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滋賀県立八幡商業高等学校
昭和 13 年竣工（本館）
滋賀県近江八幡市宇津呂町  鉄筋コンクリート造 3 階建
校舎の全面改修工事は昭和 11 年から昭和 15 年にかけ
てヴォーリズ設計により行われたが、当時の建物として
現存するのは、昭和 13 年 9 月に竣工した本館棟のみと
なっており、県の所有している建物としては、唯一残さ
れている貴重な公共建築物である。（写真：石井 和浩）
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　新年あけましておめでとうございます。

　平素は、士会運営に格別のご支援とご協力を賜り、ありがとうございます。

　本年もどうか宜しくお願い致します。

　さて、平成 19年に建築基準法が大きく改正され、そして昨年は、昭和 25年に制定され、私たちのよ

りどころである建築士法も、大きく改正施行されました。ご存知の通り、改正の観点は、建築士の資質・

能力の向上、高度な専門能力を有する建築士の育成・活用、設計・工事監理業務の適正化等を図ること

で、耐震偽装事件により失われた建築物の安全性及び建築士制度に対する国民の信頼を回復することで

す。その一環として、国土交通大臣が実施していた一級建築士の免許登録事務については中央指定登録

機関として指定された（社）日本建築士会連合会が行い、その申請窓口は滋賀県においては、当会が担当

させて頂くこととなりました。また、本年は、瑕疵担保責任履行の確保等に関する法律も施行されます。

　建築士を取り巻く環境が厳しくなる中、より期待され、信頼される建築士を目指して、社会に対して

建築士の役割をアピールし、建築士の地位向上を図る為に、士会としてどのような取り組みができるか、

追求して行きたく考えております。

　ある本に、世の中の主な価値基準には、「好きか嫌いか」「損か得か」「本物か偽物か」「善か悪か」の

四つが共存しており、それが循環して時代の価値観を主導しているとありました。

　四つの価値基準は、景気の動向に伴って循環し、景気が良くなってくる時には、「損か得か」、天井を

打つ時期になると、「好きか嫌いか」という概念が支配的となり、景気が下り坂になってくると、「本物

か偽物か」の概念が出てきて、景気が底這いすると、「善か悪か」の論理が台頭してくるのだそうであり

ます。

　昨年一年、食物から衣類まで、偽物が世界を混乱させ、大変な事になりました。

　我々の業界においても、平成 17年に発生した、構造計算書偽装により、社会に大きな不安をもたら

しました。その再発防止策として、先に述べた大規模な法改正が続いております。

　そして、昨今の世界恐慌になるのかと思われるくらいの株価の暴落と、極端な円高の動きは、どのよ

うな経済情勢となって行くのでしょうか。

　いよいよ、本物だけしか生き残れない世の中の価値観となってきているのではないでしょうか。

　不景気というのは、あくまでも相対的な表現であって絶対的なものではありません。いつと比べて不

景気と言っているのか、そこに心をとめなければなりません。

　つらい時代こそ、歯を食いしばって、日々こつこつと努力を重ね、本物を

めざして社会に貢献できるように進んでいかなければならないと、肝に銘じ

る日々であります。

　本年もどうかご支援賜ります様よろしくお願い申し上げ、皆様方にとって

すばらしい一年であります様、心より祈念致します。

（社）滋賀県建築士会　　会　長　山　本　勝　義

年頭のご挨拶年頭のご挨拶
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青年部会主催 研修旅行2009 in 香港・マカオ申し込み用紙 

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  

●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：下記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 　TEL：077-522-1615 

　※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：　　　　　　　

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！

　旧英国領であった香港は巨大な線香が有名で映画等でもお馴染みの文武廊をはじめ、 歴史のある建物の他
に世界的にも有数の超高層ビル群なども必見です。 
　また今回、現地設計者の説明のもと、建物の見学会という建築士会ならではの企画も用意しております。 
　一方、旧ポルトガル領であったマカオはバロック式の教壇が特徴的な聖ドミニコ教会、（実は１５８７年に建造され
た中国で最も古い教会だそうです。）をはじめ、 ８つの広場と２２の建物が世界遺産に登録されており、 非常に盛
り沢山です。 

