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青年委員会 研修拡大事業

灯りをつくる人と灯りをともす人
～照明計画と建築設計の話～

　生活に必要な、暗い場所を明るくするための照明。
一昔前はそんな考えであった照明も、お家時間を快
適に過ごす為の照明（灯り）へと変化してきました。
今回は、滋賀県立美術館の照明器具も製作された
NEW LIGHT POTTERY の永富氏から照明機器の
デザイン制作や照明計画について講演いただき、同
ショールームを設計されたninkipen!の今津氏より建
築設計と照明計画の講演をいただく研修を計画しま
した。皆様のご参加をお待ちしております。
日　　時：令和４年１月18日㈫
　　　　　14：00～17：00
開催場所：NEW LIGHT POTTERYショールーム
　　　　　奈良県奈良市二条大路南５-１-40
参 加 費：会員 800円　非会員 1,000円
募集人数：30名（先着順）
CPD単位：２単位（予定）
申込締切：令和４年１月10日㈪

　※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。

２単位（予定）

青年委員会

近畿建築祭　兵庫大会
～セッションA・青年部会～

　2022年１月29日㈯に開催されます第39回近畿建築
祭のセッションA、近畿あーきてくとVol.29において、

「地域で活躍する建築士の底力を知る」をテーマに、
近畿ブロック内の青年層建築士の中でも少しニッチ
で興味深いジャンルで活躍されている６名を中心に、
建築業界を様々な角度から切り開くトークセッショ
ンを開催します。同時に、個々が持っている「人」
の情報を集約し、建築士の情報プラットフォームと
しての「近畿建築士MAP」も作成、公開されます。
　事業企画・運営担当は近建青地域委員会、滋賀か
らは藤田委員（湖北地区）が出向されています。当
日は是非会場で、滋賀青年メンバーの近畿での活躍
を応援しましょう！

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

青年委員会　研修拡大事業　灯りをつくる人と灯りをともす人　　参加申込用紙

総務企画委員会

建築関係五団体合同年賀会
について

　例年恒例となっております、《令和４年 新春の集
い》を建築関係五団体合同で開催いたします。
　ぜひご出席くださいますようご案内申し上げます。
　なお、今年度につきましては、今日の状況を鑑み
各団体会員のみでの開催となりますのでご了承くだ
さい。
開 催 日：令和４年１月７日㈮
場　　所：クサツエストピアホテル
　　　　　２階　瑞祥の間
受　　付：15：00～
年 賀 会：15：30～16：30
講 演 会：16：45～17：30
会　　費：1,000円
交通手段：ＪＲ琵琶湖線草津駅　西口より徒歩5分
※ 詳細は月刊「家」11・12月号同封案内書をご覧下

さい。
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～素を知る～
『信楽生コン株式会社

工場見学
生コンクリートが

出来るまで』
　建築物や土木建造物に欠かせないコンクリート。
先日も昭和22年に架けられた信楽高原鉄道「第一大
戸川橋梁（PC梁）」が重要文化財に指定されました。
高品質の生コンクリートを安定供給できるよう、日々
研究を重ねておられる信楽生コン株式会社の工場見
学会を行います。試験棟では、実際に圧縮強度試験
や水中養生などを見学し、コンクリートについての
基礎知識を深める研修とします。また、ペーパーウ
エイトをつくるワークショップも開催しますので、
お子様連れの方も是非ご参加ください。
開催日時：令和３年12月４日㈯
　　　　　13：30～15：30
開催場所：信楽生コン株式会社
　　　　　甲賀市信楽町牧1669番地１
参 加 費：会員・子ども　500円
　　　　　小学生　200円　　非会員　1,000円
　　　　　 ※子どもの参加は小学生以上とします。
定　　員： 23名（定員になり次第締め切ります）
CPD単位：２単位予定
申込締切日：令和３年11月24日㈬
行　　程： 13：00～13：30
　　　　　信楽生コン株式会社事務所前集合・受付
　　　　　13：30～14：20　ワークショップ
　　　　　 14：30～15：20　工場見学
　　　　　15：20～15：30　記念撮影　解散
お 願 い： プラント最上階まで登るので運動靴、 

