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醒井宿資料館（旧醒井郵便局）
大正 4 年竣工 米原市醒井 592　木造 2 階建
旧中山道沿いに建つこの建物は、昭和48 年まで
醒井郵便局として地域の人々に利用されていた、
現在は醒井宿を訪れる人々に宿場町、旧中山道、
この地域の歴史を紹介する資料館として一般公
開されている。ヴォーリズ建築としては古いも
のである、シンメトリーで重厚な外観、直線的
なデザイン、柱頭部装飾は同時期の建物によく
用いられている。（写真：前河 栄次）
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青年部会・女性部会の参加案内事業についての共通申し込み用紙 
□ 青年部会主催 研修旅行2009 in 香港・マカオ　□ 女性部会 Doシリーズ No.51回研修会 

お申し込みはFAXにて・・・（社）滋賀県建築士会 事務局〈FAX.077-523-1602〉   お問い合わせは… （TEL.077-522-1615） 

お 名 前（フリガナ） 連絡先（TEL） 郵便番号・住所 支 部 名 

支部 

〒 

〒 

〒 

支部 

支部 

会 社 名  

※お申し込みになる事業の方にチェックをつけて下さい。青枠は女性部会Doシリーズ No.51会研修会参加の方のみご記入下さい。 JR草津駅 
送迎希望 

　おまちかね ! いよいよ会員の皆様からご要望の多かった建築写真の講習会です。
　住宅建築雑誌でご活躍のプロカメラマン築地 久 氏（有限会社クーア代表取締役）による建築写真の撮り方講習会です。
　今回は主に室内の狭い場所をいかに効果的に撮るか、デジカメならではの構図・光の表現を学びながら、そ
の場でパソコンに取り込み、補正の仕方・評価まで実習します。 
　ふるってご参加ください。

●日　　時：平成 21年 1月 20日（火）　＊ 13時～ 16時 30分 
●場　　所：モデルルーム（GLホーム草津店）
　　　　　　草津市木川町 77番地 ABC ハウジング草津住宅公園内
●集合場所：モデルルーム（GLホーム草津店）13時集合すぐはじまります ! 
●集合時間：JRでお越しの方は草津駅西口12時40分に集合ください。（申し込み時に明記）
●各自用意するもの：デジタルカメラ・三脚・水準器（カメラ用）
　　　　　　　　　※お持ちの範囲で機材で結構です。充電は十分しておいてください。デジタルカメラの取扱説明書
●参加費用：会員 1,000 円  　一般 2,000 円　　●募集定員：20名（定員になり次第締め切り）　　
●申込締切：平成 21年 1月 9日 （金）必着　　　● CPD：3単位
●申込方法：下記の共通申込用紙にご記入の上建築士会事務局まで FAXして下さい。FAX：077-523-1602

　※今回事業では会場となる GLホーム草津店さまにご協力いただいてます。

女性部会主催
̶ ユーザー（建築主）にとってのいい建築写真とは ̶

DoシリーズNo.51 デジカメによる建築写真の撮り方実習 PART I

建築関係5団体合同年賀会のお知らせ建築関係5団体合同年賀会のお知らせ
　例年恒例となっております、≪平成 21年 新春の集い≫を建築関係団体と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。

●共催団体名　（社）滋賀県建築士会　（社）滋賀県建築士事務所協会　（社）滋賀県建築設計家協会
　　　　　　　（社）日本建築家協会近畿支部滋賀地域会　　  滋賀県建築設計監理事業協同組合

