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滋賀のヴォーリズ建築
〔第12回〕

旧寺庄銀行
(元滋賀銀行甲南支店)
大正4 年 甲賀市甲南町寺庄
鉄筋工ンクリート造 2 階建
杣（そま）街道沿いに建つこの建物
は、当時賑った商店街の中心に建
設された、通りに面するファサード
はイオニア式柱と半円形ガラス窓で
端正にまとめられている。
この建物は地域の人々、とりわけ地
元商店主たちの誇りであり、かつて
の繁栄の証人でもある。
　　　　　　　　（写真:竹田久志）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務企画委員会  

  “ 阿波の地で連（REN）に学ぶ市民と建築士が協働する もの・まち・くらしづくり ” をテーマに今年の
全国大会が徳島県で開催されます。1日目は全国大会の参加、2日目には高松・徳島市内での研修を予
定しております。皆さまからの多数のご参加をお待ちしております。

●開 催 日：平成 20年 10月 25日（土）～ 26日（日）
●開 催 場 所：「アスティとくしま」 徳島市山城町東浜傍示 1
●参 加 費：会員 40,000 円　会員の家族 50,000 円
●コース予定：

　※参加者の方には後日詳細を郵送にてご案内いたします。
●申し込み締め切り：9月 19日（金）まで
●お問合せ先：（社）滋賀県建築士会事務局  TEL：077-522-1615

第51回 建築士会全国大会「とくしま大会」参加者募集

青年部会事業 元山古志村村長 長島 忠美様講演会ご案内

ＪＲ彦根駅前 八日市ＩＣロータリーバス停 草津駅西口ボストンホテル 大津駅 裁判所前 大津京駅 
8：20 8：50 9：30 10：00 10：20

徳島　全国大会 高松市内　泊 
14：30～16：40 

 

高速道路 

●１日目≪２５日（土）≫ 

高松市内 玉藻公園(高松城跡) 牟礼 うどん本陣 徳島 美馬郡脇町 うだつの町並み 
9：30 10：00～10：45 11：00～12：00 13：30～14：30

大津京駅 各地 
17：40

高速道路 

●2日目≪２６日（日）≫ 

第５１回 全国大会「とくしま大会」参加者申し込み用紙 

お申し込みはFAXにて・・・（社）滋賀県建築士会 事務局〈FAX.077-523-1602〉 

お　名　前 ご住所 連絡先 年齢 乗車場所 

  お問い合わせは… （TEL.077-522-1615） 

支　部　名 

支部 

支部 

支部 

　本年に入ってから、中国 四川省において大変大きな地震が発生し多数の犠牲者と甚大なる被害がでま
した。日本においても、岩手宮城内陸地震が発生し、多数の犠牲・被害が出ております。災害に対し備
える事は、常々言われていますが、新潟県中越地震にて実際の対応を行われた元山古志村村長 （現 衆議
院議員）長島先生のお話をお聞きし、これからの備え方や、我々建築士と行政・市民との協力・連携体
制を今後どのようにすべきかを考える機会を持ちたいと思います。入場料無料ですので皆様の参加をお
待ちしております。 

●テーマ：『災害に備える・対応する』
●日　時：2008 年 10 月 5日（日）12：30開場　　●場　所：ピアザ淡海「305 会議室」　　
●参加募集人数： 90 名　※会場の都合上定員になり次第締め切ります。
●プログラム：＊開会式 13：00 ～ 13：10　＊講演会 13：10～ 14：30　＊質疑応答 14：30 ～ 15：00

「元山古志村村長  長島忠美様 講演会」申し込み用紙 

お申し込みはFAXにて・・・滋賀県建築士会〈FAX.077-523-1602〉 

お 名 前   連絡先（携帯等） 支 部 名  

支部 

支部 

支部 
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講習会のご案内 

「改正建築士法・政省令の解説」講習会開催予定の
おしらせ

建築士等を対象とした超長期住宅関連及び
改正建築士法の概要  講習会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　継続能力開発委員会
　超長期住宅実現と普及のためには、住宅の設計・工事監理に携わる建築士等が、超長期住宅に関連す
る知識等を身につけておくことが、必要不可欠であることから、社会・国民ニーズへ応えられるよう、
より多くの建築士等に情報提供を行います。