パンツ着用をお願いします。
　　　　　見学時のヘルメットは準備しています。
　　　　　 事業参加中はマスク

を着用し、その他感
染対策にご協力をお
願いいたします。

※ 新型コロナウイルス感染症拡
大の状況により中止となる場
合がございます。

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

女性委員会　Doシリーズ　No.82　信楽生コン株式会社見学　参加申込用紙

　※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。

子ども
名前 年齢 学年 名前 年齢 学年

女性委員会

第30回全国女性建築士
連絡協議会 福岡大会　報告

全体報告　令和３年９月25日㈯、延期となっていた　第30
回全国女性建築士連絡協議会福岡大会を開催しました。コ
ロナ禍にありましたが「必ず開催する」を目標に準備を進
め、日本建築士会連合会女性委員会では初となるWEB開催
を実施しました。福岡市アクロス福岡を拠点にZOOMウェ
ビナーで全国各地の皆さんと繋りました。午前は、分科会
を開催。４つのURLを用意し希望の分科会に参加して頂き
ました。活動報告は事前録画とし、放映後はLIVEに切り替
えて各々のスタイルで分科会を運営しました。午後は開会
式から始まり、開催県福岡県建築士会鮎川会長には現地か
ら生でご挨拶を頂戴しました。10年間継続している被災地
報告も録画報告とし、福島・宮城・長野・千葉・熊本の５
県からご報告頂きました。今大会のテーマ「未來へつなぐ
居住環境づくり」～建築空間を支える木の文化　木挽棟梁
のモノサシ～の、木挽棟梁　杉岡世邦氏の基調講演は、ア
クロス福岡から全国へ生配信しました。録画とLIVEを組み
あわせた充実したプログラム内容であったと思います。通
常開催を大きく上回る430名の参加があり、参加者アンケー
トでも、会場へ出向くことなく参加できるメリットを評価
する意見が多数寄せられました。技術の習熟やLIVE運営の
向上、大会開催地の特色の演出など課題は多数ありますが、
今後の全建女のあり方として大きな一歩を踏み出せた大会
であったと思います。 （市川真理）

分科会報告　私は、３-１分科会「熊本地震で被災した古
民家を活かしたまちづくり」に参加しました。今回初の
WEB分科会でしたが、司会者、アシスタント、コメンテー
ターとの連携にスムーズな運びが見て取れたのは、丹念な
リハーサルを繰り返したからだろうと察しました。なので、
話の流れが分かりやすく、コメンテーターの実例を踏まえ
たお話に引き込まれました。
　分科会の活動報告内容については、コメンテーター：松
野陽子氏（熊本県建築士会）の、被災古民家に対する思いや、
所有者の再建への思い入れが有るからこそ出来ることであ
り、再建・改修に関する補助金等に造詣が深いからこそ支
援できた経緯などは、興味深
いものがありました。被災建
築物に関連する制度を熟知
し、足りない部分を改正し、
かつ全体計画の大枠を決定し
ていくことの大切さを学んだ
活動報告でした。（中本美栄子） アクロス福岡から

福岡県建築士会の皆さん

Doシリーズ
No.82

女性委員会

開催日を
変更しました！
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　　滋賀県知事表彰報告
　木下幸玉氏（湖東地区）は、平成６年４月に本会
に入会し、現在に至る。持前の責任感と行動力により、
会員の増強や組織の強化に取組み、会の健全な運営
に尽力されました。
　平成25年５月より２年間、湖東地区委員会委員長、
湖東地域会代表として地域の活性化、組織の強化、
建築士・建築士会の広報など会員の地位と技術の向
上の為、尽力されています。平成27年５月からは常
務理事を務めるとともに、平成29年５月より２年間、
総務企画委員会の委員長として会員増強や、近畿２
府４県の建築士が参加する「近畿建築祭」の滋賀大
会の責任者を務め比叡山延暦寺で300人規模のイベン
トを行いました。令和元年５月からは渉外事業委員
会の委員長として建築士定期講習、監理技術者講習、
既存住宅状況調査技術者講習を毎年500名程の建築関
係者を対象に実施しており建築士会の事業に深く貢
献されています。他にも滋賀県や裁判所、弁護士会、
各市町の審査会、審議会、調停員にも建築士会から
推薦しており、建築士会外での活躍もされている功
績が評価されました。

　その他、他団体からの推薦により、会員の吉居龍
治氏、安田英樹氏が受賞されました。
　受賞を心よりお祝い申し上げ、ますますのご活躍
を祈念いたします。

左から、吉居龍治氏、安田英樹氏、木下幸玉氏

情報広報委員会

2022年度
フォトコンテスト作品募集
会員のみなさまの自慢の作品を会員のみなさまの自慢の作品を

お待ちしております。お待ちしております。
作品のテーマ　「GoTo○○」の部・「フリー」の部
　　　　　　　　（風景・建物など被写体は問わない）
応 募 資 格　会員による自作作品。
応 募 作 品　 ４つ切（カラー・モノクロ）、ワイドタイプ可、

