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　雅楽とは管楽器、絃楽器、打楽器の編成で演奏される世界最古のオーケストラです。1200年以
上の歴史を持ち、日本の古典音楽として、また世界の古典音楽として外国でも非常に高く評価さ
れてきています。奈良時代・平安時代から、雅楽の演奏は宮廷は勿論、寺院や神社において盛ん
に演奏されました。そして1000年以上、専門の演奏家によって伝承され続けてきました。

70周年記念　近江の文化祭　出演：湖東　「大国社中東円堂雅楽会」
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渉外事業委員会

令和５年度　講習の案内

建築士定期講習
日時：令和５年７月12日㈬　会場：滋賀県建設会館
日時：令和５年９月13日㈬　会場：G－NETしが
日時：令和５年12月13日㈬　会場：G－NETしが
日時：令和６年３月６日㈬　会場：滋賀県建設会館
※�本年度は受講対象者が多くなりますのでお早めに
お申込みください。

監理技術者講習
日時：令和５年９月13日㈬　会場：G－NETしが
日時：令和５年12月13日㈬　会場：G－NETしが
日時：令和６年３月６日㈬　会場：滋賀県建設会館

既存住宅状況調査技術者講習会
更新
日時：令和５年10月11日㈬　会場：滋賀県建設会館
日時：令和６年２月14日㈬　会場：滋賀県建設会館
新規
日時：令和５年11月15日㈬　会場：滋賀県建設会館

※�上記３つの講習会については、同封の案内を
　ご確認頂き、お申込みください。

総務企画委員会

令和4年度　二級・木造建築士
免許証明書交付式開催報告

　令和５年２月25日㈯滋賀県建設会館４階大会議室
において、（公社）滋賀県建築士会の主催で執り行い
ました。今年も、二級建築士86名（総受験者数312名）
木造建築士18名（総受験者数59名）の方が合格され
ました。県内を中心に37名の参加を得て、福谷会長
から参加者を代表して２名の方に、免許証明書の交
付が行われました。新建築士の旅立ちに、滋賀県土
木交通部建築課課長の西村利寿氏の臨席を賜り、建
築課の杉本氏に依る「建築士の手引き」をもとにし
た建築士の心構えについての説明をいただきました。
その後、参加者全員に免許の交付を行った後、建築
課建築指導室の山本氏に依る「応急危険度判定」の
案内および「耐震診断員」の説明を頂き、青年委員
会と女性委員会から滋賀県建築士会活動内容等の紹
介を行いました。多くの新しい建築士会員が生まれ、
一緒に活動できる事を期待したいと思います。
【県内総受験者数】について
二級建築士試験
　：学科県内実受験者数＝240名　合格者＝109名
　：製図県内実受験者数＝165名　合格者＝86名
木造建築士試験
　：学科県内実受験者数＝52名　合格者＝33名
　：製図県内実受験者数＝31名　合格者＝18名

総務企画委員会

令和５年度　通常総会のご案内

　本年度の通常総会を下記の通り開催致しますので、
ご出席頂きますようお願い致します。
尚、会員の皆さまには、別途ご案内を送付させて頂
きました。詳細はそちらをご覧ください。

開 催 日：令和５年５月27日㈯
開催時間：総　会 14：30〜16：50（受付14：00〜）
　　　　　懇親会 17：00〜19：00
　　　　　※�懇親会にご出席の方は、参加費9,000円

をお支払いください。
　　　　　※�５月23日㈫14時以降にキャンセルされる

場合は全額お支払い頂く事となります。
開催場所：琵琶湖グランドホテル
　　　　　（※受付場所は１階ロビーです。）
　　　　　滋賀県大津市雄琴6-5-1
　　　　　TEL.077-579-2111（代）
　　　　　※�JRでお越しの方はJRおごと温泉駅前発

のシャトルバスをご利用ください。
申込締切：令和５年５月15日㈪返信ハガキ必着です。
　　　　　※出席の有無は必ずご返信ください。
　　　　　※ご欠席の方は委任状をお出しください。
　　　　　※�懇親会がございますのでお車でのご来