●開催日時：平成 20年 9月 30日（火）　　　
●開催場所：ピアザ淡海 「ピアザホール」
●主　　催：滋賀県建築士会、日本建築士会連合会
●受講対象：建築士一般　　　　　　　●受 講 料： 無料
●定　　員： 400 名
●講　　師：滋賀県建築課担当官　　　● CPD単位：4単位
●スケジュール：

　
●申込締切：平成 20年 9月 22日（月）　　　
●申 込 先：滋賀県建築士会　FAX：077-523-1602

「建築士等を対象とした超長期住宅関連及び改正建築士法の概要 講習会」申し込み用紙 

お申し込みはFAXにて・・・滋賀県建築士会〈FAX.077-523-1602〉 

お 名 前   連絡先（携帯等） 支 部 名  

支部 

支部 

支部 

時間配分 内　　　　　　　容 

１３：００～ 受付・挨拶 

１４：００～ ①超長期住宅に関する最近の動向・法制度の概要等・今後の展開等に関すること 

１５：００～ ②改正建築士法の概要 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　継続能力開発委員会
　本年 11月 28日に施行される改正建築士法および関係省令の内容について建築士の皆様に周知を図る

ため、国土交通省担当官執筆のテキストによる講習会を開催の予定です。

　法改正へのスムースな対応に備えてぜひ講習を受講いただきますようご案内申し上げます。詳細日程

は月刊「家」10月号にてお知らせいたします。

●予 定 時 期：平成 20年 10月末～ 11月を予定いたしております。
●開 催 場 所：大津会場sピアザ淡海  ・定員 300 名　　　
　　　　　　   彦根会場sひこね燦ぱれす  ・定員 200 名

 講習会当日には「専攻建築士」・「CPD」に関する説明会も予定いたしております。
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（社）滋賀県建築士会青年部会　第３回 ゴルフコンペ開催のお知らせ！

　平素は、（社）滋賀県建築士会 青年部会の活動につきまして、深い御
理解と多大なるご支援を賜り心より厚くお礼申し上げます。 
　さて、下記のとおり、今回で第 3回目となりますゴルフコンペを開催
させて頂きたいと思います。
　このゴルフコンペは、ゴルフを通じて（社）滋賀県建築士会 会員様相
互、また青年部会と会員様の親睦と情報の共有をはかっていただける場
として企画しております。
　参加者の皆さんには大いに楽しんでいただける様、景品等も用意しておりますので気軽に多数の参加
をお待ちしております。

●日　　時：20年 10 月 18 日（土） 雨天決行　＊集合 AM 7：20  ＊ AM 7：40  OUT・IN スタート
●場　　所：近江カントリー倶楽部　〒520-3242 湖南市菩提寺 1410　TEL：0748-74-0121
●主　　催：（社）滋賀県建築士会 青年部会
●費　　用：会費 5,000 円 （当日徴収致します。）  プレー費 18,500 円（各自精算でお願い致します。）
　　　　　※昼食付き
●競技方法：１８ホールストロークプレー　ダブルペリア方式
　　　　　　※ 金属スパイクシューズでのプレーが禁止されておりますのでご注意下さい。
　　　　　　※ 参加者には後日、詳しいご案内を送らせていただきます。
●募集人員：恐れ入りますが準備の都合上、7組、先着 28名になり次第、締め切りとさせていただきます。
●参加申込：10月10日（金）までに、下記の共通申込用紙にご記入の上当会事務局まで FAXして下さい。

青年部会の参加案内事業についての共通申し込み用紙 
□ 家族親睦事業 妻籠宿（散策） & りんご狩　　□ 建築士会親睦 第３回 ゴルフコンペ 

お申し込みはFAXにて・・・（社）滋賀県建築士会 事務局〈FAX.077-523-1602〉 

※お申し込みになる事業の方にチェックをつけて下さい。 ※青枠は家族親睦事業妻籠宿（散策）&りんご狩参加の方のみご記入下さい。 
 

〈家族親睦事業〉 

お 名 前 当日連絡先・TEL年齢 乗車場所 支 部 名 

支部 

支部 

支部 

大津 ・ 彦根 

大津 ・ 彦根 

大津 ・ 彦根 

  お問い合わせは… （TEL.077-522-1615） 

青年部会家族親睦事業　『妻籠宿（散策）&りんご狩』
皆様～お待たせしました !! 秋の家族親睦です !!!
　本年度の家族親睦事業は、長野県木曽郡の妻籠宿での古い町並み散策と博物館の見学、また飯田市で
はなんと（秋の味覚）りんご狩を楽しみます。併せて会員相互の交流親睦及び家族親睦を深めることを目
的とし企画しました。多数の参加を期待しています。
　尚、募集定員は 40名先着順ですので一刻も早くお申し込み下さい。日時等詳細については下記の通りです。

