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　長浜市北冨田に伝わる冨田（とんだ）人形は、百数十年の伝統を誇る人形浄瑠璃
です。江戸時代巡業にきた阿波の一座が、路銀代わりに道具全てを置いて帰ったの
が始まりといいます。その伝統は今でも守られ、年２回の定期公演や、近年外国か
らの留学生との交流も盛んに行われています。平成３年に完成した「冨田人形会館」
（見学は要予約）には、人形浄瑠璃の舞台があり、人形や芝居道具も保管されています。
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女性委員会

女性委員会主催
全員会議　開催のご案内

　今年度も女性委員会主催全員会議を開催いたします。
全員会議は、女性委員会の活動を幅広く周知し、ご賛
同いただくことを目的としております。性別、年代に関わ
らず、会員の皆様のご参加をお待ちしております。今年
は二部構成とし、一部は、守山市長をお迎えし、座談
会　守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』について。二部
は全員会議の後、建築士としての活動をしながら別の活
動もされている女性委員の方のお話を聞きながらフリー
トークの場を設け気軽に意見交換をさせていただきます。
開 催 日：令和４年12月10日㈯
　　　　　13：30～16：30
開催場所：守山市中心市街地活性化交流プラザ
　　　　　あまが池プラザ　（守山市勝部一丁目13番１号）
申込締切：令和４年１１月３０日
一部　13：30～14：30
　　　座談会
　　　�守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』について守

山市長に学ぶ。
二部　15：00～16：30
　　　全員会議、フリートーク
　　　�全員会議は女性委員会今年度の活動報告と次

年度の目標について。その後はテーマを「二
刀流」として２名の発表を聞き、フリートー
クでは参加者で意見交換を行う。

※�お申し込みは、メール・ホームページ又は公益社団法人
滋賀県建築士会事務局（077-522-1615）までお問い
合わせだくさい。

総務企画委員会

建築士会全国大会あきた大会　報告

　第64回建築士会全国大会あきた大会が10月14日㈮
に開催されました。テーマ「『建築』で挑戦！郷土の
これから～け、け、けの秋田でまずかだれ～」、会場
は今年９月23日にグランドオープンしたばかりの“あ
きた芸術劇場ミルハス” で、その美しいフォルムが
晴天と紅葉の始まった樹々によく映えていました。
滋賀士会からは17名の会員と５名のご家族が同行さ
れる賑やかな一行となりました。大会式典では、木
下幸玉副会長が連合会会長表彰を授与されました。
式典開催前には、青年委員会セッション、木・歴史・
福祉まちづくりセッションに参加するなど個々の自
己研鑽にも努めました。３年ぶりの制約のない全国
大会であり、全国の仲間との再会に話も弾みました。
令和５年は静岡大会です。

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５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、今後の状況を鑑み中止等になる可能性があ
りますのでご了承ください。
開 催 日：令和５年１月12日㈭
場　　所：ホテルニューオウミ２階
受　　付：16：00～
年 賀 会：16：30～
会　　費：7,000円
交通手段：ＪＲ琵琶湖線近江八幡駅
　　　　　北口より徒歩２分
※�詳細は月刊「家」11・12月号同封案内書をご覧く
ださい。

まちづくり委員会
第14回「未来の家」「未来のまち」
子ども立体作品展 開催のご案内

開 催 日：令和５年２月18日㈯・19日㈰
開催場所：イオンモール草津　イオンホール（２階）

お誘い合わせのうえ、お気軽にご来場ください。
詳細は、次号にて掲載いたします。

第13回子ども立体作品展　会場木下副会長参加者集合写真
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前　真之先生
プロフィール

昭和50年広島県生まれ。
平成10年東京大学工学部建築学科卒業。
平成15年東京大学大学院�博士課程修了。
平成16年建築研究所などを経て、同年10月、29歳
で東京大学大学院工学系研究科客員助教授に就任。

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

緊急連絡先
電話番号 CPD番号
FAX番号 メールアドレス
参加区分 会員　・　会員外　・　学生　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

前先生に質問や話
して頂きたい項目
があればご自由に
記載ください

青年委員会　前真之氏特別講演会　～省エネで健康・快適に暮らせる家造りの技術と設計力を学ぶ～　参加申込書

VISON集合写真 伊勢神宮集合写真

青年委員会　研修事業

前真之氏特別講演会
～省エネで健康・快適に暮らせる
家造りの技術と設計力を学ぶ～

　青年委員会の研修事業として前真之先生をお招き
し、省エネで健康・快適に暮らせる家造りの技術と
設計力を学ぶと題した講演会を開催します。東京大
学で准教授を務めておられ、25年にわたり省エネ住
宅を専門分野とし、エコハウスの実現と普及のため
の要素技術、設計手法の開発に取り組んでおられる
先生から健康・快適に暮らせる家づくりを学びます。
皆様のご参加ぜひお待ちしております。

