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　むかで太鼓、それは近江の伝説「俵藤太のむかで退治」から生まれたものである。
　その昔、三上山には山の周囲を七巻半もする大むかでが住み着いていて、田畑や湖、
川、人々の暮らしを荒らしていた。その残忍な大むかでを武将・俵藤太が旅の途中
に三本の矢で退治。以来、野洲平野を中心に、米の産地として栄え、村人たちは安
心して暮らせるようになったと伝わる。
　その物語の場面を和太鼓のリズムに笛や鉦の音を加えながら表現している。
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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
FAX番号 携帯電話

CPD番号 地　区　名

集合場所 南草津駅　　　　土山ＳＡ ⃝ 会　員　　　　　⃝ 非会員

参加申込用紙
青年委員会　研修事業「ＶＩＳＯＮバスツアー」参加申込用紙

青年委員会　研修事業

ＶＩＳＯＮバスツアー

　令和４年度の青年委員会研修事業は、昨年７月に
オープンした三重県のスーパーシティ「VISON」見
学するバスツアーを計画しました。東京ドーム24個
分の広大な敷地に、地域経済活性化等を目的とした
巨大商業施設のあり方と仕組みについて学びます。
また式年遷宮で有名な伊勢神宮も見学します。皆様
のご参加ぜひお待ちしております。
日　　時：令和４年９月29日㈭
　　　　　８：30～18：00
開催場所：伊勢神宮内宮（三重県伊勢市）
　　　　　VISON（三重県多気郡多気町）
集合場所：JR南草津駅西口又は土山SA
参 加 費：会員 6,500円
　　　　　会員外 7,500円
　　　　　（昼食代込み）
定　　員：30名（先着順）
申込締切：令和４年９月15日㈭
CPD単位：３単位
　　　　　※�新型コロナウイルス感染拡大の状況に

より中止となる場合がございます。

３単位

　※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。

まちづくり委員会

滋賀けんせつみらいフェスタ2022

開催日時：令和４年10月29日㈯
　　　　　10：00～15：00
会　　場：大津港前イベント特設会場
　　　　　雨天中止　予備日10月30日㈰
　　　　　※�悪天候、新型コロナウイルス感染状況

により中止となる場合があります。
　建築士会の存在を少しでも多くの方に知っていた
だく為の１つの大きな事業として取り組んでおり、
来場される皆様に楽しんでいただければと思います。
　会員の方も足を運んでいただければと思っており
ます。

ＶＩＳＯＮ全景

昨年の建築士会ブース

昨年の来場者
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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 №84『びわ湖材を使った設計・施工事例から学ぶ　そして鍛造を体験しよう』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。

～素材“木と鉄”を知る～
『びわ湖材を使った設計・
施工事例から学ぶ　そして

　鍛造を体験しよう』
Doシリーズ

No.84

女性委員会

　今後、より一層の関心を持つべき課題であるびわ
湖材について、滋賀県林業会館の施工・設計に携わ
れた坂田徳一氏と宮村�太氏をお招きし、びわ湖材を
とりまく現状や、今取り組むべき課題について学び
ます。そして、建築にも関わりの深い“鉄”、その加
工技術の一つである鍛造。鉄を熱す・たたく・曲げ
る作業を繰り返し、Ｓ字フックを制作します。
　皆様のご参加をお待ちしております。
日　　時：令和４年10月１日㈯　13：00～17：00
開催場所：滋賀県林業会館　（大津市大萱４丁目17-30）
　　　　　びわ湖材セミナー：大会議室
　　　　　鍛造ワークショップ：駐車場
参 加 費：会員 3,000円
　　　　　会員外 3,500円
定　　員：22名（先着順）
申込締切：令和４年９月21日㈬
CPD単位：３単位予定
※お車は、滋賀県林業会館の駐車場に停めて下さい。
※�長袖、綿など燃えにくい素材の服装、靴（サンダル不可）
でお越しください。
※�皮手袋、保護用メガネをお持ちの方はご持参ください。
（こちらでも用意しております）
※�当日のキャンセルについては、後日参加費を頂戴いた
します。
※�高温の鉄を扱いますが、安全には十分留意して行います。
※�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。