●日　　時：平成 20年 11月 1日（土）7：30～ 19：５0 （予定）　　●場　所：長野県
●募集定員：40名（会員及び会員家族）定員になり次第締め切ります。
●参加費用：大人 3,000 円　 子ども 1,000 円（5歳以上対象）
●スケジュール：

　　　

●参加申込み締め切り：10月 17日（金）　※定員になり次第締め切りとさせていただきます。
●申し込み方法：下記の共通申込用紙にご記入の上当会事務局まで FAXして下さい。

大津駅逢坂ビル 大津ＩＣ 彦根ＩＣ 彦根バスターミナルＪＲ側 養老ＳＡ 恵那峡ＳＡ 中津川ＩＣ 昼食　南木曽 
12：00～13：007：30

大津駅逢坂ビル 
19：50

10：45～11：008：50

18：40予定 17：45～18：00
妻籠宿（散策）博物館（見学） 

13：10～14：10
飯田・りんご狩 
15：25～16：00

飯田IC 養老ＳＡ 大津IC彦根バスターミナルＪＲ側 

乗車場所  大津駅逢坂ビル（7：30）　彦根駅バスターミナルＪＲ側（8：50） 
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第１回　”そこが知りたい”おおつ塾 第１回　”そこが知りたい”おおつ塾 

第１回（一部）　一室複数灯へのすすめ　－照明の基礎から演出手法について 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダウンライト・ブラケットの使い方（種類と特徴）    

　　　（二部）　エコのあかり　　　　　－あかりで取組む省エネの考え方と手法  

●日　　時：平成２０年１０月４日（土）     CPD　３単位 
●定　　員：先着順５０名（定員になり次第締め切ります。）　●参 加 費：無料  
●会　　場：大津市ふれあいプラザ５階大会議室　TEL：０７７-５２７-８３５１  
　　　　　　大津市浜大津四丁目１番１号（京阪『浜大津駅』から徒歩３分）  
●講　　師：松下電工（株）より講師の方をお招きします。   
●受付開始：１３：００　　＊セミナー （一部）１３：３０～１４：５０  （二部）１５：１０～１６：３０    

セミナー開催のご案内 （社）滋賀県建築士会大津支部青年委員会主催 

ホームライティング　連続セミナー 

『住まいのあかり  設計のポイント教えます』 

大津支部以外の方も 
多数の御参加を 
お待ちしています。 

住宅も省エネ法の 
　　対象になるの？ 
答えはセミナーにて！ 

　第２回　一室複数灯での手法　－攻略編①　「照明デザインの現場から 魅せるあかりと主張しないデザイン」 
　　　　  ●日時：平成２０年１１月１３日（木）　１９：００～２１：００　　●場所：未定 

　第３回　一室複数灯での手法　－攻略編②　「住まいにおける建築化照明」 
　　　　  ●日時：平成２０年１２月１１日（木）　１９：００～２１：００　　●場所：未定 

　第４回　一室複数灯での手法　－攻略編③　「部分照明×部分照明手法」 
　　　　  ●日時：平成２１年１月１５日（木）　１９：００～２１：００　　●場所：未定 
　※２回目以降の案内・申込は、月刊『家』等にて行います。 

●第１回ホームライティングセミナー 参加締め切り：９月２５日（木）　         
●申込み先：大津支部事務局  石倉工務店内　ＦＡＸ：０７７-５２７-３７６４ までよろしくお願い致します。        