●開 催 日：平成 21年 1 月 14 日（水）　＊受付：15：30～　＊年賀会：16：00～　
●会　　場：大津プリンスホテル  コンベンションホール「淡海」  大津市におの浜 4-7-7  TEL：077-521-1111
●会　　費：5,000 円
●交通手段：大津駅前よりホテルのバスをご用意しております。ご利用下さい。
　　　　　　大津駅日本生命ビル（琵琶湖側へ 50ｍ先）発　① 15：10  ② 15：30（シャトル便）  ③ 15：40
●申込方法：同封のはがきをご出席していただきける方のみご投函下さい。
　　　　　　一事務所もしくは一事業所から何名ご出席していただいてもかまいませんが、必ずご出席く
　　　　　　ださいます方全員のお名前をご記入下さい。
●申込締切：平成 20年 12月 25日（木）
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●研修の趣旨：西洋と東洋の出会いの街・世界遺産の街マカオで、机上や書物では感
　　　　　　　じ取れない 450 年の歴史とともに急ピッチで進んでいる都市開発の
　　　　　　　現状を肌で感じ、西と東・新と古の共存を学びたいと思いますので、
　　　　　　　皆様のご参加お待ちしております。

●日　　　程：平成 21年 2月 13日（金）～ 15日（日）　　●募 集 人 員：30人（会員及び会員家族）

●申 込 締 切：平成 21年 1月 10日（土） 定員になり次第締め切ります。

●参  加  費：会員 98,000 円　　非会員 108,000 円
　　　　　　  ※大幅な為替相場の変動の際は料金が変更になることがあります。

●参 加 申 込：2ページ下の申込用紙にご記入の上、建築士会事務局まで FAXして下さい。FAX：077-523-1602
　　　　　　　※参加者の方には、後日詳細を郵送にてご案内いたします。

●スケジュール：【香港・マカオ 3日間】 ※日程については多少変更になる場合があります。 
日　次

13日
（金）

地　　名

関西空港

大阪発

香港着

現地時間

ＮＨ175

専用車

交通機関

昼：機

夕：○

朝：○

昼：○

夕：○

朝：○

昼：○

夕：×

食　事

ＡＭ8:30　関西国際空港へ各自現地集合

関西国際空港から空路、香港へ

到着

滋賀銀行香港支店にて研修

レパレスベイ、文武廟など香港市内の見学

ホテルチェックイン  　　　 【香港　泊】

スケジュール･宿泊地

 8:30

10:55

13:45

14日
（土）

香港発

マカオ着 

専用車

高速艇

専用車 

ホテルにて朝食

ホテル出発

高速艇ジェットフォイルにてマカオへ

聖ドミニコ教会、慈悲堂、媽閣廟など見学

ホテルチェックイン

レストランにて夕食　　　【マカオ　泊】

朝

15日
（日）

マカオ発

香港着

香港発

大阪着 

高速艇

専用車

ＮＨ176 

ホテルにて朝食

ホテル出発

高速艇ジェットフォイルにて香港へ

ショッピング＆昼食（飲茶）

香港を後に空路帰国の途へ

到着

滋賀県到着　22:30～23:30頃

朝

午前 

  

14:55  

19:30  
聖ドミニコ教会  

媽閣廟  

青年部会主催　研修旅行 2009 in 香港・マカオ お申し込み
まだまだ
お待ちして
ます！

　「認定団地」制度は平成 21年 3月 31 日をもって終了します。しかしながら、既存集落の活性化、住環
境やコミュニティの維持の必要性から、区域を限定した上で集落形成等の要件を満たす宅地については、
既存建築物敷地の再建築の基準と共に、今回改めて許可基準を創設しました。
※認定団地制度は本市の条例によって定められ、「認定団地」の区域内では都市計画法に規定された許可を得て自己居住用
　の住宅が建てられるという内容の制度です。

● 新たな許可基準の主な内容

　

　

詳しくは大津市役所ホームページ（http://www.city.otsu.shiga.jp）をご覧下さい。
●問い合わせ先：滋賀県大津市御陵町 3番 1号  
　　　　　　　　大津市役所都市計画部建築指導課（TEL：077-528-2774）
　　　　　　　　大津市役所都市計画部開発調整課（TEL：077-528-2773）