近畿建築士会協議会女性部会

近畿の『魅力ある和の空間』巡行 滋賀

　全国各地の和の空間を体験して、その魅力を再認識
できるような建築を紹介するガイドブックが公益社団法
人日本建築士会連合会�女性委員会ＨＰで公開されてい
ます。近畿建築士会協議会女性部会ではこのガイドブッ
クを活用して、近畿の「魅力ある和の空間」巡行を行っ
ています。
　今回は滋賀県大津市にある蘆花浅水荘を訪ねます。
　ここは日本画家�山元春挙の別荘として、春挙自らが
設計・監修を手掛け、京都の大工�橋本嘉三郎と共に建
築した邸宅です。今年は山元春挙生誕150年となる節目
であり、三代目当主�山元寛昭氏の案内で別荘庭園を見
学します。その後は膳所を歩き、かつて城下町として賑
わった、琵琶湖畔の町を散策します。
日　　時：令和４年９月17日㈯
　　　　　13：00　蘆花浅水荘　集合
　　　　　17：00　JR大津駅 　解散
開催場所： 蘆花浅水荘（大津市中庄１丁目19番地23号）・

膳所界隈散策
定　　員：25名
申込締切：令和４年９月10日㈯
参 加 費：建築士会会員　500円
　　　　　会員外　1,000円
CPD単位：３単位予定
※�アクセス…京阪電車石山坂本線　瓦ヶ浜駅下車
　　　　　　徒歩５分
※�お車でお越しの方は、近隣の有料駐車場をご利用くだ
さい。
※�新型コロナウイルス等の状況により、開催方法が変更
となる場合があります。ご了承ください。

※�お申込は滋賀
県 建 築 士 会
HPからお申し
込みください。

３単位（予定）

滋賀県林業会館
大会議室内部

鍛造ワークショップ
S字フック　完成例 蘆花浅水荘　庭からの眺め

３単位（予定）
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まちづくり委員会

令和４年度　建築士の日　報告書

　令和４年６月26日㈰、ビバシティ彦根に於いて第
15回建築士の日の事業を開催させていただきました。
当日は２階の空きブースをお借りして、空き家対策
関連パンフレット、ティッシュ及び滋賀県建築士会
記名入りの絆創膏を配布、また住宅相談コーナーを
設け、本会周知を行いました。例年は集客の多い施
設のメイン玄関前での活動でしたが、今年は２階空
きブースまた限られた範囲でのみの配布ということ
もあり、目的達成の感触としてはかなり鈍いものを
感じました。琵琶湖を中心として時計回りに一年ご
とに違う地域で行うこの事業は、その開催場所に大
きな影響を受けてしまうことを感じました。来年は
今回の反省を踏まえた、更なる有意義な事業となる
よう努めたいと思います。最後にご協力いただきま
した関係者様各位に感謝申し上げます。ありがとう
ございました。

女性委員会

令和４年度　第31回全国女性建築士
連絡協議会（東京）

全体報告
　７月17日、18日の２日間、日本建築学会建築会館
にて、令和４年度�第31回全国女性建築士連絡協議会
（東京）が開催されました。滋賀からは６名が会場
で参加しました。今回は会場参加とオンライン参加
との併用開催で、全体を通しての参加者は約300名で
した。
今回の開催テーマは「未来へつなぐ居住環境づくり」
～これからの快適で健康な住まい～
　１日目は開会式の後、愛知・奈良県・大阪府建築
士会からの活動報告、岩手県建築士会からの被災地
報告がありました。基調講演は早稲田大学教授　田
辺新一氏。脱炭素社会への徹底した省エネルギー、
再生エネルギー導入の拡大に向け、建築士の意識の
底上げがいかに大切か、そしてイギリスなどの事例
をもとに新しい省エネの概念を学びました。