日　　時：令和４年12月２日㈮
　　　　　14：00～17：00
開催場所：滋賀県文化産業交流会館第一会議室
参 加 費：会員1,000円・会員外2,000円
　　　　　・学生無料
定　　員：50名
申込締切：令和４年11月18日㈮
CPD単位：２単位

青年委員会　研修事業

ＶＩＳＯＮバスツアー　事業報告

　令和４年９月29日㈭参加者14名（会員13名・会員
外１名）を迎え、研修事業「VISONバスツアー」を
開催いたしました。
　まず訪れたのは、伊勢神宮（正式名称は神宮）で
三重建築士会の松尾青年委員長と植村さんにも参加
して頂き、2000年の時を超えた古代のたたずまいを
感じながら、内宮の宇治橋や平成25年に式年遷宮さ
れた正宮など中嶋委員の解説を基に見学しました。
　午後からは令和３年４月に開業した合同会社「三
重故郷創生プロジェクト」のVISON（ヴィソン＝美
村）へ。東京ドーム24個分（約119ha）の敷地内に、
宿泊施設の他、温浴施設、産直市場、レストラン、
スイーツエリア、オーガニック農園、木育エリアな
ど68店の店舗や体験施設が揃っていて、世代を問わ
ずのんびりと余暇を満喫できるスポットでした。
　どの施設もふんだんに地元の木を使用したデザイ
ンで建築されており、式年遷宮のように定期的な作
り変えを実施し、林業を支えていくといった取り組
みや、施設内のレストランには、地域で収穫される
形の悪い作物を使用するなど様々なSDGsにも取り組
まれておられ地域産材の活用や循環などこれから各
地方が抱える問題を観光というビジネスと融合させ
解決している点など勉強になる研修となりました。
　ご参加頂きました皆様、ありがとうございました。

伊勢神宮
中嶋委員によるガイド

VISON施設内　ホテル風景
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女性委員会

DoシリーズNo.84
～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』

事業報告

　令和４年10月１日㈯滋賀県林業会館において、Do
シリーズ№84～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』を開催いたしました。
　びわ湖材セミナーでは、講師の坂田徳一氏から、
安曇川流域・森とつながる家づくりの会の活動内容
や地域の工務店の役割と課題について、ご自身の経
験を交えながらお話しいただきました。
　また宮村　太氏の講義では、山での木材調達から
林業会館施工中の写真を使って、その構造的特徴に
ついての詳しい解説と、木材コーディネーターが林
業、製造業、建設業、消費者全体をつなぐ役割を担っ
ているということについてお話しいただきました。
　お二人の話から共通して感じたことは、施工者と
設計者それぞれの立場を理解しあい、また研鑽しあ
うことを大事にしながら、木造建築に誇りをもって
取り組まれていることでした。
　約1200℃に熱した丸棒６㎜を、ハンマーで叩いて
曲げてひねってS字フックをつくるというワーク
ショップは、皆初め
ての鍛造体験でした
が、各々が持つセン
ス と 技 術 が 見 事 に
（？）作品に現れて
おり、中には、火床
や金床に加え、手作
り の 道 具 に も 興 味
津々という方もおら
れ、大変面白いワー
クショップとなりま
した。造形作家の山
内氏と戸谷氏の適切
な ご 指 導 の お か げ
で、皆が怪我もなく
時間内に終わること
ができました。
　講師の皆様、また
ご参加いただいた皆
様、ご協力ありがと
うございました。

近畿建築士会協議会女性部会

近畿建築士会協議会女性部会主催
近畿の『魅力ある和の空間』巡行 滋賀

事業報告

　９月17日㈯13：30より、大津市膳所に建つ日本画家・
山元春挙の別荘、蘆花浅水荘の見学会と膳所のまち
歩きを開催いたしました。近畿の魅力ある和の空間
を巡行する事業で、今回は滋賀が担当し、近畿各府
県より29名（滋賀県からは６名）という多くの参加
者がありました。
　三代目当主山元寛昭氏と末富氏によるガイドはと
てもユニークで、建物の随所に施された粋な意匠を
存分に味わうことができ、また建てられた当時は庭
から琵琶湖へ直接船での出入りが可能であったとい
う話から、素晴らしい風景が思い浮かんでくるよう
でした。
　その後の膳所まち歩きでは、粟津神社と膳所焼美
術館を訪れ、館長の寺田氏から膳所焼の歴史と今に
ついて詳細な説明をしていただき、また一つ滋賀の
魅力を知る良い機会となりました。