大津市の「認定団地制度（旧志賀町地域に適用）」の終了に伴う
 市街化調整区域における開発・建築許可基準の変更について（お知らせ）

●現在の認定団地区域内では、一定の要件を満たす土地であれば、自己居住用住宅の建築を許可する。
　（志賀地域）
●保養所の跡地等、既に建築敷地であった土地に限って、所定の要件を満たす場合は自己用住宅の
　建築を許可する。（全市域）
　また、建替え・増改築にあたっては、許可に係る規模規定を設ける。
●建ぺい率、容積率等の形態制限を導入する。(全市域 )
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　　　　　　　　　　　　　　　総務企画委員会  
　（社）日本建築士会連合会第 51 回建築士会全国大

会「とくしま大会」が平成20年10月25日（土）、「ア

スティとくしま」にて開催されました。全国から多

くの建築士会会員が集まり、本会からも 28 名が参

加しました。

第51回 建築士会全国大会「とくしま大会」参加報告

青年部主催事業

「建築士を目指す学生と語ろう&木のパズル」事業報告

　青年部会は 11月 2日（日） 滋賀文化短期大学の学園

祭にて「建築士を目指す学生と語ろう&木のパズル」の

事業を開催しました。

 当日、滋賀文化短期大学ならびに同大学の谷口先生の

ご厚意により、建築士会用のテントを設けさせて頂き

ました。

 当初、学園祭ということもあり、子供さんがそんなに

来てくれるとは思っていませんでしたが、開始と同時

に予想を上回る反響で夕方まで大盛況でした。木のパ

ズルは相変わらずの人気で、子供さんが真剣な眼差し

で何度もパズルに挑戦してくれる様子はいつ見ても嬉しいものです。また、私たちがイメージしていた学園祭

は一昔前のもので、今日では、地域、とくに小学生の子供さん達が大勢遊びに来て楽しんでもらえるような雰

囲気のところが増えているようです。　夕方からは場所を校舎内のカフェテラスに移して学生さんへのフォー

ラムを開催しました。初の試みで、また時間的にも学生さん達の模擬店の後片付けの合間で慌ただしいとこ

ろがありましたが、良いきっかけ作りになったのではと思います。中でも女性部会の田井中さんのお話は素

晴らしくて私たちも大変参考になりました。
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　11月 1日（土）家族親睦事業としまして長野県木曽郡の「妻籠宿」を散
策し、重要伝統的建造物の見学をしていただきました。江戸時代の宿場
の姿を色濃く残している町並みを堪能していただきました。 
　又、長野県飯田市の「りんご狩り」を体験し自然の大切さを学び、そし
て味わうことができました。思ったより難しく、なかなか蜜の詰まった
りんごにありつけませんでした。
　今回の計画は少し距離が遠く、バスの乗車時間が長く退屈される方が
多くなると考え、ひと時ではありますが車内でゲームを行いました。意
外と盛上り楽しく帰ってくることができ、会員相互の交流と家族との親
睦を深めていただけたと思います。
　最後に、長距離にも係らず、行程通り事業を終えられたのもご参加下
さいました方々のご協力のおかげだと感謝しております。次回も楽しん
でいただける内容を計画してまいりますので、是非ご参加下さいます様
お願い申し上げます。

青年部会家族親睦事業『妻籠宿 ( 散策 )&りんご狩』事業報告

　青年部会は平成 20年 10 月 10 日（金）、栗東市で行なわれた 堂々 !! りっとう景観記念日「中山道を見
つめなおそう!」に参画。中山道にプランターをならべて歩車道を分離する第1部の交通社会実験につづき、
第 2部の「間伐材でパズルづくり＋建築なんでも相談会 ～建築士があなたの悩みを解決します～」を担当
しました。市長と有識者による第 3部の座談会では、壇上からの呼びかけを受けて飛び入り参加。多くの
市民の前でまちづくりへの思いを語る貴重な経験となりました。

青年部会事業

堂 ！々！りっとう景観記念日「中山道を見つめなおそう!」に参画

　11月 8日（土）、甲賀市大野小学校にて大野のこのこクラブ
の皆さんとベニヤドームづくりを行ないました。この日はベニ
ヤドーム、木のパズル、ケルンと盛りだくさんの内容で盛り上
がりました。この日も建築士の仕事について紙芝居でわかりや
すく子ども達にお伝えしました。

