま
した。今年度はコロナウイルスの影響で開催自体が
危ぶまれましたが、学校の先生方の協力もあり何と
か実行できることができました。今回は全員で142名
と大人数のため、午前と午後の２部に分けて授業を
しました。授業内容は例年と同様で、前半はプロジェ
クターで建築にまつわるクイズや「建築・建築士の
仕事はどういったものか？」を説明して、手書きや
CAD・パースを利用した作図状況を見てもらいまし
た。難しい問題もいくつかありましたが、物知りな

実験体製作状況 表彰式

子もいて元気に答えてもらいました。後半はいよい
よ実験です。１チーム５～６人に分かれて各チーム
に１名ずつ青年委員が付いて説明していましたが、
中々進まないグループがいたり、自分たちのペース
でどんどん進めていくグループがいたりと、人数が
多いので製作状況にも差がありました。またデザイ
ンも個性豊かで支えとなる紙の壁に開口を開けて窓
や玄関にしたり、机や椅子の家具を作っているグルー
プがありました。実験体験では８人乗っても潰れな
いとても頑丈な作品を作ったグループもありました。
体験が終わって、表彰式、免許証授与式と記念写真
を撮った後、将来の夢で建築士に興味があるかとい
う質問で何人かの児童が手を挙げてくれました。今
回も子供たちに対して建築士の仕事というもののPR
がしっかりとできたと思います。
 青年委員　寺田圭佑

実験体製作状況

実験体完成建築についての授業

実験体験
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地区だより

湖東地区
湖東地区事業報告

　湖東地区では２月５日金曜日、近江八幡市立桐原
小学校にて６年生72名を対象に「紙の力」の事業を
開催いたしました。
　開催に当たり、学校入口での検温・マスクや消毒
等を小学校側と十分に打合せし、コロナ感染予防対
策を行いました。
　はじめに、パワーポイントによる人気職業ランキ
ングクイズ、建築士の業務内容紹介、身近な建物の
設計者紹介を行い、住宅用３DCADを用いて３分程で
２階建て住宅のパースを作成し、児童に興味を持っ
ていただく様に授業を行いました。
　次に６人１グループで12班に分かれ「紙の力」を
実際に体験してもらうために、工作用用紙を数枚配
布し柱・壁を配置して生徒に乗ってもらいました。
全員が乗っても壊れないグループもいくつか有り、
大変盛り上がりました。約一時間半という短い時間
でしたが、内容の深い事業ができたと思います。
　後日頂いた生徒の感想文では、建築士に興味を持っ
たと言う感想を多く頂き、今後も若い世代に建築の
魅力を伝えていける事業を開催していきたいと思い
ます。

高島地区
改正建築物省エネ法
勉強会開催

　高島地区　講習委員会では、令和３年２月27日、
高島建設会館２Fにて、改正建築物省エネ法DVD講
習会を開催しました。万全なコロナウイルス感染対
策をはかる中、12名の参加がありました。
　令和３年４月より全面施行となることから、主に
その概要、説明義務制度、省エネ性能に係る基準と
計算方法について学びました。建築物省エネ法の戸
建て住宅の評価方法には、従来の標準計算ルート、
簡易計算ルート、仕様ルートに加えてモデル住宅法
が新たに追加されましたので、木造住宅の場合の演
習問題を通して体験しました。特に、建築士が建築
主に対して省エネ基準への適合性等について書面を
交付して説明することの義務付けなど実務に直結す
る事項については、会員相互で情報交換・勉強会を
継続していこうとの声が挙がっていました。工夫を
凝らして、講習会を計画していきたいと思います。

講習会

会場

紙に乗ってみた テキスト
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１土仏滅

２日大安

３月 赤口 憲法記念日

４火先勝 みどりの日

５水 友引 こどもの日

６木 先負

７金仏滅 四役会・理事会

８土大安

９日 赤口

10月 先勝

11火 友引

12水 仏滅

13木 大安

14金 赤口

15土 先勝

16日 友引

17月 先負

18火 仏滅

19水 大安

20木 赤口

21金 先勝

22土 友引

23日 先負

24月 仏滅

25火 大安

26水 赤口

27木 先勝

28金 友引

29土 先負 令和３年度通常総会

30日 仏滅

31月 大安

１火 赤口

２水 先勝

３木 友引

４金 先負

５土仏滅

６日大安

７月 赤口

８火先勝

９水 友引

10木 大安

11金 赤口 四役会・理事会

12土 先勝

13日 友引

14月 先負

15火 仏滅

16水 大安

17木 赤口 定期講習・監理技術者講習
18金 先勝

19土 友引

20日 先負

21月 仏滅

22火 大安

23水 赤口

24木 先勝

25金 友引

26土 先負

27日 仏滅

28月 大安

29火 赤口

30水 先勝

5月の暦 6月の暦

「コロナとのつきあい方滋賀プラン」に基づく「警戒ステージ」の対応（令和３年4月15日）

地区別会員数　令和３年４月１日現在
支 部 ２月 ４月 差引
大 津 198 192 ▲ ６
湖 南 146 141 ▲ ５
甲 賀 75 70 ▲ ５
湖 東 103 102 ▲ １
彦 根 77 77 ０
湖 北 135 134 ▲ １
高 島 61 59 ▲ ２

湖西滋賀 23 23 ０
計 818 798 ▲ 20

地　区 氏　名
大　津 山本　栄一郎
大　津 中島　　　澪
大　津 中間　　昭浩
湖　南 橋本　日出夫
湖　東 三好　　隼平
湖　東 村山　　　遼
甲　賀 岡村　　聖子

地　区 氏　名
甲　賀 木村　　　翔
甲　賀 木下　　雅貴
彦　根 北澤　　清孝
彦　根 段上　　宏樹
彦　根 村田　　吉彌
湖　北 三田村　勇一
湖　北 福永　　真也

地　区 氏　名
湖　南 猪飼　　英男
湖　南 東出　　康彦
湖　南 舘　　　誠治
湖　南 安永　　武美
湖　南 廣本　　悟志
湖　南 瀧本　　　真
湖　南 鵜飼　　　暁

令和２年度に
総合資格学院より
ご入会頂いた皆様へ

　入会時よりご案内しています通り、入会２年目か
らの会費は個人負担となり、事前にご連絡が無い場
合は自動継続となっています。

新入会員のご紹介　３/25　４/15理事会承認

基本的な感染対策の徹底！
⃝�手洗い、マスクの着用、３つの密の回避など
⃝�感染リスクが高まる「５つの場面」に注意
⃝家庭内・職場での感染対策を徹底

※飲食店の営業時間の短縮の要請等がなされている地域�など★滋賀県ホームページより抜粋

当面５月11日までの対応 往来について
【県民の皆様へのお願い】
⃝�まん延防止等重点措置実施区域（京都市・大
阪市など）をはじめとする感染拡大地域（※）
への不要不急の往来は控えて！

会食について
⃝�屋内・屋外にかかわらず、家族や普段一緒に
いる人と！
【特に歓送迎会、新歓コンパは控えて！】

⃝�まん延防止等重点措置実施区域（京都市・大阪市
など）をはじめとする感染拡大地域（※）での会
食は控えて！（県内の飲食店での会食を）
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