びわ湖材セミナー
講義を聞く参加者

鍛造ワークショップ

全体集合写真

山元氏、末富氏の説明を聞く参加者

名勝庭園での集合写真
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地区だより

高島地区
「家族親睦BBQ」事業報告

　令和４年９月11日㈰「高島
地域会活性化事業」を高島市
内の白髭浜水泳キャンプ場に
て開催いたしました。当日は
天候にも恵まれ、親睦会とい
う形で、会員、家族の計14名
にご参加いただきました。
　会場は高島の観光スポット
でもあり、湖中の大鳥居近傍
の施設で、和気あいあいと自然を楽しみながら、
BBQだけでなく、SUPの体験会として会場湖畔から
大鳥居までのクルージングや、水上アトラクション
でのアクティビティなどを企画いたしました。
　子供同士が遊ぶ姿もほほえましく、楽しい時間は
あっという間にすぎてしまいましたが、会員家族の
親睦を深めることのできた事業となりました。

大津・湖西滋賀地区
令和４年度大津市総合防災訓練 参加報告
　大津地区と湖西滋賀地区は令和４年９月24日㈯、
田上小学校を主会場とした田上学区一帯で実施され
た、令和４年度「大津市総合防災訓練」に参画しま
した。琵琶湖西岸断層帯を震源とする大規模地震が
発生し、大津市で震度７を観測、建物の倒壊、火災
発生、液状化の発生、ガス・水道・電気・電話等ラ
イフライン施設、道路、堤防の破損等があり、多数
の死傷者が発生したという想定で、私たちは避難所
開設のためのセーフティチェックを行いました。調
査をおこなうための道具が避難所に備え付けられて
いるのですが、防災倉庫の鍵が即座にでてこなかっ
たり、調査道具が備品の
一番底にありなかなか取
り出せないなどの細かな
問題を見つけることがで
き、「備え」の大切さを
再認識する有意義な訓練
となりました。 防災訓練参加の皆さん

情報広報委員会

2023年
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　「まもる」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５年１月～令和５年２月３日㈮
審 査　�第14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５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2023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。

SUPを体験
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地区別会員数　令和４年10月１日現在
支 部 7月 9月 差引
大 津 181 189 8
湖 南 139 139 0
甲 賀 70 70 0
湖 東 99 99 0
彦 根 75 75 0
湖 北 128 127 ▲ 1
高 島 59 59 0

湖西滋賀 22 22 0
計 773 780 7

湖北地区・冨田（とんだ）人形
　この歴史ある民族芸能も、兼業農家の増大や人形づかいの高齢化などによって一時はその伝統
の灯が消えかけようとしていましたが、昭和54（1979）年に新生「冨田人形共遊団」として再発足。
北冨田に居住する人々を中心にして、市内外の人形を愛好するメンバーが集まっています。日本
だけでなく海外とのつながりも深くなっており、年間約3,000人の見学者が訪れています。
 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火大安

２水 赤口 四役会四役委員長会議

３木先勝 文化の日

４金 友引

５土 先負 近畿まちづくりセミナーin滋賀

６日 仏滅 近畿まちづくりセミナーin滋賀

７月 大安

８火 赤口 情報広報委員会

９水先勝

10木 友引

11金 先負

12土 仏滅

13日 大安

14月 赤口

15火 先勝

16水 友引 既存住宅状況調査技術者講習「新規」

17木 先負

18金 仏滅

19土 大安

20日 赤口

21月 先勝

22火 友引

23水 先負 勤労感謝の日

24木 大安

25金 赤口

26土 先勝 近畿建築祭「京都大会」

27日 友引

28月 先負

29火 仏滅

30水 大安

11月の暦

１木 赤口

２金先勝 青年委員会「前　真之氏講演会」

３土 友引

４日 先負

５月仏滅

６火大安 第２回「監理技術者講習」

７水 赤口 四役会理事会

８木先勝

９金 友引

10土 先負 女性委員会主催「全員会議」

11日 仏滅

12月 大安

13火 赤口

14水 先勝 第２回「定期講習」

15木 友引

16金 先負

17土 仏滅

18日 大安

19月 赤口

20火 先勝

21水 友引

22木 先負

23金 赤口

24土 先勝

25日 友引

26月 先負

27火 仏滅

28水 大安

29木 赤口 12/29～１/３年末年始休業

30金 先勝

31土 友引

12月の暦

滋賀県建築士会野球同好会
第57回滋賀県建設界野球大会

結果報告
　令和４年８月27日に３年ぶりに開催されました、
第57回滋賀県建設界野球大会に出場しました。
　残念ながら負けてしまいましたが、選手みんな全
力を尽くして戦いました。
（公社）滋賀県建築士会 1 0 0 0 0 0 2 3
大津電気事業協同組合 2 0 2 0 3 1 × 8

出場選手　久木野　梅村　奥村　小島　松田　梅田
　　　　　柿本　中川　福原　松尾　清水
　来年に向けて練習（月２回）も開始しております。
御興味のある方は是非とも御参加お願いいたします。

健闘しました！

選手の皆さん、お疲れさまでした
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