ここが見どころ 
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近畿建築祭2008（京都大会）のお誘い
～時を超え光り輝く京都の景観づくり～

予 告

　
『行列のできる法律相談所』でおなじみ、「法に魂を」の丸山和也氏 講演会のおしらせ

丸山和也が熱く語る !『今こそ生きる活力を』
～こんな時代だからこそ“夢”と“元気”で行こうじゃないか ! ～

まるやま かずや

　 京都がいつまでも京都であるために近畿の建築士の皆様に短い一日の時間ではありますが、京都の景観の
現状と課題を見ていただき、貴重なご意見をいただきたいと考えています。近畿の建築士が京都の景観を考
え語り合う、近畿建築祭 2008 にふるってご参加下さい。

●開 催 日：平成 21年 2 月 21 日（土）受付 9：30～　  ●集合場所：大江能楽堂に現地集合してください。
●会　　場：大江能楽堂（京都市中京区押小路柳馬場橘町東入 京都府建築士会西隣）　　●参加費：3,000 円
●タイムスケジュール：＊10：00  開会宣言 → ＊10：05  能舞「高砂」大江信行氏 → 
　　　　　　　　　　　＊10：20  基調講演大江又三郎氏 → ＊10：40  京都市新景観解説 → ＊11：10  式典

【第 II 部昼食・ツアー】＊11：25～下記のコースをご選択下さい

【第 III 部ワークショップ】会場キャンパスプラザ京都（京都駅前）

　　　　　　　　　　　＊15：15  ワークショップ開会 → ＊16：25  各カテゴリーごとに発表

【閉　　　会　　　式】＊17：00 → ＊17：30 閉会
●参加申込期限：平成 21年 1月 19日（月）まで
●参加申込：下記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。※コースナンバーは必ずご記入ください。
　　　　　　FAX：077-523-1602 　TEL：077-522-1615　　　　　　

カテゴリー 番号 コース名 内　　　　　　容 

自然 
１ 大文字・下鴨神社 鴨川沿い、眺望景観体験 

２ 京都大学・神楽岡 吉田山からの大文字を体験 

建築・都市 
３ 老舗旅館「柊家」 個性溢れる老舗旅館の新旧 

４ 三条通・明倫学区 近代建築と町並みを体験 

町家・まちづくり 

５ 北野天満宮・西陣 早春の梅と歴史の町並み体験 

６ 知恩院三門 三門を中心に境内の特別拝観 

７ 祇園町南側 歴史的景観への取り組み体験 

８ 京町家と路地 都市景観の中心、町家と路地 

歴史・文化 

９ 黒染袱紗染め体験 伝統産業体験 

１０ 伏見の歴史と清酒 南の玄関口伏見の町並み体験 

１１ 嵐山宝厳院 伝統工法の特別拝観 

近畿建築祭2008（京都大会）参加申し込み用紙 

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 コース 

支部 

〒 

〒 

〒 

支部 

支部 

会 社 名  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まちづくり委員会・青年部会
●日　時：平成21年3月14日（土）　＊15：00 開場  ＊16：00 開演  ＊18：00 終了
●ところ：大津市 瀬田公園体育館 （大津市一里山 6丁目 9-1）
●参加費：無料　　　●定 員 300 名

　※会員及び会員家族の方限定で公演終了後、丸山先生を囲んでの懇親会を予定してお
　　ります。

●詳細は来月 2月号の月刊「家」にてご連絡いたします。乞うご期待下さい。●
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支部だより

だきありがとうございました。今回の実験への関心の高さを知るこ
とができました。当日は各地から約 1,000 名を超える見学者でした。
参加をお断りした支部会員の方には誌面をお借りしてお詫び申し上
げます。（実験動画は YouTube でもご覧いただけます。）
●実験データ
実験日時：平成20年12月4日12：00～、実大3次元震動破壊実験施設
伝統的木造軸組住宅、総 2階建て、モジュール 985mm、地方型（A棟）
延べ床面積 139.70 ㎡、1階階高 2,850mm、2階階高 2,750mm
屋 根 材：日本瓦葺き、
屋根勾配：4.5 寸勾配、
壁仕上げ：関西土 80mm
貫 仕 様：1階 4段、2階 3段、
架　　構：通し柱、差し鴨居
架構材は主に杉材、水平方向拘
束、鉛直方向自由、
加 震 波：JMA神戸 100%