参加者集合

　全国の女性建築士の方と顔を合わせることにより、
あらためて滋賀の女性委員会のあり方を考える良い
きっかけになると思い、参加してよかったと思います。

分科会報告
　２日目はAからGまでの７つの分科会が開催され、
滋賀の参加者６名は「景観まちづくりと建築士・京
都景観フォーラムでの活動」をテーマとしたE分科
会に参加しました。
　この分科会も前日と同様、オンライン参加との併
用開催となりました。
　滋賀県建築士会、連合会女性委員の市川真理さん
の司会のもと、まずはコメンテーターの京都府建築
士会の内藤郁子さんによるNPO京都景観フォーラム
の活動報告が行われました。その立ち上げ当時の町
の様子や行政の景観政策の変化、そしてさまざまな
専門分野の人材を景観まちづくりの専門家（景観エ
リアマネージャー）として育成し、そのネットワー
クを活かして、地域のまちづくりをサポートする役
割を建築士が担っているという説明を聞き、参加し
た皆さんと意見や情報交換を行うことができました。
　この分科会に参加して、景観まちづくりは、異な
る価値観を共有しつつ、景観をまちの共有財産とし
て捉えることから始まるのだということを知る良い
機会となりました。

E分科会 司会者とコメンテーター

Ｅ分科会　発表を聞く参加者

事業に参加頂いた建築士の皆さん
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地区だより

湖北・彦根・湖東地区
湖北・彦根・湖東３地区合同家族親睦
「手ぶらでらくちんBBQ！」事業報告

　７月31日㈰米原市多和田にあるローザンベリー多
和田にて、「手ぶらでらくちんBBQ！」を湖北・彦根・
湖東の３地区による同日開催をいたしました。夏休
みということで、小中学生が多く参加し、湖北50名、
彦根20名、湖東90名の総勢160名ものにぎやかな会場
になりました。
　大人（中学生以上）はお肉1.5倍、幼児にはキッズ
プレートを用意し、もちろんドリンクは飲み放題。
最後は冷たくて美味しいデザートをいただきました。
野菜のおかわりは自由ということで、自分で洗った
り切ったりして、さらに畑まで取りに行くこともで
き、お肉も野菜もデザートも、すべて美味しくいた
だくことができました。真夏の炎天下、36℃を超え
る中で、汗をかきながら、家族や会社の仲間、会員
同士で過ごす時間はあっという間に過ぎ、片づけ始
めたころには、心地よいそよ風が吹いていました。
　バーベキューのあとは、「ひつじのショーン」のリ
アルワールドや、「ローザン鉄道」に乗車したりと、
園内を家族で楽しみました。子どもたちがいつのまに
か友だちになっている姿もほほえましい光景でした。
　参加者から、来年の開催を望む声を多くいただき、
皆様のご協力により、コロナ禍でも開催できると手
ごたえを感じたイベントになりました。高島地区

新入会員歓迎会
　令和４年７月30日㈯「高島地域会活性化事業」を
高島市内のびわ湖ブルワリーにて開催いたしました。
今年度高島地域会に若い新入会員足立　樹さん、川
田　歩さん、野上　怜さんの３名に入会いただいた
こともあり、歓迎会・親睦会という形で、会員16名・
賛助会員１名の計17名にご参加いただきました。
　会場は高島の地ビール工場併設のレストランにて、
数種類のクラフトビールの飲み比べなどが楽しめ、
和気あいあいと親睦を深める事が出来ました。今回
の事業をきっかけに、新入会員含め今後の地域会活
動にも参加していただきやすくなったのではないか
と感じています。

甲賀地区
全国植樹祭お野立所の研修見学会

　第72回全国植樹祭のお野立所の研修見学会を開催
目前の５月７日㈯に会場である甲賀市鹿深夢の森に
て行いました。デザインコンセプトの「木立に見立
てた柱の林立」と「木漏れ日に似たテント屋根のお
ぼろげな光」は、建物の直下に立ってこそ実感する
ことが出来るものでした。

　この研修は発注者/植樹祭滋賀県実行委員会様並び
に設計者/株式会社湖北設計様の御協力の元、施工者
/株式会社三東工業社様主催で行われた見学会の時間
枠一部を提供いただいて甲賀地域会と（一社）滋賀
県建築士事務所協会甲賀支部が共催しました。