応募点数は問わないが、作品は未発表の
ものに限る。

賞 金　 大賞作品、入選作品には賞金を予定。
募 集 期 間　令和４年１月～令和４年２月10日
審 査　 第13回「未来の家、未来のまち」子ど

も立体作品展会場にご来場の方々の投
票による審査。

発 表　 令和４年５月発行の機関誌「家」及び
滋賀県建築士会ホームページにて発表

　　　　　　　（http://www.kentikushikai.jp/）
応 募 方 法　 下記応募票に必要事項を記入、作品の

裏面に糊付けの上、（公社）滋賀県建
築士会事務局まで持参、または郵送。

送 り 先　 〒520‒0801　大津市におの浜１‒１‒18　
建設会館３階

　 　 　 　（公社）滋賀県建築士会「フォトコン係」
　 　TEL. 077‒522‒1615

応 募 細 則　１． 応募作品の版権は、主催者に帰属
し、肖像権などについては、応募者
の責任に於いて了解が得られている
ものとする。

　　　　　　２． 応募作品は返却しない。ただし、返
却希望者は着払便（ヤマト運輸予
定）にて返却する。

主　催　団　体　公益社団法人滋賀県建築士会

公益社団法人滋賀県建築士会2022年フォトコンテスト応募票
作 品 名 テ ー マ

コ メ ン ト
応募者氏名
（会員氏名） 撮影場所

住 所 〒

連絡先TEL 撮 影 年 返 却 必要 ・ 不要
※�取得した個人情報は、フォトコンテスト事業以外に使用いたしません。

祝
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地区だより

大津地区
東海道まち歩きのご案内
（土山宿・膳所）

　これまでの10年間、公益社団法人滋賀県建築士会
大津地区委員会は琵琶湖・東海道をテーマとして、
湖南地区委員会と連携を図りながら広域景観の保全
と創造に取り組んできました。びわこ大津草津景観
推進協議会（大津市・草津市）主催による両市児童
を対象とした「景観づくりチャレンジ隊」においては、
近江八景や東海道統一案内看板（＊）をテーマにし
たワークショップを継続して開催しており、両市が
共有する「びわこ東海道景観基本計画」の推進に寄
与する事業と位置付けられています。（＊沿道景観の
統一性や連続性を向上させることを目指して、東海
道の歴史や町の魅力を発信するための看板）
　現在、東海道統一案内看板は大津市、草津市のみ
ならず、湖南市（石部宿）、甲賀市（水口宿）にも設
置されており、活動はさらなる広がりを見せていま
す。今年度においては、東海道でつながる甲賀市立
土山小学校と大津市立膳所小学校とがＩＣＴを活用
して交流される運びとなり、両校との共同作業によっ
て、東海道統一案内看板が制作されることになりま
した。現在、甲賀市土山学区、大津市膳所学区でま
ちづくりに取り組まれる皆様とも連携を図りながら
準備を進めています。
　この度、新たに制作される東海道統一案内看板の
寄贈式と歴史的建造物等を巡るまち歩きが両地区で
実施される運びとなりました。皆様のご参加をお待
ちしております。

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 計　　　　　　名

所属地区 地 区 委 員 会

参加希望（○を願います） 　　　　　土山　　　　　　　膳所　　　　　　　　　土山・膳所共

連絡先（電話番号）

メールアドレス

東海道まち歩きのご案内（土山宿・膳所）　参加申込用紙

〇土山まち歩き（寄贈式）
開催日時：令和３年11月27日㈯
　　　　　AM10：00～13：00
集合場所：東海道伝馬館前広場（主会場）
　　　　　土山地域市民センターより
　　　　　南へ徒歩約７分
参 加 費：無料

〇膳所まち歩き（寄贈式）
開催日時：令和３年12月11日㈯
　　　　　AM10：00～12：30
集合場所：大津市立膳所小学校　体育館
　　　　　京阪中ノ庄駅より西へ徒歩約５分
　　　　　＊駐車場に限りがあります。
　　　　　　公共交通機関をご利用ください。
参 加 費：500円（施設入館料）

