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近江の国宝建造物

都久夫須麻神社本殿
桁行三間　梁間三間　一重
入母屋造　前後軒唐破風附
周囲庇及び正面向拝一間附
総桧皮葺　桃山時代

中世以来弁才天を本地仏としてまつり、
そのため竹生島弁才天として有名であっ
た。本殿は創建以来数度の火災にあい、
さらに慶長7年（1602）に豊臣秀頼が、
片桐且元を奉行として旧本殿を改造し、
他よりの移建建物と組合せて造った。
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建築士と
共に 皆さんのまちづくり、地域活動を支援します。

　21世紀の地域社会は、地域に住む人たち自らの活動によって、地域の質と活力を高めていく時

代になっていくと考えられます。

　身近な地域社会の問題を住民自らが見つけ、多様で豊かな創造力を駆使して、その問題に取り組んでいく。

　こうした活動の中から、住民自身の意志を反映した「まちづくりのビジョン」が生まれ、活力あ

る地域社会が育まれていきます。

　「滋賀地域貢献活動センター」では、建築士と共に次の 8つの視点でまちづくり、地域活動をして

いる、またはしようとしているグループに、活動費の助成や技術・情報などの支援をしています。

①地域のまちづくり
②歴史的遺産の保存及び
　再生と活用
③景観の保全
④居住環境の保全・整備
⑤自然環境の保全・整備
⑥福祉環境の整備
⑦地域防災づくり
⑧その他、地域の活性化、　
　社会サービス等

●助成対象●

◆単年度事業
　1件の限度額：50万円
　　

◆継続事業
　1件の限度額：50万円
　（但し、最長3年間）

●助 成 金●

　滋賀県建築士会の会員で
2名以上（継続して 5年以上
の会員）が参画している活動
グループで営利を目的とし
ない地域貢献活動が助成の
対象です。
　他の助成金を受けている
場合は、助成を受けられな
いことがあります。

●助成の条件●

　助成金交付の条件として、
公開の場で活動発表をして
いただき、建築士や一般の
人たちとの情報・技術の交
流の場としています。

●活動発表●

選考基準 選考にあたっては、次の要件を基準としています。

①活動目的の重要性・緊急性

②活動内容の公益性

③活動内容の先進・先駆性

④活動組織の実行性

⑤活動組織の公開性

⑥活動実績（継続事業の場合）

⑦地域貢献の度合い

応募手続き 応募の申請は、次により申し込んでください。

①申請書の提出
　助成を申請する団体は、「地域貢献活
動基金助成申請書」等にその他必要書類
を添付して（社）滋賀県建築士会事務局に
提出してください。

②提出期間
助成申請の応募は、
毎年10月31日まで受け付けております。

提出および問い合わせ先

（社）滋賀県建築士会事務局 〒520-0801 大津市におの浜1-1-18  建設会館3F
 TEL. 077-522-1615／ FAX. 077-523-1602

 E-mail : shiga-sa@mx.biwa.ne.jp ／ URL : http://www.biwa.ne.jp/ ～ shiga-sa/

地域貢献活動助成金応募のご案内
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CPDデータ登録申請書に、CPD 手帳と実務実績シートを添えて提出してください。  
提出方法には以下の二つがあります。 

  1  事務局へ持参する。 
  2  郵送や宅配便で提出する（送料・返送料は各自負担となります）。

送付する場合には、トラブルを避けるため、「簡易書留」か「宅配便」として下さい。また、送付中の紛失・破損な
どの事故については、その責任を負いかねるため、手帳及び実務実績シートはコピーを手元に残しておいて下さい。

　申請用紙は滋賀県建築士会のホームページよりダウンロードできます。 URL http://www.kentikushikai.jp/ 

■CPD手帳と実務実績シートの提出　　　（10月～11月提出）

　　　　　　 持参
　　　郵便（簡易書留）
　　　　　宅配便
　

能力開発プログラム評議会 　　　　　　　　　審査・認定
 　　　　　　　（1月 ~2 月発送）

　

詳しくは滋賀県建築士会のホームページに掲載されております。 URL http://www.kentikushikai.jp /

滋賀県建築士会　事務局　に提出

実績証明書・CPD手帳  郵送（簡易書留）

11月より専攻建築士の受付が開始されます。

■CPD手帳
　  CPDデータ登録申請書
　  （申請書裏面にテータ登録費2,000円×登録年数の払込金受領証のコピー貼付）
　  実務実績シート様式1:（実績を写真で示せる場合）
　  実務実績シート様式2:（実績を写真で示せない場合）
　  （実績証明書・CPD手帳返信用封筒 A4 返信先記載 490 円切手貼付）

第 9回「こだわり住宅」に 25点の応募を頂きました。一次審査、二次審査（現地審査）で 9点を残し、
選考委員会に上程を終えました。多数のご応募有り難うございました。