そんなとこ照らしてる 
場合じゃないですよ～ 

今年は、大津支部にて曳山の綱を引きます。 
平成20年10月12日（日）  ぜひ見学にお越し下さい。  

（社）滋賀県建築士会 大津支部青年部会主催 「第１回ホームライティングセミナー」申し込み用紙 

お申し込みはFAXにて・・・大津支部事務局  石倉工務店内〈FAX.077-527-3764〉 

お 名 前  会 社 名   連絡先（携帯等） ご 住 所  支 部 名  会員・会員外 

支部 

支部 

支部 

永い歴史と 
　伝統を誇る 

■一室複数灯のあかり 
●最近の市場の変化に対応した照明手法とな
　る複数灯の配灯や基本的なテクニックにつ
　いて、またよく使用するダウンライトの種類と特
　徴を利用した使い方などをご説明。 

■エコのあかり 
●地球温暖化対策は避けて通れない項目と
　なって参りました。あかりで取り組めるエコに
　ついて、４つの省エネポイントを中心にご紹介。 
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青年部会事業報告　第１８回 ２００８びわこペーロン大会

　青年部会は 7月 24日（木）、東近江市政所小学校でベニヤドー
ム教室を開催しました。今年で廃校となる小学校で行なわれた最
後の夏のキャンプ。慣れ親しんだ学校での思い出にと、児童や先
生、保護者の皆さんと一緒にドームづくりに励みました。子ども
達は自らつくったベニヤドームの中で夜をすごしました。

青年部会事業報告　今月のベニヤドーム

　青年部会は平成 20年 8月 6日（水）、日野町のしゃくなげ学
校にてベニヤドーム教室を行ないました。しゃくなげ学校とは、
平成 13年に廃校となった小学校を借り受けたNPO法人蒲生野
考現倶楽部によって開講された生活体験の場。この日は大学生の
方も参加し、ベニヤドームを体験していただきました。小学生

が 8人と補助の大学生が 12人、ぺらぺらのベニ
ヤ板ががっちりしたベニヤドームへ大変身。小
学生より大学生のほうが楽しそうでした。セロ
ハンなどで飾り付け、電灯をつけ、夜にはここ
で寝たそうです。

政所小学校

しゃくなげ学校　

　琵琶湖の夏の風物詩「第 18回びわこペーロン大会」が 8月 23 日（土）大津市のなぎさ公園サンシャイン
ビーチにて開催されました。県内外から 61チームがエントリーされ我々（社）滋賀県建築士会青年部会は
一般の部（20人漕ぎ）に参加しました。太鼓の音に合わせて勇壮に船を走らせました。時折雨が降るあい
にくの天気となりましたが、メンバーは 400 メートルの直線コースを、水しぶきを挙げながら懸命にオー
ルを漕いでいました。メンバー全員が一丸となり団結すると言う目的は達成できたと思います。
　今年は、近建青に加え（社）奈良県建築士会の皆様も参加され非常に貢献されていました。昼食はバー
ベキューやカレーうどんを食べ懇親の場がもてたと思います。今後個々の情報交換のきっかけとなれ
ば幸いかと思います。参加された皆様「お疲れ～様」来年も頑張ろう ! 又、当日は会長始め各支部より
お心遣いをいただきまして有難う御座いました。
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　大津支部青年委員会は、平成 20年 8月 3日（日）に湖南支部青年

