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　令和3年度（公社）
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　退任の挨拶
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　…地域に根差す工務店・建築士の
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　…伊吹山登山～自粛疲れを吹き飛ば
そう‼登山でつながる地域の輪～

・総務企画委員会…………………… ４
　第63回　建築士会全国大会
　「広島大会」のご案内

・渉外事業委員会…………………… ６
　…滋賀県被災建築物応急危険度判
定士登録認定講習会のご案内
・地域別会員数
・新入会員のご紹介
・７月、８月の暦

【国鉄が技術の粋を集めて建設した我が国初のプレストレスト・コンクリート橋】
　貴生川と信楽を結ぶ旧国鉄信楽線に架かる、橋長31m、単線仕様の単桁橋。国鉄が戦前の鉄
道省時代から蓄積したコンクリート技術の粋を集め、昭和29年に建設した、我が国初の本格的
なポストテンション式プレストレスト・コンクリート橋である。
今なお高い品質を保つ優れたコンクリート構造物として価値が高く、工事の克明な記録を残す
など、戦後のコンクリート研究の発展にも寄与している。（文化庁発表資料より）
（令和３年５月21日、文化審議会が重要文化財に指定することを文部科学大臣に答申。同時に答申されたものは代々
木競技場など著名な建造物が並ぶ。戦後の建造物の指定は県内初であり、土木分野の建造物としても県内初である。
写真は令和３年６月17日撮影。偶然にもSHINOBI-TRAINが疾走する橋を撮影できた。）
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総務企画委員会

令和3年度
（公社）滋賀県建築士会通常総会報告
　令和３年５月29日、彦根ビューホテルにおいて公
益社団法人滋賀県建築士会通常総会が開催されまし
た。本年度は、新型コロナウイルス感染症が拡大し
ている状況を受け、感染防止の観点から議事、報告
事項のみの総会となりました。
　まず初めに、会長の挨拶では、「大河ドラマの主人
公　渋沢栄一の著書「論語と算盤」から利益至上主
義では企業は成り立たず、企業の社会的責任を重視
すべき、という考え方を紹介し、現代の社会貢献や
SDGsの取り組みに通じるものがあると述べた。私た
ちもより良い建築士を目指し、より良い社会に貢献
できるよう、建築士会の旗のもとに集い、互いに高
めあいたい。」と呼びかけた。
　続いて行われた議事においては、全ての議案につ
いて原案通り承認され、つつがなく総会を終了する
ことが出来た。本年度は総会にて新理事として岡村
浩樹氏（甲賀）と川嶋和之氏（湖東）の２名が選任
され、総会後の第１回理事会にて岡村氏は青年委員
長に、また、新しく設置が承認されたICT活用推進
委員会の委員長に川嶋氏の就任が承認された。
　来年度通常総会は、令和４年５月28日㈯を予定し
ている。

退任の挨拶
青年委員長　福原裕人
　令和初の青年委員長として就任し、早いもので２
年間の任務を全うすることができました。副委員長、
常任委員や相談役をはじめ青年メンバー、並びに青
年委員会の活動にご理解して頂いた方々に、この場
をお借りして感謝申し上げます。任期中盤からは新
型コロナウイルスが感染拡大し、非常に難しいディ
レクションとなりました。その中でも、地方建築士
研鑽事業の研修旅行は、感染拡大直前だったという

こともあり印象的な事業となりました。また、前期
からの継続事業である次世代育成事業『紙の力』や
コロナ禍を踏まえて考えたドローン体験事業に挑戦
することを忘れずに活動できたことは誇りに思って
おります。青年委員としての残りの任期一年は、岡
村委員長を支えながら、さらなる発展に尽力してい
きたいと思いますので、引き続きご支援よろしくお
願い致します。

新任の挨拶
I CT活用推進委員長　川嶋和之
　今年度、新しく設置されま
したICT活用推進委員会の委
員長を拝命いたしました湖東
地区より出向しております川
嶋と申します。
　コロナ禍において様々な自
由が奪われた一方、新しい生
活様式が確立され、WEBを用
いた色々な手法やサービスが生まれました。今まで
行っていた各会議や講習会において、これからのス
タイルを整備・確立できるよう活動していきたいと
思います。
　一年間、よろしくお願い致します。

青年委員長　岡村浩樹
　全てのことに変化を強いた
2020年、過酷な社会情勢のな
かで委員会運営を果たされた
福原前委員長から引継ぎ、今
期青年委員長の大任を仰せつ
かりました甲賀地区の岡村浩
樹と申します。
　今年度青年委員会は『BUILD 
UP! with Creativity「創意をもって地域から築き上
げる！」』を活動方針とし、その核には「会員拡大」
を、そして「青年委員拡大」「地区・地域での活動」
「前に倣わない創意」を３つの柱として事業を展開
いたします。
　士会に入会して歴も浅い私ですが、青年委員会の
価値とは人のつながりにあると振り返ります。先輩
方が築いてこられた経験を継承するとともに、社会
情勢に負けないクリエイティビティで青年ならでは
の活動を目指します。
　今後とも青年委員会により一層のご指導ご鞭撻を
賜りますようお願い申し上げます。
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青年委員会 研修拡大事業