　コロンブスは生前自分が亡くなったら、サントドミンゴに埋めて
くれといったそうである。彼の生まれ故郷イタリアのジェノバでも
なく、彼がなくなった地であり彼を認め支えてくれたイザベル女王
のスペインでもない。ここサントドミンゴの地である。そして彼の遺
言どおり大聖堂 Catedral Primada de América に安置された。否、安
置されていたのである。
　1510 年に最初の教会としてこの地で建設されたこの大聖堂は新
大陸で一番最初の教会である。サントドミンゴ大聖堂の異名を持ち、
ルネッサンス様式とゴシック様式が組み合わさった堂々とした作り
である。ラフな服装では入りにくい荘厳な雰囲気の内部は、高い天
井には珊瑚石の装飾が施されている。この建物はコロンブス広場の
南にあり、広場にはかの有名なコロンブスの像がある。

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　●参加費：無 料
●定　　員：先着順３０名（定員になり次第締め切ります。）　 
●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
　

　
★同時開催  特別講座★　知って得するまめ知識　
　「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」
■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。

●第４回ホームライティングセミナー 参加締め切り：１月 12日（月）
●申込み先：下記申込用紙に必要事項を明記の上、
  　　　　　大津支部事務局石倉工務店内  ＦＡＸ：０７７- ５２７- ３７６４まで

●大津支部以外の方も多数の御参加をお待ちしています。●

※過去のご参加された方で、最終回もご参加予定の方は、当日資料等の
　準備の都合がありますので、お手数ですが参加申し込みのお手続きを
　お願い申し上げます。

■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。　

（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 

　平成 20 年 12 月 4 日（木）兵庫県三木市の防災科学技術研究所
（E-Defense）にて、伝統的木造軸組構法住宅の新設計法の開発整備
のための振動大実験が行われました。湖南支部では研修見学事業と
して、30名の参加者にて実施しました。多数の参加申し込みをいた

大津支部
第4回 ”そこが知りたい”おおつ塾

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』

湖南支部

伝統的木造軸組構法の
実物大住宅性能検証振動台実験

湖東支部
コロンブスが400年間眠っていた大聖堂

コロンブス広場（北面）から見た大
聖堂である。広場はいつも人が一
杯でこうした光景は極めて珍しい。
幸運だった。

西側（正面）から見た大聖堂であ
る。門扉は常に閉まっている

荘厳な雰囲気にも拘らず、内部の
写真撮影はできた。
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　見学研修会として、伊勢神宮外宮、内宮、おかげ横丁を訪ねました。
　淡い時雨に会い、しっとりと情緒・風情を感じさせせてくれる、
晩秋の伊勢路でした。 
　28 名の参加者で、お伊勢さん詣でを心待ちにした方が多かったこ
とと思います。ひょっとしたらおかげ横丁散歩の方が楽しみだった
かもしれませんね。
　内宮は、平成 25年の遷宮（20年毎の式年造営）に備えて準備が進
められていました。外宮・内宮とも神殿の屋根は苔が生え、15年の
歳月を感じさせる雰囲気がありました。古いのもまた良しです。 
　特に内宮は、時候が良かったからか、すごく多くの人々で賑わっ
ていました。      
　この後、おかげ横丁で食事をして自由行動としましたが、その人
出の多さには眼を見張るものがありました。今日一日は子供にかえっ
たように楽しく過ごしました。
　行き、帰りとも新名神高速道路を通りましたが、新しくできたハ
イウェイとサービスエリアはとても快適でした。（N.M）