委員会とともに、びわこ市民レガッタに参加しました。

　当日は、たいへん暑く快晴でした。2回目の参加なので緊張は余

りなかったです。

　風が強く思うような結果が残せませんでしたが会員の交流親睦が

はかれ大変有意義な一日になりました。

　大会参加の方に多少なりとも PRができたと思います。

「谷川正巳先生の喜寿を祝う会」に参加して

　6月 13 日、やや高めの気温ではあるものの、心

地の良い風が流れる季候の中、東京・池袋にある

フランク・ロイド・ライト設計による自由学園・

明日館にてそのライトの日本での研究の第一人者

である谷川正巳先生の「喜寿を祝う会」が開催され

ました。

　会は通称 “ 谷川研究室 ” の卒業生を中心に約 90

名の参加者のもと、日本建築学会の斎藤公男会長、

東京大学名誉教授の高橋鷹志先生を始めとする錚

錚たる方々のお祝いのことばで始まり、谷川先生、睦子夫人を囲んで和やかで粋で懐かしさを感じる夏

の夜の宴となりました。実は私も 13年前、先生の研究室に在籍していた不肖の卒業生でして、当時と

変わらぬ先生の若々しい、お姿には大変驚きました。また、先生は小学校から高校まで大津の学校に通

われてましたので会員の方の中には学校の後輩にあたる方もいらっしゃると思います。

　谷川先生は現在も精力的にフランク・ロイド・ライトの研究されてますが、滋賀や近畿でヴォーリズ

の建築が注目を集めていること、研究が盛ん行われていることもよくご存知でした。

　もう味わえないと思っていた学生時代にひととき、タイムスリップできたと同時に仕事や日常の雑事に

かまけないで自分の引き出しとなる建築の勉強もしていかなければと痛感した貴重な時間でした。（文責 S）

大津支部

びわこ市民レガッタに
参加しました

　平成 20 年 7 月 25 日（金）に、毎年恒例となっております親睦・

特別事業 親子フォーラムを開催しました。

　当日は暑さ厳しい中、89名の方にご参加頂き、バス 2台に分乗し

「長島リゾート&なばなの里」へと向かいました。

　「なばなの里」では、ベゴニアをはじめ、世界各国から集められた

数百種・1万 2千株の花々を見学し、その美しさに時間を忘れ見と

れました。

　「長島リゾート」では、ナガシマスパーランドやジャンボ海水プー

ルで遊び、湯あみの島の温泉で体を癒し、ジャズドリーム長島で買

い物をするなど、それぞれの好みで一日十分楽しんで頂けたかと思

います。ご参加頂いた皆さん、大変お疲れ様でした。

湖南支部

湖南支部親睦・特別事業 親子フォーラム
「長島リゾート&なばなの里」に

行ってきました !



　

滋賀のヴォーリズ建築 
旧寺庄銀行（元滋賀銀行甲南支店）（甲賀市甲南町寺庄）
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　旧寺庄銀行（元滋賀銀行甲南支店）は大正14年（1925年）
に地元経済界の有力者の出資により寺庄銀行本店として建

築された、のちに第百三十三銀行と変わり八幡銀行との合

併をへて昭和 8年に滋賀銀行甲南支店と変わった、昨年の

支店移転に伴い現在は出張所となっている。ファサードは

イオニア式円柱と半円形のガラス窓を中心にシンメトリー

に構成され、古代ローマ時代の形式を用いて端正に造られ

ている、西側に一部増築されてはいるが当時のままの外観

を現在も保っている。現在甲賀市には本建物を含み三棟のヴォーリズ建築が現存する、いずれの

建物も旧東海道、旧杣街道（古代の東海道）に面して建っており、今後旧街道の景観保全、地域活

性化の有効な資源として活用が望まれる。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　     （竹田久志）

平成20年度 8月理事会承認分 

支　部 氏　名 住　所 

大 津 支 部 

湖 南 支 部 

小埜　利武 大 津 市  

氏　名 住　所 

金森　透史 大 津 市  

千菊　真司 彦 根 市  中村　倫子 愛 知 郡  

湖西滋賀支部 馬場　　勇 大 津 市  

新入会員 
ご紹介 
新入会員 
ご紹介 

女性部会 DoシリーズNo.50 記念研修会（予定）
のご案内

10 水 赤口 青年部 運営委員会

11 木 先勝
12 金 友引
13 土 先負
14 日 仏滅 二級建築士試験〈設計製図〉

15 月 大安 敬老の日

16 火 赤口
17 水 先勝
18 木 友引 ●三役会  ●三役、委員長会議

19 金 先負
20 土 仏滅

21 日 大安
22 月 赤口
23 火 先勝 秋分の日

24 水 友引
25 木 先負
26 金 仏滅
27 土 大安
28 日 赤口
29 月 先負
30 火 仏滅 超長期住宅関連講習会

1 月 先負

2 火 仏滅 財源確保プロジェクトチーム
会議

3 水 大安
4 木 赤口
5 金 先勝
6 土 友引 近建青 滋賀会議

7 日 先負 　

8 月 仏滅 　

9 火 大安 すべての建築士のための
特別総合研修

　Do シリーズ 50回開催記念研修会として藤井厚二氏の実験場宅「聴竹居」をテーマに竹中工務店 松
隈章氏の講演会と「大山崎山荘」・「聴竹居」の見学会を予定しております。
　詳しくは月刊「家」10月号にてご案内いたします。 
　　　　　　　　　●予 定 日 時：平成 20年 11月 22日（土）午前 10：00～予定
　　　　　　　　　●参加費（予定）：会員 2,500 円、非会員 4,000 円

9月の暦


