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宮　本　邸
昭和 6 年竣工　大津市音羽台　木造 2階建　

持ち主の宮本氏は、この住宅を終戦時に連合軍に接収さ
れたため、一時芦屋へ移り住んでいたが、昭和 36 年に戻っ
てきた。
その時に住宅の修理増築が行われているが、幸い当初の
建築工事と同じ大津の石倉工務店の手で行われたためか、
主要部は円熟期のヴォーリズ建築の質を良く留めた、歴
史的な住宅となっている。　　　　　　（写真：平井利佐）

来月号より表紙は新シリーズとして『滋賀の街道』を取り上
げていきます。古来から「交通の要衝」である滋賀の様々
な道の様々な ” 顔 ”が掲載できればと思います。乞うご期
待下さい。

予  

告
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平成21年度 
近畿建築士会協議会女性部会合同見学会開催予 告

2009年度 （社）滋賀県建築士会青年部

「2009 びわこペーロン大会」
参加者募集！！

　いよいよ、今月 8月 22日（土）大津湖岸なぎさ公園サンシャ
インビーチにおきまして、第19回「2009びわこペーロン大会」
が開催されます。我が滋賀県建築士会チームは8月8日（土）練
習をいたします。（13：00～ オーパル オプテックス：大津市雄琴）
　昨年は、好タイムを記録することができました。今年は新しい体制の下、心機一転でレースに臨みます。
もちろん、昨年よりもさらにパワー UPすること間違いなしの ‘ 熱いレース ’ にご期待ください。又、当
日はバーべQなど皆さんが楽しんでいただける『外ご飯』を予定しています。
　再度、一緒に汗をかける参加者及び応援に来ていただける方を募集いたします !
　ご参加希望の方は、（社）滋賀県建築士会事務局までご連絡をお願いします。
　併せて練習もご参加頂ける方、募集しておりますので、よろしくお願いいたします。　

●日　時：8月 22日（土）7時集合  　　●場　所：大津市湖岸なぎさ公園 サンシャインビーチ
　　　　　〈開会式は 8時～〉    　　　　 ●連絡先：（社）滋賀県建築士会事務局　
●参加費：2,000 円　　　　　　　　　　　　　　　TEL :077-522-1615　FAX:077-523-1602
　※台風接近又は警報発令時は、23日（日）に延期になります。

『2009びわこペーロン大会』参加申込書 

お名前 携帯TEL

お名前 携帯TEL

　今では、全国的にもその名を知られる近江八幡市・八幡堀。約 30年前に「堀は埋めた瞬間から後悔が始ま
る」を合言葉に近江八幡の市民が中心となり八幡堀の再生が始まりました。郷土愛から始まる市民運動はまち
づくりへと広がりました。そんな近江八幡市の市民を中心としたまちづくりを研修し、体験して頂く合同見学
会を開催致します。是非、ご参加下さい。　

●開 催 日：平成 21年 10月 24日（土）　
●開催場所：近江八幡市八幡堀周辺　
●タイムスケジュール（悪天候時、一部変更あり）
　09：30  「かわらミュージアム」にて受付開始
　10：00  講演会（60分）　講演終了後、かわらミュージアム内見学
　11：30  「かわらミュージアム」出発 （徒歩移動）
　12：00  水郷めぐり 約 80 分 舟上にて昼食
　13：30  舟のりば出発 （徒歩移動）
　14：00  あきんどの里に集合、2コースに分かれて市内見学
    　　　　Aコース：「はちまんまちづくり『間』の会」と
　　　　　　　　　　歩く伝建地区・町家活用見学
    　　　　Bコース：「NPO法人ヴォーリズ建築保存再生運動『一粒の会』」と
　　　　　　　　　　巡るヴォーリズ建築
　15：30  日牟禮神社にて解散
◆次号にて参加申込みのご案内をさせて頂きます。
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　今年度の全建女は、「地域と共生する住環境づくり」 ～建