場はご遠慮ください。

活動紹介を熱心に聞く
新建築士たち

女性委員会活動を
紹介する土本副委員長

女性委員会周年誌を
紹介する小川委員長

青年委員会活動を
紹介する川村委員長

福谷会長から
免許証明書を交付

西村課長
ご祝辞
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青年委員会　研修事業

建築研鑽ツアー in KANAZAWA
報告

　青年委員会では令和５年３月18日㈯・19日㈰の２
日間にわたり、一般の参加者も含む19名の方にご参
加いただき、建築研鑽ツアー�in�KANAZAWAを開
催いたしました。
　１日目、加賀市の九谷焼販売所、柴山潟の景色を
眺められる加賀片山津温泉総湯を見学し、金沢市の
谷口吉郎・吉生記念金沢建築館に訪れました。施設
の方に案内して頂き迎賓館赤坂離宮和風別館「游心
亭」の和室・茶室の再現展示を見学し、とても美し
く感動しました。その後、市内の有名建築物、街並
みを各々巡りました。
　夕食も兼ね宿泊先近くにて、石川県建築士会青年
委員会の北川委員長をはじめ５名の方を交えて懇親
会を開催し、お互いのエネルギー交換の場となり両
県の親睦をはかることができました。
　２日目は石川県立図書館を見学しました。円形劇
場のような吹き抜けの大閲覧空間は、とても美しく
素敵な空間を体感できる施設でした。金沢駅のシン
ボル鼓門に圧倒され近江町市場にて買い物や金沢グ
ルメを楽しみました。
　２日間にわたり、金沢のまちなみや建築物を見学
し多くのことを学ぶことができた研修となりました。
ご参加頂きました皆様、ありがとうございました。

Web見学会最後に参加記念写真中庭から右手に見える吟松舎

鈴木氏による
中居家住宅の説明

辻番所・旧磯島家住宅前にて
集合写真

谷口吉郎・吉生記念館

石川県立図書館

女性委員会

～まちづくりから学ぶ～
旧彦根藩足軽組屋敷のまちをめぐり文化財を
活かしたまちづくりを学ぶ　事業報告

　令和５年２月25日㈯、20名の参加者のもと、彦根
市芹橋二丁目にある旧彦根藩足軽組屋敷辻番所・旧
磯島家住宅にて、NPO法人彦根景観フォーラム�副理
事長�笠原啓史氏、NPO法人善利組まちづくりネット�
副理事長�大菅勝造氏、彦根辻番所の会�会長�渡邊弘
俊氏に、保存活動の始まりから地域自主防災への取
組み、狭い路地を活かした足軽組屋敷の利活用方法
などについてお話いただきました。まち歩きでは、
中居家住宅の保存修理に携わられた㈱鈴木古建築�棟
梁�鈴木大祐氏（彦根地区）に修理内容を説明してい
ただき、実際に足軽組屋敷を利活用した店舗をめぐ
り、大変盛りだくさんで有意義な内容となりました。

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 京都 報告
　令和５年３月９日㈭18時～、「豪商�稲葉本家」の
Web見学会が開催されました。参加者は30名でした。
江戸時代、京都府京丹後市久美浜町の地で糀製造に
より得た資本を背景に廻船業を営み、沿岸交易によっ
て巨万の富を得たという稲葉家。約709坪の広大な敷
地に建つ母屋は国の登録文化財、贅を尽くした吟

ぎん

松
しょう

舎
しゃ

と呼ばれる奥座敷、そして久美浜湾をイメージし
て作られた庭を、解説を入れながら図と動画でわか
りやすく案内いただきました。空き家となっていた
20年前、十五代当主が歴史的修理を基本に建物の一
部を改造し開館、現在は町内外の人々が交流できる
場として使われています。Web見学で見事なお屋敷
を存分に楽しめました。

Doシリーズ
No.85
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映画鑑賞会事業報告
　令和５年２月25日㈯、近江八幡市男女共同参画セ
ンターにて、2011年３月11日に発生した東日本大震
災を題材とし、障害者にスポットを当てた映画「星
に語りて」の映画鑑賞会を開催致しました。新型コ
ロナウィルス感染症拡大の為、開催を２度見送り今
回やっと開催となりました。
　映画終了後は、実際に障害者支援に行かれた支援
者の方に、当時の状況を話して頂きました。24名の
参加があり、会員外の参加も可とした所、夫婦での
参加者も何組かあり、一般の方々が４割強を占める
参加となりました。参加者からは、「よかった。」と
の感想や「誘ってくれてありがとう。」の声を頂きま
した。近年世界各地で起きている災害や、これから
起こり得るだろうと推測される南海トラフ巨大地震
を考え、緊急時の対応や心構えを改めて考えさせら
れました。また高齢者、乳幼児、障害者などの援助
の手が必要な
人々を含め、誰
もが安心して暮
らせるまちづく
り等、仕事に反
映していきたい
学びが多くあり
ました。