３地域会代表挨拶

家族仲良し新入会員を囲んで集合写真

お野立所と記念撮影
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地区別会員数　令和４年８月１日現在
支 部 5月 7月 差引
大 津 190 181 ▲�9
湖 南 142 139 ▲�3
甲 賀 69 70 1
湖 東 101 99 ▲�2
彦 根 75 75 0
湖 北 129 128 ▲�1
高 島 60 59 ▲�1
湖西滋賀 22 22 0
計 788 773 ▲�15

新入会員のご紹介　８月３日　理事会承認
地　区 氏　名 地　区 氏　名
大津 林　　靖志 大津 奥野　宗市
大津 池田　　満 大津 村林　克洋
大津 髙井　一義 大津 稲田　幸一
大津 髙畠　和夫 大津 近藤　直斗
大津 大西　　司 湖北 田中　健司

湖南地区・むかで太鼓
　1985年、地域活性化のため商工会会員らが中心となり結成。以来、地域イベントなどで和
太鼓の演奏活動を行っている。また、地元中学校での指導等、普及活動にも力を入れている。
　現在約20名のメンバーが活動中。地元のみならず、県外からの演奏依頼もあり活動の場を
広げている。

次回以降も近江の文化祭ご出演の方々の紹介をいたします。

※ 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。

１ 木 先勝

２ 金 友引

３ 土 先負

４ 日 仏滅

５ 月 大安 まちづくり委員会

６ 火 赤口

７ 水 先勝 四役会
四役委員長会議

８ 木 友引

９ 金 先負

10 土 仏滅 近畿建築士会協議会　
青年部　「滋賀会議」

11 日 大安 二級建築士
「設計製図試験」

12 月 赤口

13 火 先勝

14 水 友引 情報広報委員会

15 木 先負

16 金 仏滅

17 土 大安

近畿建築士会協議会　
女性委員会

「近畿の魅力ある和の空
間巡行」～滋賀～

18 日 赤口

19 月 先勝 敬老の日

20 火 友引

21 水 先負

22 木 仏滅

23 金 大安 秋分の日

24 土 赤口

25 日 先勝

26 月 先負 女性委員会

27 火 仏滅

28 水 大安 建築士定期講習　
G-NETしが

29 木 赤口 青年委員会　研修事業　
「VISONバスツアー」

30 金 先勝

9月の暦
１ 土 友引 女性委員会　

「Do.84 素材“木と鉄”を知る」
２ 日 先負

３ 月 仏滅

４ 火 大安

５ 水 赤口 四役会
理事会

６ 木 先勝 情報広報委員会

７ 金 友引

８ 土 先負

９ 日 仏滅 一級・木造建築士
「設計製図試験」

10 月 大安 スポーツの日

11 火 赤口

12 水 先勝

13 木 友引

14 金 先負
第64回

「全国大会あきた大会」
（記念講演・大会式典）

15 土 仏滅

第64回
「全国大会あきた大会」
（エクスカーション地域交
流見学会）

16 日 大安

17 月 赤口

18 火 先勝

19 水 友引 既存住宅状況調査技術者
講習 「更新」

20 木 先負 まちづくり委員会
（建築甲子園審査会）

21 金 仏滅

22 土 大安

23 日 赤口

24 月 先勝

25 火 仏滅

26 水 大安

27 木 赤口

28 金 先勝

29 土 友引

滋賀けんせつみらいフエ
スタ（予備日10/30）　
近建女

「第７回くらしとすまいをみ
つめるセミナー」

30 日 先負

31 月 仏滅

10月の暦

総務企画委員会
近畿建築祭　京都大会

日　時：令和４年11月26日㈯
　　　　午前10時開始予定
場　所：京都府長岡京記念文化会館
　　　　（京都府長岡京市）
　詳細は、士会HP等でお知らせいたします。

地区だより

湖南地区
楽しくバーベキュー

　令和４年７月27日㈬11時より、湖南地域会　親睦・
特別事業として親子フォーラムとして『ビアガーデ
ンFIVE』にてバーベキューを開催しました。参加人
数31人。うち子供11人。コロナ禍により約３年振り
の親子フォーラム事業を開催。バーベキューにおい
ては、食べ放題・飲み放題でコロナ対策も考え各家
族単位で楽しんでいただくことができました。ただ、
途中で大雨が降ってきたこともあり早めの解散とな
りました。

楽しくバーベキュー
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