　　●表　彰　式　　　9月 11日（火曜日）　滋賀県庁 4A会議室　　11：00～

　　●テレビ放送　　10月　5日（木曜日）　ビビットビーム内　　　滋賀県知事賞作品

　　　　　　　　　　　　　　12日　　〃　　　　　　〃　　　　　　　（社）滋賀県建築士会長賞

　　　　　　　　　　　　　　19日　　〃　　　　　　〃　　　　　　　BBC びわこ放送賞

　　　　　　　　　　　　　　26日　　〃　　　　　　〃　　　　　　（社）滋賀県建築士会奨励賞

　　　　　　　　　　　11月　1日　　〃　　　　　　〃　　　　　　 総集編（応募作品の写真）

　　　※放送時間は若干の相違はありますが、おおむね 18：00過ぎであると思われます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まちづくち委員会第一部会

「こだわり住宅」に御応募ありがとうございました！

（BBCびわこ放送）

CPD手帳と実務実績シートの提出のご案内
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～大健闘～
第 17 回「2007 びわこペーロン大会」

　8月 19日（日）大津市由美浜（なぎさ公園サンシャ

インビーチ）で行われた。

　第 17 回『びわこペーロン大会』に今年は滋賀の青

年部会と近畿の青年部会、２チームで参加しました。

　レースの結果、滋賀の青年部会は大健闘し準決勝

戦まで進むことができました。琵琶湖を通じ近畿の

青年部会の方々や応援に駆けつけていただいた方々

との親睦も深まり、琵琶湖上で滋賀の青年部会はさ

らなる一致団結を図ることができました。来年はも

う一つ上の表彰台を目指し、“琵琶湖に滋賀県建築士

会あり”と、一般の方々へのＰＲに繋がるレースがで

きるよう頑張ります。

●日　　時　平成19年11月 9日 ( 金 )18:15～ 20:15　　　●定　　員　40名予定
●場　　所　野洲市　野洲中央公民館　　　　　　　　　　　　　●参加費用　無料

●講　　師　ＹＫＫＡＰ (株 ) より派遣の講師による

　今年度は光と風を上手に利用した住宅デザインに関してのセミナーです。
意匠設計の方のみならず、一般の方々も興味を持っていただけるようなの「風水」というテーマも
盛り込んだセミナーを計画しております。
　詳細、募集等は来月の月刊家にて連絡致します。　　　　　（社）滋賀県建築士会青年部会事業

　  2007年度あーき塾『窓採りデザイン』セミナー開催のご案内
ま　ど予 告
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■ メインテーマ「地域と共生する住環境づくり」
　今年も、全国から 275 名の女性建築士が青森にあつまり、
滋賀からは 4名が参加、情報交換し、交流を深めてきました。
1日目は基調講演とパネルディスカッション北のまちとくら
しをテーマに問題提起がなされ、 2 日目は 8つの分科会分か
れて、討論してきました。午後からは、青森県立美術館、 三
内丸山遺跡等県内の建物見学にも参加しました。 
　詳しくは女性部会のHPで活動報告していますので、どうぞ、
こちらも見 てくださいね !

平成 19 年度全国女性建築士連絡協議会 IN青森

■8月11日 (土 ) 女性建築士のつどい2007 に
　参加しました。
●大阪士会女性委員会設立20周年記念事業です。
第 1部　妹島和世氏の講演会 
夏休みでもあって、300 名近い学生や若い建築技術者で綿業会館
7階ホールが熱気に包まれました。
日本のみならず世界中でコンペを勝ち取って進行してい
る近作の紹介です内と外をつながりに新しい空間体験を
提示しようとする試みに圧倒されました。

第 2部　綿業会館の見学会。  渡辺節事務所 村野藤吾設計です。
タイルタペスリーで有名なジャコビアンスタイルの談話
室など見学しま した。

第 3部 大阪女性委員会 20年のあゆみ・活動の報告会です。
研究会活動だけでなく、外にたいしても市民セミナーを継
続的に開催されるなど今後の取組みの参考にしたいと思い
ます。

女性建築士のつどい 2007

◆予告11月14日（水）DOシリーズ48 
女性部会主催 研修見学ツアー

六甲 AZ-FIVE、相楽園、箱木千年家を訪ねます。 お楽しみに。
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支部だより