土山宿本陣跡(甲賀市提供）

蘆花浅水荘

お申し込みいただくにあたり、下記３点、あらかじめご承知おきを願います。
・新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、開催を見合わせることがあります。
・できる限り密をさけるため、参加は建築士会会員に限定させていただきます。　　
・膳所につきましては、ガイド案内の都合上、先着15名とさせていただきます。　　

　E-mail：shiga-sa@mx.bw.dream.jp　　FAX：077-523-1602
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１月大安

２火 赤口

３水先勝 文化の日

４木 友引

５金仏滅

６土大安 滋賀けんせつみらいフェスタ（悪天候の場合は、7日）
７日 赤口

８月 先勝

９火 友引

10水 先負 情報広報委員会・四役会・四役委員長会議
11木 仏滅

12金 大安

13土 赤口

14日 先勝

15月 友引

16火 先負

17水 仏滅

18木 大安

19金 赤口

20土 先勝
建築士会「全国大会」
（広島大会→東京開催に
変更）

21日 友引

22月 先負

23火 仏滅 勤労感謝の日

24水 大安

25木 赤口

26金 先勝

27土 友引 第1回近畿学生住宅大賞「表彰式」
28日 先負

29月 仏滅

30火 大安

11月の暦

１水 赤口

２木先勝 二級・木造建築士合格発表
３金 友引

４土大安

女性委員会
DoシリーズNo．82
～素を知る～
『信楽生コン株式会社工
場見学　生コンクリートが
出来るまで』

５日 赤口

６月先勝

７火 友引

８水 先負 情報広報委員会・四役会・理事会
９木仏滅

10金 大安

11土 赤口

12日 先勝

13月 友引

14火 先負

15水 仏滅

16木 大安 定期講習・監理技術者講習(ピアザ淡海)
17金 赤口

18土 先勝

19日 友引

20月 先負

21火 仏滅

22水 大安

23木 赤口

24金 先勝 一級建築士合格発表

25土 友引

26日 先負

27月 仏滅

28火 大安

29水 赤口

30木 先勝

31金 友引

12月の暦

地区別会員数　令和３年10月１日現在
支 部 8月 10月 差引
大 津 188 188 0
湖 南 146 144 ▲ 2
甲 賀 72 70 ▲ 2
湖 東 101 101 0
彦 根 79 80 1
湖 北 131 132 1
高 島 58 58 0

湖西滋賀 23 22 ▲ 1
計 798 795 ▲ 3

新入会員のご紹介　10/13理事会承認
地　区 氏　名 地　区 氏　名
大津 竹本　泰弘 彦根 久木　　茂

蘆花浅水荘庭園
　画家 山元春挙の別邸である「蘆花浅水荘」の庭園はかつて琵琶湖まで続いていた。
手掛けた庭師 本位政五郎（もとい･まさごろう）は明治後期から昭和にかけて、京
都で名人と称されていたが、その名はあまり知られていない。当時京都には七代目
小川治兵衛をはじめ名だたる庭師がいた中で、施主山元春挙が本位を選んだのは、
自らの世界感を実現してくれる「技術」に惚れ込んでいたからかもしれない。

※�新型コロナウィルス感染症拡大の状況により、中止・変更等とな
る場合がございます。

賛助会員入会者　10/13理事会承認
社　名

㈱トーセ･フィールドサービス　関西支社
㈱イケダコーポレーション

地区だより

湖南地区
こなんゴルフコンペ2021

　令和３年９月29日㈬栗東市のジャパンエースゴル
フ倶楽部にて、例年通りこなんオープンゴルフコン
ペを開催いたしました。
　今年も天候に恵まれ、とても気持ちよくプレーを
することができました。
　今年においてもコロナ禍での開催となりましたが、
例年と変わらず全体で５組17名のご参加をいただき
ました。
　イベント毎が自粛傾向の中ではありましたが、ゴ
ルフ場並びに各自での新型コロナウイルス感染症対
策を入念に行い、無事開催させていただくことがで
きました。
　今年は、初参加の杉山一樹さんが優勝されました。
準優勝は鎌江良英さん、第３位は山元利男さんでした。
　また懇親会も中止し、表彰式のみとさせていただ
きました。皆さんに大変喜んでいただき、地域間交
流も兼ねて有意義な一日を過ごすことができました。
ご参加の皆様、本当にありがとうございました。来
年こそは、懇親会も兼ねた開催ができることを期待
します。
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