地域に根差す
工務店・建築士のための
YouTube戦略セミナー

　近年、クライアントの20％がYouTubeで情報収集
という会社があったり、コロナ禍で対面営業がしづ
らい時代に、会社や自身のことを知ってもらうきっ
かけになっているYouTubeの導入セミナーを開催い
たします。
　来店前から24時間営業活動ができる状況が作れる
のが、YouTubeの強みです。最初に大事なのはクオ
リティではなく、慣れることです。知りたいのは作
りこまれたCMではなく、会社のリアルです。
　今回のセミナーではスマホでも動画編集可能で、
特別なことは一切不要のYouTube動画の配信するた
めの企画を㈱ゴデスクリエイトの上田かおりさんを
講師に招き、（一社）滋賀県木造住宅協会と共催いた
します。
　動画編集の敷居をさげませんか？皆様のご参加お
待ちしております。
日　　時：�令和３年７月29日㈭
　　　　　13：30～15：45（13：00から入室可）
会　　場：ZOOM開催
　　　　　（�お申し込み後に参加URL及び詳細を別

途メールで送付いたします）
申込方法：�下記QRコードから予約フォームにお進

みいただき、必要事項をご記入の上、申
込ボタンをクリックお願いいたします。

　　　　　※�お申込み情報は主催２団体により共有
されます。共有をご希望でない方は滋
賀県建築士会HP内『参加申込』もしく
はFAXにてお申込
み下さい。

申込締切：2021年７月14日
　　　　　（予定）
参 加 費：建築士会会員　無料
　　　　　会員外　3,000円
定　　員：100名

申込フォーム

青年委員会 交流拡大事業

伊吹山登山
～自粛疲れを吹き飛ばそう‼
登山でつながる地域の輪～

　滋賀県最高峰の伊吹山
の山頂からの眺望を仲間
と共に体験し自粛生活の
疲れを吹き飛ばしません
か。今回は地域の企業様
も募集させていただき、
登山初心者から経験者、職場の新人さんから同僚な
ど様々な方と登山を通して交流を図れるような計画
をしております。
　山頂では、淹れたてのコーヒーや紅茶等を楽しむ
時間も計画しておりますので是非お誘い合わせ
のうえ参加いただけますようお願いいたします。
日　　時：2021年９月25日㈯　※雨天中止
受　　付：７:45～　　８:00～17:00（予定）
場　　所：伊吹山　滋賀県米原市上野
　　　　　（集合場所　伊吹山観光駐車場）
参 加 費：�一人　1,000円（駐車場は有料となって

おりますので別途準備下さい）
定　　員：25名（先着順）
申込方法：�滋賀県建築士会HP内『参加申込』もし

くはFAXにてお申込み下さい。
申込締切：2021年９月３日（予定）
　　　　　�※定員になり次第締め切らせていただき

ます。
　　　　　�※中止の場合は開催日の３日前までに連

絡させていただきます。
そ の 他：�詳細については下記QRコード内をご確

認下さい。
滋賀県建築士会HP 伊吹山登山　詳細案内

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

参加申込用紙
□�地域に根差す工務店・建築士のためのYouTube戦略セミナー　　□�伊吹山登山

参加いただける方に○をつけてください。
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総務企画委員会

第63回　建築士会全国大会
「広島大会」のご案内

　昨年度延期となった「広島大会」が本年は開催の
運びとなりました。
　〈元気じゃけん！ひろしま　新しい時代へものがた
りをつなごう〉をテーマに例年通りの現地での開催
のほか、「Web参加」方式の試みもなされています。
　詳細につきましては、連合会会誌「建築士」６月
号をご覧ください。

開�催�日�時：令和３年11月19日㈮
　　　　　　全国建築士フォーラム
　　　　　　まちづくり賞発表会・公開選考会　他
　　　　　　令和３年11月20日㈯
　　　　　　全国大会式典
　　　　　　各セッション　シンポジウム　他
　　　　　　令和３年11月21日㈰
　　　　　　地域交流見学会
大�会�会�場：広島グリーンアリーナ
　　　　　　（広島市中区基町４-１）
大会登録費：現地参加　6,000円
　　　　　　Web参加　2,000円

参�加�申�込：�ご参加いただける方は同封の参加申込
書もしくは連合会会誌「建築士」６月
号に掲載の申込書に必要事項を記載の
上、「滋賀県建築士会事務局」まで提出
してください。