　湖東支部の事業にはいくつかある。会員の技術の向上を図り会員
自身の資質に磨きをかけるもので技術研修と称する。そして、会員や
その家族も楽しめる、親睦や交流に重きを置いた家族研修と称する
ものである。そんな研修のときがやってきた。
　日頃、家族を省みず仕事に邁進する父や母の姿を見せると同時に、
会員の家族間の交流と親睦を図ろうというもので支部の大きな事業
としてこれまでは、ほぼ夏休みにおこなうことが慣例となってきた。
過去には、近江八幡休暇村でのバーベキュー大会、三重県御殿場浜
での潮干狩りなど安くて近場でみんなが楽しめる安近短を合言葉に
おこなってきた。
　耐震偽装で一躍マスコミの寵児となった姉葉秀次元建築士とは一
味も二味も違う誠実で倫理観に満ち溢れた建築士と言う職業の周知
を、違った形で子どもたちに見せる絶好の機会でもある。もちろん一
人での参加も歓迎である。
　今年は 9月の休日を利用して事業の計画をしている。案内ハガキ
が待ち遠しい。 （文責Ｔ）

　当日は、たいへん暑く快晴でした。初参加ということで少し緊張
気味でしたがなかなか初参加としてはいい結果だったと思います。 
　Ａチーム・Ｂチ－ムと２チ－ムの参加をしまして、Ｂチームは準
決勝までいき良かったです。
　お昼は、バーベキューをし
楽しく一日を過ごすことが、
できました。
　毎日、琵琶湖は見ているの
ですが、なかなか琵琶湖にふ
れあう機会がないのでいい体
験になりました。
　又、来年も参加したいと思っています。今度は、決勝までいける
様練習にも力をいれて頑張りたいと思います。

レ－ス結果
Ａチーム １レース目　　３着 １分５７秒７７　　　予選
 ２レース目　　３着 １分３０秒９５　　　敗者復活
Ｂチーム １レース目　　２着 １分４０秒６６　　　予選
 ２レース目　　１着 １分２３秒６７　　　敗者復活
 ３レース目　　３着 １分１７秒６５　　　準決勝

　来る９月２日（日）は、滋賀県総合防災訓練が甲賀市、湖南市にお
いて実施されます。甲賀支部では甲賀建築設計事務所協会と協力し
て防災訓練に参加することに決定しました。
　参加する訓練会場は下記の場所となります。
会　　場　　①甲南町情報交流センター　　担当責任者：竹田
　　　　　　②信楽町朝宮小学校　　　　　担当責任者：山尾
時　　間　　午前 7：45～午前 11：30
協力内容　　１、住宅耐震補強についての相談窓口
　　　　　　２、住宅耐震診断についての相談
　　　　　　　　県が実施する耐震診断の紹介など
会員の皆様の一人でも多くのご参加をお願いします。資料等は準備
しておりますので、当日は会場内ブースに責任者がおりますので直
接お越しください。

大津支部
平成19年7月29日（日）
市民レガッタに参加しました。

湖東支部
恒例の家族研修旅行

甲賀支部
平成１９年度 滋賀県総合防災訓練 参加協力

開催日時：平成19年7月28日（土曜日）
　湖南支部恒例の親睦特別事業親子
フォーラムを開催しました。参加者総数
112名、バスでＵＳＪの1日を楽しんでき
ました。真夏日の中、蒸し暑い 1日でし
たが、ご堪能いただけたと思います。ご参
加いただいた皆様、お疲れ様でした。

湖南支部
湖南支部親睦・特別事業 親子フォーラム”

ＵＳＪへ行ってきました！！
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　今、彦根では国宝・彦根城築城 400 年祭が開催されております。
キャラクター「ひこにゃん」はみなさんご存知でしょうが、「しまさ
こにゃん」が注目され、人気上昇中です。
　しまさこにゃんは、
ひこね「街の駅」寺子屋 
力石 ( 花しょうぶ通り商
店街 滋賀県彦根市河原
町 ) のマスコットキャラ
クター。
　関ケ原の戦い (1600
年 )で西軍を率いた武将
石田三成の家臣、島左近
がモデル。石田隊の黒かぶとをかぶり、眼光鋭い雰囲気が心をつかむ。
　しまさこにゃんは400年生きたネコで、長い間城下町の仏壇街七
曲がりの古い空き屋の蔵に甲冑とともに密かに住んでいて、お供え酒
を盗んでは飲むワルだけど、かわいそうな子どもの味方になる、いま
は落ちぶれたねこってとこです。 いつも義理と人情に命をかけるねこ。
プロフィール
●性　格…粗野で無骨、普段は飄々としててそれでいて切れ者。でも、
　　　　　心根は優しい。 
●出身地…不明 ( 佐和山城で暮らしたところまではわかっている )。 
●略　称…「さこにゃん」京都太秦映画村上洛の折、公に使用される。 
●好　物…日本酒 ( 辛口 )、芋焼酎、どぶろく、鮒寿司 。 
●趣　味…腕っ節は誰にも負けないが、実は司馬遼太郎の「関ヶ原」
　　　　　を何度も読んで泣いている。 
●特意技…奇襲戦法、待ち伏せ作戦。大胆さと忍耐力を兼ね備えて
　　　　　いる。 
●夢………酔っ払ってみる夢は、もう一度佐和山城での主君石田三
　　　　　成との花見酒…。 