青年部会事業報告　今月のベニヤドーム

　大野のこのこクラブ
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第4回　”そこが知りたい”おおつ塾 第4回　”そこが知りたい”おおつ塾 

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）     CPD　２単位 

●定　　員：先着順３０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４階　視聴覚室　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）  
　　　　　　京阪『浜大津駅』から徒歩３分　※駐車場有　９０分無料（駐車券を会場までお持ち下さい） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●講　　師：パナソニック電工（株）より講師の方をお招き 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　します。  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●受付開始：１９：００　　＊セミナー １９：３０～２１：００ 

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。 

●第４回ホームライティングセミナー 参加締め切り：１２月２９日（月）　 
●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。        

いよいよ最終回だよ。 
これだけでも 
為になります！ 

（社）滋賀県建築士会 大津支部青年部会主催 「第4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 

支部 

■多灯分散方式へのヒント  
　●主照明と部分照明の組み合わせや、ダウンライ
　　ト、ブラケットの有効的な使い方のポイントにつ
　　いてイメージ画像や事例画像を用いながらご
　　説明させて頂きます。 

■今やネットワーク技術は家庭にも浸透し、パソコンだけでなく、
　テレビやゲーム機、オーディオ、HDDレコーダーなどさまざま
　な機器がネット接続する時代に。 

■家庭内のインターネット配線（宅内LAN）をベースにして、様々
　な住宅設備機器をネットワーク化した「ライフィニティ」な
　ら、「安心・快適・ECO」な先進の暮らしを簡単に実現でき
　ます。 

同時開催  特別講座 知って得するまめ知識　 

※月刊家11月号にてご案内しました「第3回 ”そこが知りたい”おおつ塾」12月11日（木）開催も申込受付中です。 

「住まいの設備がつながることで、 
　　　　　　　  暮らしがどんどん進化します」 
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　大津支部青年委員会は “ そこが知りたい ” おおつ塾 あかりセミ

ナーの第 1回を 10 月 4日に第 2回を 11 月 13 日に共に大津市ふ

れあいプラザにて開催致しました。

　第 1回は 2部構成で「一室複数灯へのすすめ」、「エコのあかり」、

を第 2回は「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を主張しないデザイン」という内容でパナソ

ニック電工（株）よりお招きした講師の方によるセミナーでした。

照明器具や照明の設計は実はわかっているようでわかっていない

部分が多く、カタログに掲載されている膨大な商品の細かな違い、

初期投資は高額になるもののランニングコストを考えると省エネ

になるもの、複数灯による照明器具の設計のイメージ映像やサン

プル提示など実に内容の濃いセミナーです。今まで照明関係は電

気・設備設計屋さん任せだった私は大変参考になっています。また

このセミナーはあと2回開催致します。今まで参加できなかった方、

途中からでも間に合います。このセミナーはMUST! MUST! ですよ!