　　　　　　�現地参加の方には6,000円（全額）、
Web参加の方には1,000円（半額）
の大会登録料の助成を行います。但し、
現地参加申込先着15名　Web参加申
込先着10名とさせていただきます。

　　　　　　�現地への交通費、宿泊費、また、Web
参加にかかる通信費等につきましては
各位ご負担ください。

旅�行�手�配：�現地参加される方で、新幹線、ホテル
の宿泊を希望される方は、本会にて、
19日滋賀を出発、現地１泊、20日帰
着にて切符、宿泊の手配を行います。（予
定人数を大幅に下回る場合には手配を
取りやめとさせていただく場合もあり
ますのであらかじめご了承ください）

　　　　　　�本会にて手配を希望される場合、事務
局に申込時にその旨をお伝えください。

そ　の　他：�参加申込いただいた方には、後日詳細
を案内させていただきます。
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１木 友引

２金 先負

３土仏滅

４日大安 二級・木造建築士　学科試験
５月 赤口

６火先勝

７水 友引

８木 先負

９金仏滅 情報広報委員会・四役会・四役委員長会議
10土 赤口

11日 先勝 一級建築士　学科試験

12月 友引

13火 先負 既存住宅状況調査技術者講習
更新講習（滋賀県建設会館）

14水 仏滅

15木 大安

16金 赤口 定期講習（滋賀県建設会館）

17土 先勝 全国女性委員長会議（WEB）

18日 友引

19月 先負

20火 仏滅

21水 大安

22木 赤口 海の日

23金 先勝 スポーツの日

24土 友引

25日 先負

26月 仏滅

27火 大安

28水 赤口

29木 先勝

青年委員会　研修拡大事業
（オンライン）
地域に根差す工務店・建築
士のためのYoutube戦略

30金 友引

31土 先負

7月の暦

１日仏滅

２月大安

３火 赤口

４水先勝 応急危険度判定士講習会１回目（滋賀県建設会館）

５木 友引

６金 先負

７土仏滅

８日先勝 山の日

９月 友引 休日

10火 先負

11水 仏滅 情報広報委員会・四役会・理事会

12木 大安

13金 赤口

14土 先勝

15日 友引

16月 先負

17火 仏滅

18水 大安

19木 赤口

20金 先勝 定期講習（滋賀県建設会館）

21土 友引

22日 先負

23月 仏滅 応急危険度判定士講習会２回目（県庁新館）
24火 大安

25水 赤口

26木 先勝

27金 友引

28土 先負

29日 仏滅

30月 大安

31火 赤口

8月の暦

渉外事業委員会

滋賀県
被災建築物応急危険度判定士
登録認定講習会のご案内

主　　催：滋賀県
開催日時：第１回　令和３年８月４日㈬
　　　　　第２回　令和３年８月23日㈪
　　　　　どちらも　13：30～17：00
会　　場：第１回　滋賀県建設会館　４階大会議室
　　　　　　　　　大津市におの浜１-１-18
　　　　　第２回　滋賀県庁新館　７階大会議室
　　　　　　　　　大津市京町４-１-１
定　　員：第１回50名　第２回100名　各先着順
受講資格：�住所地か勤務先が滋賀県内の一級・二級・

木造建築士免許取得者
　　　　　�または行政関係職員（行政関係職員は、

２年以上の建築行政実務者に限る）
　　　　　（更新者を除く）
　　　　　�（新型コロナウイルス感染症拡大対策とし

て受講者を制限するため、更新希望者の
受講はご遠慮ください。なお、受講しな
くても更新は可能ですが、更新手続きが
済んでいるかご確認下さい。）

　　　　　※有効期限内の方は受講できません。
受 講 料：無料
※ 申込につきましては滋賀県建築士会のホームペー

ジを御覧ください。

地区別会員数　令和３年６月１日現在
支 部 4月 6月 差引
大 津 192 193 1
湖 南 141 147 6
甲 賀 70 73 3
湖 東 102 103 1
彦 根 77 79 2
湖 北 134 135 1
高 島 59 58 ▲ 1

湖西滋賀 23 23 0
計 798 811 13

地　区 氏　名
大　津 和田　侑香

新入会員のご紹介　５/７理事会承認

玉桂寺前駅と保良の宮橋
信楽高原鐡道玉桂寺前駅のほど近くで、趣の全く異なる２つの橋、「第
一大戸川橋梁」と「保良の宮橋」が大戸川に架かっている。平成２
年に架橋された保良の宮橋は、人のみが通行可能な鋼製の吊り橋。
玉桂寺参拝客のほか、信楽高原鐵道の写真を撮ろうとする撮り鉄も
多く訪れる場所となっている。写真は令和３年６月１７日撮影。橋
を撮影に訪れたが偶然にもまた鉄道が走り（１時間に１本）、撮り鉄
の喜びとはこれかと一人納得した。
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