築における「環（WA）」を考える～をテーマに 7月 17日・18

日に長野県で開催されました。滋賀県からは連合会役員とし

て田井中さん他女性 8人・男性 4人の総勢 13人で参加しま

した。

　長野には全国から 430 名（内長野県が 100 名）余りの参加

がありました。これは全建女としても最高の人数だそうで、

大変盛りあがっていました。今年からは託児付で女性が参加

しやすい取り組みとなっていたことも、この大会の成功につ

ながっているのではないでしょうか。滋賀県からも青年部が

ベニヤドーム 2張を作成展示し、各地の参加者からの興味を

引いて大変好評だったようです。大会後の懇親会もほぼ全員の参加となり、長野の皆さんからも余興あり地

酒の振る舞いありと、和気あいあいで全国各地の人々と交流がもて、大変刺激的な 2日間となりました。

　18日の分科会ではH分科会を、滋賀から田井中さん司会・アシスタント平井さん・コメンテーター柴山さ

んで行われました。すばらしい発表の場を持てたことで、滋賀県を全国にアピールできたことと思います。

〈各分科会の報告・詳細につきましては、女性部会のホームページに掲載予定〉　

○ 基調講演 : テーマ「ふるさと信州・環のすまい」とその背景

講師：吉田 倬郎（工学院大学工学部建築学科教授）

　日本でも有数の林産県である長野県が策定した「ふるさと信州・環のすまい」は、環境と共生する豊かな

住環境の場を実現し、森林の保全と林業の活性化を推進し、住宅の生産供給と維持保全、そして地域社会

と地場産業の持続的な発展をもたらすという大きな循環する環を作っていく取り組みとなっていっていま

す。この取り組みができた背景や活動をわかりやすく紹介してくださいました。　

○ パネルディスカッション

　テーマ 「建築における「環（WA）」を考える-建築における「環」と「産・官・学・民」のネットワーク」と

題して、コーディネータの高木直樹氏（信州大学建築学科教授）のもと、パネリストとして基調講演の吉田

倬郎氏、市村良三氏（長野県小布施町長）、石井利江氏（有 ISHIKAWA地域文化企画室代表取締役）、出澤潔

氏（長野県建築士会名誉会長）が、それぞれの立場でまちづくりに関わったお話を討論されました。特に小

布施のまちづくりに寄与した市村氏、松代で「エコール・ド・まつしろ 2004」をプロデューサーとして努

められた石井氏のお話が興味深かったです。産・官・学・民の橋渡しを担う立場として、建築士の位置づ

けの重要性を感じました。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大村 記）

平成 21 年度 全国女性建築士連絡協議会の報告
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　本来、7月 1日の「建築士の日」に県民の方々に広く建築士の活動を知って頂くための事業ですが、今
年度は下記の日程、内容で開催いたします。
●日 時：平成 21年 9 月 12 日（土）　　　●時 間：11：00～ 15：00
●場 所：大津パルコ前広場　　　　　　　●内 容：活動報告パネル展示、イベント、建築相談等
　賛助会員、協賛団体様の展示ブース（有料）も用意しております。
　詳細は事務局までお問い合わせください。　（社）滋賀県建築士会 事務局 TEL 077-522-1615