地区だより

湖北地区
彦根総合スポーツ公園陸上競技場
完成現場見学会　報告書

　令和４年12月19日㈪、鹿島建設株式会社･株式会社
笹川組JV様にご協力いただき、彦根総合スポーツ公
園陸上競技場・完成現場見学会を開催させていただ
きました。現場見学に先立って、工事の概要を説明
頂き、競技場の構造や施工方法について勉強しまし
た。これまで体育館は何
度か見学会をしてきまし
たが、競技場となると記
憶がなく「PC工法」「RC
造」「S造」の混在からも、
体育館とはまた違うス
ケールの大きさを感じま
した。その後、一周する
と700mあるという競技
場を一時間以上かけて見
学させて頂きました。参
加者40名、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。

大勢参加いただきました

彦根城を望む

湖東地区
「紙の力」　事業報告

　近江八幡市立桐原小学校にて、令和５年２月９日
㈭10：50～12：20の日程で『紙の力』の事業を行わせ
て頂きました。
　建築士９名、学校教員５名、６年生児童96名の計
110名と大人数で開催出来ました。
　パワーポイントを利用しての建築士クイズ、３
DCADを用いて２階建て住宅３Dパースを３分で書
く実演の後、工作用紙を家の柱・壁に見立てて配置
して貰い、その紙の上に生徒さんに立って貰い、配
置のデザインも楽しみながら、建築士に興味を持っ
て貰う取り組みです。実際に自分達で配置した工作
用紙に恐々乗りながら、非常に楽しんで学んで頂け
たと思います。川嶋代表に選んで頂いた３チームに
表彰状をお送りし、生徒さん全員に『こども建築士
認定証』をお送りしました。
　ご参加頂いた皆様有難うございました。生徒さん
との交流が楽しい事業ですので、また是非ご参加下
さい。

バス旅行
～古都金沢で異彩を放つ石川美術館と

加賀会席の旅～
　令和５年３月９日㈭、４年ぶりにバス旅行を開催
しました。まず、金沢出身の谷口吉生氏設計の鈴木
大拙館を見学しました。鈴木大拙氏の思想を表現し
たといわれる構成で、空間、回廊、庭が明暗、光影
の豊かな連続空間となっていました。水鏡の庭でベ
ンチに腰をおろすと、日常や時間を忘れさせるよう
でした。昼食は秋月にて
加賀料理をいただき、そ
の後石川県立図書館を見
学しました。仙田満+環
境デザイン研究所設計の
図書館で、４層の円柱閲
覧空間は段になってお
り、連続空間は、建物が
どこまでも続くような感
覚になりました。当日は、
天候にも恵まれ、すばら
しい建築を見学し、おい
しい料理を頂き大変楽し
いバス旅行になりました。 参加者集合

鈴木大拙館水鏡の庭からの思索空間

鑑賞中

紙の力集合写真
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甲賀地区
令和４年度 見学会事業　報告

　令和５年２月25日㈯、兵庫県神戸市方面で見学会
事業を開催いたしました。
　会員・賛助会員とその家族、22名の方にご参加頂
きました。
　時節柄、移動については、45席ある大型バスを用
意させて頂き、ゆったりと過ごして頂きました。
　午前中は、神戸南京町を散策頂き、昼食には、広
東料理をお召し上がりいただきました。午後は、水
族館とアートを楽しめる神戸ポートミュージアム・
アトアに訪れました。外装に特徴のあるコンクリー
ト洗い出し壁のエントランスで記念撮影を行いまし
た。室内に進むといろんな生き物と共に装飾や映像
と音楽で演出された空間の美しさに驚かされました。
　天候にも恵ま
れ大変温かい日
で、懇親を深め
ることができた
有意義な１日で
した。

高島地区
令和４年度 研修旅行

　今年度の研修旅行として、令和５年２月26日㈰～27
日㈪に東京へ建築巡りの旅に行ってきました。
　この旅は３年前に一度企画されたものの新型コロ
ナウイルスの流行により延期となっていたのですが、
全国的にコロナ禍も落ち着いてきたことから念願の
決行となりました。
　１日目はまず隈研吾氏設計の国立競技場のスタジ
アムツアーに参加しました。ロッカールーム見学か
らのフィールドへの入場は選手さながらの臨場感を
味わうことができました。
　他にも同じく隈研吾氏設計の明治神宮ミュージア
ムを訪れました。夜は参加者全員で屋形船にて東京
の綺麗な夜景を見ながら美味しい料理とお酒を楽し
みました。
　２日目は自由行
動としましたが、
それぞれが東京の
多種多様な建物を
訪問し刺激を受け
大変有意義な研修
旅行になったと思
います。