開催日時：平成１９年 7月 27日（金）～ 29日（日）
開催場所：東京ディズニーリゾート
　今年も建築士会湖北支部、同賛助会と長浜建築施行管理技士会と
の三会合同事業としてバス旅行を企画実行しました。支部では初体
験の２車中泊３日の強行ツアー（？）との不安もあったのですが、無
事終えることが出来ました。
　通常の大型バス 2台に夫婦、親子、カップルなど計６１名が分乗し
て出発。ツアーはランドとシーの選択可能とし、２８日当日は天候に
も恵まれ、バスの疲れも何処へやら。集合写真撮影後、朝７時にチケッ
トを受け取ると全員が開園前からゲートに並び気合十分、夜１０時の

湖北支部
平成19年度親睦バス旅行

　今年は雪が少なく、夏の水不足が心配されましたが、梅雨明け前
の豪雨によって何とか琵琶湖の水位も安定しているようです。
　湖西はもともと水の豊富な地域ですが、高島市新旭町針江という
集落には、古くから自然に水が湧き出し、生活用水として使われて
きた歴史があります。多くの家庭には、カバタ（河端）といわれる水
場があり、自噴する地下水と、そこから流れ出す水路を地域ぐるみで、
大切に守ってきました。
　近年、NHKテレビなどで紹介されたこともあって、この地を訪れ
る人が後を絶たず、集落ではボランティアガイドのグループを結成
して、対応にあたっています。
　自然の恵みである水を、先人の知恵で上手に使いこなしているさ
まは、なかなか一言では説明できませんが、興味のある人は是非一
度体験してみてください。

湖西滋賀支部

閉園まで目一杯楽しく過ごすことが出来、多いに懇親を深める事が
出来、心地良い疲れも含めて良い思い出になりました。
　今後も三会が上手く連携協力して各種事業を行ってまいります。ご
協力お願いいたします。

　世の中、科学文明が急速に発達して便利この上ない。かって電子計
算機と言えば、それを利用する人は研究者等一部の限られた人達だっ
た。我々一般人には全く必要が無かったし、亦それでなんの痛痒も
支障もなく生活できた。ところが今や様変わりである。老若男女を問
わず、あまつさえ一人で何台ものパソコンを操っている方を目にす
るのも日常茶飯である。本屋さんに行けば PC××と称する雑誌や解
説本が夥しく本棚を席捲している。瞬時に友人とのメールのやり取
り。同級会に出て帰ってみると、既にその日撮った集合写真が届い
ている。一方ペーパーレスの時代とも喧伝されてきた。けれども実態
は闇雲のペーパー使用、燃えるごみの洪水と化すばかりである。一
種の公害と言えなくもない。これからは「パンドラの箱」をあけた後
始末に追われる時代に変貌して行くのであろうか。来月（10 月）支
部では明治村見学研修の予定です。（T.N.）

彦根支部
「しまさこにゃん」人気です。

湖西高島支部
暮らしの中の水を考える



参道途中の渡り廊下（重文） 都久夫須麻神社本殿平面図

　伝説とロマンに満ちた「竹生島」
は景行天皇の十年に湖中より湧き
出た島という。また「帝王編年記」
には、「孝霊天皇五年乙亥、近江水
海湛始」とあり、このとき一夜に
して富士山もできたという。都久
夫須麻神社は、豊臣秀頼によって
伏見城から移築されたものでその
豪華な装飾の華麗さは、誰もが見
とれて日暮れになってしまうとい
われる。
この神社は延喜式にのっている由
緒ある社で祭神は諸説あってはっ
きりしていない。一般に陸地に近
い島には他界信仰があるが竹生島
も古来祖霊を “いきまつくる” と
ころと考えられ、“都久” というの
は祖霊をいつく島と信じられたか
らである。

都久夫須麻神社本殿
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近建青（滋賀）会議

事務局会議

お知らせ

　これまで続いてきました近江の国宝建築物シリーズは、今回で終了することになりました。

振り返ると、近江の地に刻まれた歴史の奥深さを改めて感じます。

　次回からは、機関誌「家」の写真コンテストでテーマに取り上げられた「ウィリアム・メ

レル・ヴォーリズの建築」を取り上げ、コンテスト入賞作品を表紙に、ヴォーリズ建築の良

さやヴォーリズと近江との関わりなどを、様々な角度からお伝えしたいと考えています。ど

うぞお楽しみに。

9月
  の暦

全国大会（帯広）

こだわり住宅 表彰式

13：30 三役会　15：00 三役＋委員長

連合会制度委員会

二級製図試験