●日時：平成 20年 11月 19日（水）　
●場所：西宮 芦屋 神戸
　平成 20年度湖北支部研修旅行を、11月 19 日（水）に開催し、ヨ
ドコウ迎賓館（旧山邑邸）と甲子園会館（旧甲子園ホテル）を見学し、
南京町で町並み散策や、食事を楽しみました。ヨドコウ迎賓館（旧山
邑邸）は、20世紀建築の巨匠の一人、旧帝国ホテルの設計者である、
フランク・ロイド・ライトの作品で、日本で建築された、住宅の中
で建築当初の姿をそのまま保っている唯一の作品で国の重要文化財
の指定を受けています。昭和の修復と阪神淡路大震災の被害による
修復工事の話や彫刻を施した大谷石、マホガニーの複雑な木組みや
銅板の飾り金具などライト建築の魅力を館長さんに案内していただ
きました。
　また、甲子園会館（旧甲子園ホテル）は、ライトの愛弟子遠藤新の
設計による「東の帝国ホテル、西の甲子園ホテル」と並び称され超一
流ホテルとして建設され、打ち出の小槌を主題にしたオーナメント
や淡路産の緑の瓦、西ホールの光天井の障子からみられる、日本の
伝統美を活かした様式建築でした。
　どちらも日本に残る数少ないライト式建築で、独創的なフォルム
が、新しい景観を創り出しており、遥かな時を超え、ふたたび、蘇っ
た建物でありました。和洋の建築美を伝える造形の数々に良き時代
の伝統を受け継ぐ事の大切さを改めて感じる 1日でした。

お申し込みはFAXにて・・・ 

　（株）材光工務店　北村宛 
　　　〈FAX.0749-63-8795〉 

氏　　　名 ハンディ希望 学年（小・中学校） 性 別  

湖北支部 新春家族ボーリング大会の申し込み用紙 連絡先電話番号 
（できるだけ携帯の番号をお願いします。） 

●場　　所：長浜スプリングレーンズ　
　　　　　　TEL：65-4008 CAN’S CITY2 （風の街）
●参 加 費：お 1人様・500 円（貸靴代込）
●参加資格：湖北支部士会員並びにご家族の皆様
　　　　　　湖北支部賛助会員並びに社員の皆様
●申込期限：平成21年1月15日（木）まで
●申込方法：必要事項を明記の上、下記申し込み用紙を
　　　　　　（株）材光工務店 北村宛（FAX：0749-63-8795）へ
　　　　　　送信して下さい。
●そ の 他：商品・参加賞。懇親会はオードブルの用意をしています。
　　　　　　ご希望のお子様及び女性にはハンディが付きます。

新春家族ボーリング大会のご案内

　平素は建築士会湖北支部・同賛助会の活動にご理解ご協力をいただ
きありがとうございます。今回も 新春家族ボーリング大会を下記の
要領で企画させていただきました。
　皆様ふるってのご参加お待ち申しております。
●日　　時：平成 21年 1月 24日（土）
●時　　間：15：30  受付　　
　　　　　　16：00  スタ－ト（2ゲーム）　
　　　　　　18：00  表彰式並びに懇親会
　　　　　　19：00  終了予定

湖西滋賀支部
伊勢神宮見学研修会

湖北支部

～20世紀建築の巨匠～
フランク・ロイド・ライト建築と

神戸南京町研修

ヨドコウ迎賓館（旧山邑邸） 甲子園会館（旧甲子園ホテル）

外宮正殿前 内宮宇治橋鳥居

外宮正殿 内宮正殿



　