　青年部会と湖東支部は平成 21年 7月 12 日（日）に、東近江市池庄町のひばり公園にて、今年で 6回目を

迎える「コトナリエ 2009」の準備に参加してきました。

　この「コトナリエ」とは、旧湖東町で開催されていた夏祭りを、市町村合併を前にして、湖東町の魅力を最

大限に伝えようと企画された、真夏のイルミネーションイベントです。

　青年部会とコトナリエとの接点は、平成 21年 3月 28 日（土）に開催された近建青事業「近畿あーきてくと

2009」で、環境をテーマにこの「コトナリエ」事業を発表して頂いたことが縁で、今回の事業参加へと繋がり

ました。

　コトナリエのイルミネーションの電力は、食用油を回収して精製されたバイオ燃料を使用し、またオープニ

ングイベントで使用される花火は、24時間で土に還元される生分解プラスチックを使用するなど、環境に配

慮したイベントとなっています。

　今年度のコトナリエのテーマは『星虹』（「ONE WORLD」” 皆も気持ちを一つに “の思いのもと、約 25万個

の電球を使った壮大なイルミネーション）です。今回、以前、湖東支部の取り組みとして紹介させて頂いたこ

とのある『スター☆ドーム』の製作協力依頼を受けました。地元の湖東中学校でも、このコトナリエの事業に

参画しようという働きがあり、地元の中学生とその父母さん約 170 名と共に、スター☆ドームを作ってきま

した。

　梅雨時期で、前日までは雨予報の中での開催でしたが、当日はそんな心配は全く要らず、青空の下、みんな

でスター☆ドーム 3基を完成させました。

　このスター☆ドームに、今後イルミネーションの飾り付けが行われ、8月 8日（土）～ 8月 15日（土）の間、

コトナリエで活躍します。

　お時間がありましたら、スター☆ドームを、コトナリエのイルミネーションを見に、是非ともひばり公園ま

で足を運んで下さい。（期間中グリーンブースの設置、環境企業のエコライフの啓発 PRや湖東闇市（リサイク

ルフリーマーケット）も併設されます。詳しくは下記のホームページをご覧下さい）

コトナリエホームページアドレス http://www.oneworld2009.tv/kotonarie/index.html

青年部会事業

スター☆ドームでコトナリエに参画

「建築士フェスタ」（仮称）のお知らせ
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　甲賀支部総会を終え早や 3ヶ月になります。甲賀支部より建築士の
ウェーブをおこそうと一年の事業計画を基に各委員会で進めております。
☆活動重点目標
　○甲賀支部会員の 112 名との顔が見える交流の場とし、会員相互の親
　　睦を実施する。 
　○ 地域の中へ建築士として参加、社会発展の為社会貢献を実践する。
　○ 支部会員増強を積極的に推進する。 
☆研修委員会より　研修会の開催 （8月～ 9月頃）予定
　○ 長期優良住宅及び法改正に伴う説明
　○ 炎の焼物『信楽焼の今昔』、『建築材料としての信楽』のお話
☆交流委員会より　他支部交流研修見学会（11月～ 12月頃）予定
　○フジテックエレベーター研修見学会と他支部との交流親睦会
　　★ 1年間楽しく全員の力で大きなウェーブに育てていけるよう、皆
　　　様の御参加をお願いいたします。

　7 月 4 日に青年委員会の事
業として研修会を実施し、旧
甲子園ホテル（現武庫川女子大
学甲子園会館）→旧山邑邸（現
ヨドコウ迎賓館）→六甲山荘を
見学しました。
　旧甲子園ホテルはライトの
弟子の遠藤新、旧山邑邸はラ
イト、六甲山荘はヴォーリズ
が設計しておりそれぞれの見
学場所で係りの方に建物の案
内をして頂きながら、建設に至るまでの経緯や設計で配慮されている点
など、多くの興味深い話を聞かせて頂きました。
　これら 3つの建物は共通して周辺環境と調和し景観に配慮されており、
長く愛され使われ続ける理由の一つがそこにありました。
　また今回の見学会ではびわこ学院大学の学生にも参加して頂き、未来
の建築士に建築士会の活動を知ってもらういい機会になりました。

◇講師プロフィール◇     
高田豊文（たかだ とよふみ）先生 
（滋賀県立大学 環境科学部 環境建築デザイン学科 准教授）
ご専門 : ＊建築構造学＊応用力学＊木質構造
名古屋大学大学院工学研究科建築学専攻 修了後三重大学工学部建築学科 助
手・講師・助教授を経て 2007 年度より現職  
＊ 2003 年宮城県北部地震 ,2004 年新潟県中越地震 ,2005 年福岡県西方沖
地震の地震被害調査＊滋賀県・三重県建築士事務所協会 耐震診断判定委員
会 委員＊三重県木造住宅耐震診断マニュアル 監修