今後もふるってご参加頂きますようお願い申し上げます。

　1992 年アメリカ大陸発見 500 年の記念の年、コロンブスの遺
骨はここコロンブス記念灯台に移された。それまで彼の遺骨は大聖

堂 Cathedral Primada de América に安置されていたのである。

　ここには各国の展示ブースがある。中南米諸国の他、中国や韓

国の展示ブースもある。日本の展示ブースは他の国に比べて大き

なスペースを占めている。彼が黄金の国ジパングを目指して西へ

向かったその経緯となった地図が掲げられている。黄金の国を紹

　11月 5日（水）敦賀国際ゴルフ倶楽部で毎年恒例の湖北支部・同

賛助会親睦ゴルフコンペが開催されました。今年も湖南支部さん

より御参加頂き、23名のコンペとなりました。当日天候にも恵まれ、

楽しい一日となりました。また夜には、湖南支部の皆さん、賛助会

の皆さんに参加をして頂き懇親会も盛大に行い、楽しい時間が持

てました。懇親会には 28名の参加がありました。ゴルフ・懇親会

とも士会、賛助会の懇親交流の機会として毎年楽しみにしている

と何人かの方から声を掛けて頂きました。今後、新しいメンバー

にも参加をして貰いより良い懇親交流の機会が図れればと思いま

す。

コンペの結果は

優勝 : 秋山信一氏 準優勝：西本貞義氏でした。

介したのがマルコポーロ、黄金の国のイメージとなったのは東北

の平泉である。今をさかのぼること 600 年、3代に亘った平泉藤

原氏の栄華は遠くここドミニカ共和国で紹介されている。

　日本とドミニカ共和国を結ぶ接点を見つけた。西へ向かうとイ

ンドへいける。と彼が信じて疑わなかった。今もここは西インド諸

島、west indies と英語で表記される。

　入場料は 100 ペソ

（約 300 円）特に日本

人には是非訪れても

らいたい。

大津支部

大津支部青年委員会事業
 “そこが知りたい”おおつ塾 あかりセミナー  
     第 1回、第2回事業報告

湖北支部

湖北支部・同賛助会親睦
ゴルフコンペ

湖東支部

コロンブスが眠る記念灯台
（El Faro de Colón）

建物は上空から見ると十字架の形をし、その先端はコロンブス家が 3代に
亘って住んだアルカサルを指している。因みに設計はイギリス人がオリジ
ナルをその後ドミニカ人が引き継いだ。



　

滋賀のヴォーリズ建築　醒井宿資料館（旧醒井郵便局）（米原市醒井592）
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　1980 年日本建築学会の発表による、「日本近代建築総覧―各地に遺る明治大正昭和の建物」に発
表された旧米原市に残るヴォーリズ建築は本建物と米原駅近くにある旧米原伝道所であった。本建
物は、醒井宿資料館としてまた国の有形登録文化財として美しく保たれている、JR 醒井駅から旧中
山道を「居醒の清水」に向かって東へ進むと左手に現れる、街道沿いに竣工した大正 4年当時は行
き交う人々の注目をさぞ集めたに違い
ないと思われる。もう一つのヴォーリ
ズ建築である旧米原伝道所は用途は変
わっているようであったが現存してい
た。（竹田久志）

彦根支部 西澤政男氏が「現代の名工」に選ばれる

10 水 大安
11 木 赤口

12 金 先勝
●改正建築士法・政省令
  解説講習会（彦根会場）
●青年部運営委員会　

13 土 友引
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 先負
21 日 仏滅
22 月 大安 　

23 火 赤口 天皇誕生日

24 水 先勝
25 木 友引
26 金 先負
27 土 赤口
28 日 先勝
29 月 友引  

30 火 先負
31 水 仏滅

1 月 友引 定期講習申込書配布（10日まで）

2 火 先負

3 水 仏滅

●定期講習申込書受付
  （10 日まで）
●三役会　　●理事会
●評議員会　●OB会

4 木 大安
5 金 赤口   

6 土 先勝
7 日 友引 　

8 月 先負

9 火 仏滅 改正建築士法・政省令解説
講習会（大津会場）

12月の暦

月刊「家」インフォメーション月刊「家」インフォメーション

　詳細につきましてはホームページに掲載しておりますのでご覧下さい。
　　　　　　　　（社）滋賀県建築士会URL  http : //www.kentikushikai. jp/

平成20年「改正建築士法・政省令解説講習会」のご案内

年末休暇

　平成 20 年度の「現代の名工」として西澤政男氏が表彰され

ました、氏は宮大工として国宝建造物や国の重要文化財などの

解体復元や修理などに携わり、設計から施工まで一貫した仕事を通して伝統技術

の探究と人材の育成に努められている。氏は建築士会での活躍のみならず、「日

本伝統建築技術保存会」会長として精力的に活動されています。今回の受賞に際

し氏は「皆様のおかげでここまで育てていただいたことを心より感謝いたしてお

ります。折しも、伝統工芸技術継承のために、ここに携わる大工仲間の生活を守

り仕事環境を整えるため、各方面への更なるご理解をお願いしているところです。

この機を、そのために少しでも生かすことができれば有り難いと心から願ってい

ます。」と言われておられました。

作業場にて

若い職人を指導する西澤氏