滋賀のヴォーリズ建築　滋賀県立八幡商業高等学校（滋賀県近江八幡市宇津呂町）
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　ヴォーリズは明治 38年に滋賀県立商業学校（現在の滋賀県立八幡商業高校）の英
語教師として来日したが、在職 2年にして、キリスト教伝道活動（契約時には伝道
活動は了承済であった）が非難され、県からの解雇を受けることとなる。しかし、そ
のことが結果的に建築設計活動を始める契機の一つとなっている。
　わずか 2年で八幡商業学校を去ったヴォーリズであったが、その 28年後の昭和
10年に八幡商業学校の校舎改築の設計を県から依頼されることになる。それは当時
の北川勝次郎校長が、同校の卒業生でもあり、一方ならぬヴォーリズの敬愛者でも
あったことに関係している。その当時、八幡商業高校創立 50 周年を祝う会が、大
阪にある綿業会館にて挙行され、その席で北川校長が「この綿業会館のような立派
な校舎を設計してもらいましょう」と一声を発し、校舎の建て替えをヴォーリズに
依頼したいとの趣旨を進言したのである。その後、県の建築課へ陳情され、特命発
注という形で県議会に承認され正式にヴォーリズに依頼されることになる。八幡商
業高校は県とヴォーリズとの和解の証となったのである。
　また、同時期に建設された豊郷小学校が大手ゼネコンの施工によるのに対して、八
幡商業高校は安土の建築業者（入札により受注）により施工されており、地場ゼネコン
の黎明期における鉄筋コンクリート建築物の代表作品の一つにもなったとも言える。
一方、建築的観点から推察すると、20世紀の初頭、ヴォーリズの母国アメリカでは
伝統回帰的傾向から様式がリバイバルされており、建築家はそうした様式に精通し
なければならない時代であった。当時の日本においても渡辺節（綿業会館の設計者）
など、様式を重んじる流れがあった。あわせて、当時は装飾に頼らないモダニズム（近代主義）も最先端のデザインと
して存在した。ヴォーリズは、八幡商業高校において様式とモダニズムを巧みに用いている。特に内部の玄関から階
段ホールにおいては、綿業会館の玄関ホールの様なルネッサンス調を見ることができる。
　平成 17年にはファサードのタイルが剥落したため、外壁改修工事の話が持ち上がった。県は既存の発注方式に加
えて、NPOと県民との協働によるファサード再生プロジェクトを計画し、県民に公共建築に対する文化的関心と愛着
を享受してもらうイベントを行っている。具体的には県民の参加者の方々に実際にタイルを貼ってもらう事業である。
築 70年という歳月を経て県民の手によって一部再生された八幡商業高校は、近江八幡の町の中で再び光明を放って
おり、先人の記憶を包み込みながらこの世の人々に力と誇りを与える精霊建築と言えるであろう。（石井 和浩）

NPOファサード再生プロジェクト（タイル貼
り）の様子

八幡商業高等学校玄関内部（「写真集 「日本
人を超えたニホン人」ウィリアム・メレル・
ヴォーリズ」（制作 : 財団法人 近江兄弟社、
出版 : びわこ放送株式会社）より引用）

13 火 大安

14 水 赤口

●三役、委員長会議
●支部長会議
●二級・木造建築士
　免許証交付式
●建築関係五団体合同年賀会

15 木 先勝
16 金 友引
17 土 先負
18 日 仏滅
19 月 大安
20 火 赤口 DoシリーズNo.51 講習会

21 水 先勝

22 木 友引 　

23 金 先負
24 土 仏滅
25 日 大安
26 月 先勝
27 火 友引
28 水 先負
29 木 仏滅  

30 金 大安
31 土 赤口

1 木 大安
2 金 赤口
3 土 先勝
4 日 友引
5 月 先負   

6 火 仏滅
7 水 大安 　

8 木 赤口
9 金 先勝
10 土 友引
11 日 先負
12 月 仏滅

年始休暇

月刊「家」インフォメーション月刊「家」インフォメーション

　1月 14 日（水）に開催いたします『建築関係団体合同年賀会』の会場が変更になりましたので、ご
出席くださいます方はお間違えのないようお願いいたします。

大津プリンスホテル コンベンションホール「淡海」 大津プリンスホテル 3階 プリンスホール

建築関係五団体合同年賀会会場変更のお知らせ

平成20年度 12月理事会承認分 

支　部 氏　名 住　所 

湖 東 支 部 横田　　亮 東 近 江 市  

湖 西 高 島 支 部 廣瀬　富雄 高 島 市  
新入会員ご紹介 新入会員ご紹介 

1
月
の
暦