　建設業に携わる私たちは日々技能、資質の向上に努めなければなりません。そこでそれらに資するための今年度の講習会を下記概要・日程にて行う事と
なりました。
　講師に構造をご専門にされている滋賀県立大学環境科学部 環境建築デザイン学科 准教授の高田先生をお招きし、3回構成の講習会を計画いたしました。
テーマは一番身近な木造住宅の構造に関する講習会としました。
　ふるってご参加いただき、是非とも日々のお仕事に活かしていだきますようにお願い申し上げます。
尚、本講習は全て CPD申請対象の講習となっております。　

第1回講習会      
　●日　　時：9月 4日（金）
　　　　　　　17：00～ 18：30 （16：30 から受付開始）
　●場　　所：長浜勤労者総合福祉センター（通称 : 臨湖）
　　　　　　　長浜市港町 4番 9号　 TEL：65-2120
　●テ ー マ：木造住宅の耐震診断法（木造住宅耐震診断総論）
　　旧診断法と新診断法の違い、新診断法のポイントについて解説をそれ
　　ぞれ行っていただき、両者の違いなどもご理解いただける講習です。
　　また、建築士が行う一般診断法と精密診断法：保有耐力診断法につい
　　ての解説を行います。
　●参加資格：建築士会又は技士会の会員本人。
　　　　　　　及び賛助会法人の社員（複数可）。
　●申込期日・方法：8月 31日（月）までに FAXにて申込。お早めに !
　●申 込 先：FAX：0749-63-9646
　　　　　　　（株）茂森工務店 まで。（担当／茂森 TEL：0749-63-5556）

【予告編】※3回シリーズですが、2回目から受講でももちろん大丈夫です。
第2回　●日時（決定）：12月 4日（金） 17：00 ～ 18：30
　　　　 ●場　　所：市内にて未定
　　　　 ●テ ー マ：木造住宅の限界耐力計算の概説
第3回　●日時（決定）：来年の 4月 24日（土）　13：30～ 15：00（予定）
　　　　 ●場　　所：市内にて未定 
　　　　 ●テ ー マ：伝統木造住宅の耐震診断と耐震補強

☆本部事業の参加・支部だより投稿 

☆会員相互の親睦・他士会・他支部との交流 

相 談 役  
辻　　富夫 
杉本　正和 
片淵　　満 
岡村　輝則 
井島　　均 

本 部 連 携 委 員 会  
西田克美 委員長 小島道雄 副委員長 

交 流 委 員 会  
根縫徹也 委員長 安村弘美 副委員長 

☆地域連携・まちづくり参加・会員増強Ｐ 

☆講習会・研修会・地域材料の調査研修 

なかまづくり委員会 
前出　誠 委員長 中本美栄子 副委員長 

研 修 委 員 会 
安田英樹 委員長 瀬古教登 副委員長 

支 部 長  
大角　道雄 
副 支 部 長 
船田　榮一 
竹田　久志 

監　　　事 
青木　泰裕 
藤橋　進司 

参加費
無　料
定員

先着50名

第1回 
講習会 
参加申込 

勤務先 士会　・　賛助会　・　技士会 

お名前 

お名前 

参加資格区分に 
○してください。 

お名前 

お名前 

改めて
ご案内します。

湖南支部
兵庫の名建築を巡る

おすすめアングル

六甲山荘　おもしろい雨戸収納お勉強中

甲賀支部
ウェーブを甲賀より!

湖北支部 平成 21年度 講習会のお知らせ（第1回講習会のご案内）



　