集合写真

集合写真

彦根地区
研修・懇親事業　「桜お花見クルーズ」
　令和５年４月５日㈬、（一社）滋賀県建築士事務所
協会彦根支部様と共催で、「桜お花見クルーズ」を開
催しました。参加者は、会員ご家族様を含め25名で
した。彦根港を出港し、海津大崎桟橋までのお花見
クルーズです。船上から竹生島と海津大崎の琵琶湖
岸４kmにも及ぶ満開のソメイヨシノの桜並木を眺め、
海津大崎桟橋で下船し、大崎寺と琵琶湖岸桜並木を
散策してきました。天気は、少し曇っていましたが、
満開の桜の下、それぞれ思い思いに写真を撮り、笑
顔あふれる事業となりました。彦根港に戻ってから
福谷会長からご挨拶頂き、記念撮影後の解散となり
ました。また新規会員様の御参加もいただき、会員
親睦に繋がる事業になりました。

集合写真 海津大崎の桜並木

大津・湖西滋賀地区
建築フォーラム開催報告

　大津と湖西滋賀地区は令和５年３月24日、「建築
フォーラム」を開催しました。これは近年の建築関
連法令の改正をまとめてお伝えするものです。今回
は大津市都市計画部建築指導課、開発調整課、都市
魅力づくり推進課から講師をお迎えして、「建築基準
法」「建築物省エネ法」の改正のほか、いわゆる「盛
土規制法」「大津市歴史的風致維持向上計画」につい
て講習をいただきました。
　建築基準法は木材利用促進や空き家等の既存ス
トック活用に向けて大胆な改正がなされております
が、それらを熟知して使いこなすことは容易であり
ません。一方、今後予定されている「建築確認・検
査や審査省略制度の対象範囲の見直し」は建築士の
信頼そのものが問い直しされています。このフォー
ラムが皆さまの実務に役に立てれば幸いです。
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地区別会員数　令和５年４月１日現在
支 部 １月 ３月 差引
大 津 189 187 ▲�2
湖 南 138 139 1
甲 賀 69 67 ▲�2
湖 東 98 99 1
彦 根 75 72 ▲�3
湖 北 127 128 1
高 島 59 60 1
湖西滋賀 22 25 3
計 777 777 0

新入会員のご紹介　3月22日　理事会承認
地　区 氏　名 地　区 氏　名

大　津 平田　　一郎 湖　東 勝井　　洋介
大　津 長谷川　麻佳 湖　北 西邑　　義武
大　津 袋本　　正明 湖　北 中村　　清司
大　津 馬場　　　工 湖西滋賀 市川　由美子
湖　南 西川　　夕貴 湖西滋賀 大崎　　雄大
湖　南 丹保　　直輝 湖西滋賀 澤野　　友香
湖　東 田中　　美帆

湖東　雅楽
　大国社中東円堂雅楽会は明治33年に地元の氏神・豊満神社の楽人として創設さ
れ、120年以上も愛知郡愛荘町にて雅楽の伝統文化を受け継いできました。
　近年は祭典などの他に、通常の古典演奏に童謡・唱歌を加えたスタイルで各地
の鑑賞会や演奏会等に出演され、また地元の小・中学校などを巡回し雅楽教室や
講習会の開催などを通して次世代への伝統文化の伝承にも力を注いでおられます。

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。

※�新型コロナウイ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月 友引

２火 先負

３水仏滅 憲法記念日

４木大安 みどりの日

５金 赤口 こどもの日

６土先勝

７日 友引

８月 先負

９火仏滅

10水 大安

11木 赤口 四役会・理事会

12金 先勝 甲賀地区会員大会湖西滋賀地区会員大会

13土 友引 大津地区会員大会湖北地区会員大会

14日 先負

15月 仏滅

16火 大安

17水 赤口

18木 先勝

19金 友引

20土 仏滅 彦根地区会員大会

21日 大安

22月 赤口

23火 先勝

24水 友引

25木 先負

26金 仏滅

27土 大安 令和５年度「通常総会」

28日 赤口

29月 先勝

30火 友引

31水 先負

５月の暦
１木仏滅

２金大安

３土 赤口 女性委員会

４日先勝

５月 友引

６火 先負

７水仏滅 四役会・理事会

８木大安

９金 赤口

10土 先勝

11日 友引

12月 先負

13火 仏滅

14水 大安

15木 赤口

16金 先勝

17土 友引

18日 大安

19月 赤口

20火 先勝

21水 友引

22木 先負

23金 仏滅

24土 大安

25日 赤口

26月 先勝

27火 友引

28水 先負

29木 仏滅

30金 大安

６月の暦
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