滋賀のヴォーリズ建築　　　　　　 宮本邸（大津市音羽台）
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　NPO法人ヴォーリズ建築保存再生運動一粒の会が、平成 13年に県の依頼を受けて、「ヴォーリズ建築の
保存活用に見る近代建築コミュニティ育成についての調査」を実施した。その調査において、予想外のヴォー
リズ建築の発見の一つが宮本邸であった。
　JR 大津駅から歩いて 5分程（国道 1号線を京都方面へ）の高台に目をやると、赤瓦の屋根にツインの煙突
を配したスパニッシュスタイルのヴォーリズ住宅が現れる。
　ヴォーリズと宮本文次郎氏との出会いは、ヴォーリズが八幡商業高校の英語教師に着任する折、宮本氏が
ヴォーリズの通訳役を果たしたことによる。宮本氏は大正元年には加藤小太郎の令妹武子と結婚し、大正六年
には長男の政雄を養子に迎え入れている。長男政雄は同志社大学に入学し、神戸で活躍していたロシア人ヴァ
イオリニストのエフゲン・クレイン、さらにはモギレフスキーに師事し、ヴァイオリニストとして活躍した。
　そのため邸宅のデザインにおいても、音楽活動やサロンの場として利用できる居間が本邸の中心となって
いる。北・東・南の三面に大きな窓があり、比叡山・琵琶湖・近江富士が眺望できる。日当たりと風通しの良
い健康的なこの住宅は、自然の恵みを受けながら、文化活動を通して人の出会いを育んでいた器でもあった。

　月刊「家」での滋賀のヴォーリズ建築特集は今月を持って終了となります。
数々のヴォーリズ建築に触れてみると、それぞれの建物には一貫した共通理念があることがわかります。それは、建築設計を通して、
「誰もが幸せに健康的に生きる社会づくり」と「奉仕の精神」を実現することです。つまり「建築は社会貢献の器」と位置づけています。
また彼は建築のみならず、医療、教育、事業 ( メンターム製造販売 )、社会貢献事業体 ( ソーシャルカンパニー ) を母体にし、信頼や
規範によって支えあう生活文化ネットワークを築きました。
　そういったヴォーリズの活動を踏まえ、ヴォーリズが残したスピリットを学び、現代の私達の社会でのまちづくり・ひとづくりに
生かしていこうという趣旨で「ヴォーリズ建築文化ネットワーク」が 3年前に発足し、今年の 10月 11 日には、全国大会が近江八幡
にて開催されます。会員の皆様も振るってご参加下さい。
　最後になりますが、今号まで御読了いただきありがとうございました。（石井和浩）

　

12 水 先負

13 木 仏滅

14 金 大安

15 土 赤口

16 日 先勝

17 月 友引

18 火 先負

19 水 仏滅

20 木 先勝
●四役会　　●理事会
●評議員会　●OB会

21 金 友引

22 土 先負 びわこペーロン大会

23 日 仏滅

24 月 大安 12 月開催定期講習
申込書配布(9月11日まで)

25 火 赤口

26 水 先勝

27 木 友引

28 金 先負

29 土 仏滅

30 日 大安

31 月 赤口 12月開催定期講習申込受付
(9月 11日まで )

1 土 仏滅

2 日 大安

3 月 赤口

4 火 先勝 まちづくり委員会

5 水 友引

6 木 先負
●地域貢献活動センター委員会
●構築・連携特別委員会
●青年部 運営委員会

7 金 仏滅

8 土 大安

9 日 赤口

10 月 先勝 情報広報委員会　

11 火 友引

8月の暦

正面玄関

平成21年度　第3期　
一級・二級・木造建築士定期講習のご案内　

　所属建築士の定期講習を下記の通り開催いたします。
　所属建築士は 3年ごとに受講することが義務付けられています。経過措置として、平成 24年 3月 31 日ま
でに最初の定期講習を受ければいいことになっていますが、定員がありますので、なるべく早めの受講をお
願いします。　

●開 催 予 定 日：平成 21年 12月 17日（木）  ピアザ淡海〈大津〉　定員 180 名　
●申込書配布期間：平成 21年 8月 24日（月）～ 9 月 11 日（金）9：30～ 16：30　　●配布価格：無料　
●受講申込の受付：平成 21年 8月 31日（月）～ 9 月 11 日（金）9：30～ 16：30
  ※郵送による受付は一切いたしません。書類内容確認のためご本人が滋賀県建築士会事務局までご持参下さい。
●受 講 手 数 料：テキスト代を含む 15,750 円（内消費税 750 円）　
●配布・受付場所：（社）滋賀県建築士会事務局　※期間中であっても、定員に達し次第、配布及び受付を終了します。
●お 問 合 せ： （社）滋賀県建築士会事務局　TEL：077-522-1615

夏期休暇

予 告


