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滋賀の街道
〔第2回〕

『大津祭』（旧東海道）
　　　
湖国三大祭りの一つに数えられる。13 基の曳
山、豪華絢爛な装飾、祇園祭の流れを汲むお
囃子などの特徴を持つ。江戸時代、東海道、中
山道、北陸道及び琵琶湖の湖上交通より集めら
れた物資の上方への大集積地として大津が大い
に繁栄していた。その大津町人の経済力と心意
気から生まれたこの祭りは今も当時と変わらぬ
伝統を受け継いでいる。巡行ルートにある札の
辻からの坂は旧東海道に属し、祭りが五十三次
に彩りを添えている。写真は現在の大津駅から
の30M道路に13 基の曳山が一堂に会した絵。
（最寄り駅 :JR 大津駅、
　　　　　京阪電気鉄道大津線 島ノ関駅、浜大津駅）
〔写真提供：
社団法人 びわ湖大津観光協会
〒520-0055 大津市春日町1番3号 JR 大津駅 2F
   　　　　　　　　　　　　　TEL 077-528-2772 
大津曳山展示館 
〒520-0043 大津市中央1-2-27  TEL 077-521-1013〕
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第30回近畿建築祭（和歌山大会）のお誘い
～古い街並み見学と防災～

まちづくり委員会 
　今年も9月12日（土）に建築士フェスティバルを開催いたしました。
　今年は、大津会場パルコ前で行い、雨にもかかわらず多くの市民
の皆様にお集まりいただきました。
　当日の催し物として、模擬店、くじ引き、輪投げ、スーパーボー
ルすくい、ヨーヨー釣り、建築・住まい、耐震・リフォーム等の相
談スペースを設けました。
　また、別のブースでは、積木パズルやべニヤドーム、こだわり住宅作品展示などもあり、皆さんには目で
見て体験していただきました。
　また、パルコ円形広場においては、一里山ひかり保育園の園児達による鼓笛の演奏や、SOUL LOVE SOUND
によるキッズダンスなどを披露し、観客達を魅了しました。多くの方々に建築士会を知っていただくことが
出来たと思います。

（社）滋賀県建築士会  第 3回「建築士フェスティバル」報告

　例年のとおり近畿建築祭が開催されます。今年度の開催地は和歌山県です。
　和歌山県湯浅町の湯浅伝統的建造物群保存地区において、匠の技と文化を今に伝える町並みを見学、その
他歴史の意匠をめぐり、紀州路散策を満喫してください。みなさまのご参加をお待ちしております。　

●開 催 日：平成 21年 11 月 21 日（土）　
●会　　場：湯浅小学校講堂（和歌山県有田郡湯浅町湯浅 1570）　　
●参 加 費：3,000 円　※昼食を含みます。　
●タイムスケジュール〈予定〉：

　
　　　　　　◆湯浅コース：湯浅伝統的建造物群保存地区～稲むらの火防災
　　　　　　◆広川コース：稲むらの火防災～湯浅伝統的建造物群保存地区
　　　　　　　※いずれも両方のコースを見学します。　
●参加申込期限：平成 21年 10月 23日（金）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。FAX：077-523-1602

第30回  近畿建築祭（和歌山大会）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（携帯電話） 支 部 名 乗車場所 

支部 
彦根 ・ 大津 

支部 
彦根 ・ 大津 

支部 
彦根 ・ 大津 

キッズダンス 鼓笛隊の演奏 各ブースの様子

JR彦根駅前 
6：40

大津裁判所前 
7：50

式典・講演会 
10：30～11：45

昼食 
12：15～12：5010：00

名神高速、近畿・阪和道 

エスカーション 
◆湯浅コース　◆広川コース 

13：00～16：20

湯浅小学校 

近畿・阪和道、名神高速 大津・彦根 各地へ 
18：20・19：30
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DoシリーズNo.52  世界文化遺産 比叡山延暦寺の心に触れる申込用紙 

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

※会員の方は支部名を、一般の方は一般に○印をお願いします。滋賀県以外の建築士会会員は一般となります。 
※電話番号は当日連絡のつく番号を記載願います。受付書を送付しますので必ずFAX番号を記載願います。 
※集合場所のいずれかに○印をお願いします。建設会館には車駐車可能。 
※解散後、お茶会を予定しておりますので、いずれかに○印をお願いします。参加費別途。 
※居士林まで各自車で来られる場合は、ドライブウェイ通行料が別途必要になります。駐車場は無料です。 
　各自来られる際は、14：00～14：30の間に居士林にお越し願います。 
 

お名前 

支部名 
・ 
一般 

参 加 費  会員　6,000円　　・　　一般　10,000円 

集合場所 建設会館　  ・　  JR大津駅　  ・　  各　自 参加　  ・　  不参加　　（参加費別途） 

ご住所 

電話番号 
（携帯番号） 支部 

一般 FAX番号 

合　　計 円 

  お問い合わせは… （TEL.077-522-1615） 

お 茶 会  

（社）滋賀県建築士会  
女性部会 主催 

〒520-0801　滋賀県大津市におの浜一丁目1-18　建設会館3階 

　先月号の月刊にて予告いたしましたとおり、下記の日程にて研修見学会を
開催いたします。根本中堂や周辺の堂塔、一般には非公開の天皇の迎賓館等
の特別拝観を予定しております。男女問わず、会員以外の方も含め、是非、
多数のご参加をお待ちしています。

●開 催 日：平成 21年 11月 27日（金）～ 11月 28日（土）　  
●参 加 費：会員 6,000 円  一般 10,000 円　
●開催場所：比叡山延暦寺 西塔、東塔  比叡山研修道場 居士林（比叡山西塔釈迦堂奥）
　　　　　　〒 520-0116 大津市坂本本町4220　TEL/FAX：077-578-0314　HP：http://www.hieizan.or.jp/
●日　　程：　

　　

　

　

●申込方法：
　■ FAX で申し込みの上、参加費をお振込いただき、入金の確認をもって受付とさせていただきます。
　　 入金確認後、FAXにて受付書を返信させていただきます。
　■ 参加費振込後のキャンセルによる返金はありません。参加者が入れ替わる場合は変更FAXを送付願います。
　■ 振込手数料は参加者負担でお願い致します。　
●振 込 先：（社）滋賀県建築士会　 郵便振替 口座記号番号 01010-9-21890  ※個人名の記入をお忘れなく!

●申込締切：平成 21年 10月 27日（火）　
●持 ち 物：洗面用具、タオル、バスタオル、寝着、止観および作務可能の服装（トレーニングウエア、ウィンドー
　　　　　　ブレーカー等、暖かい服装。坐禅をしますので、ジーパン等の体を締め付けるものは不可） 、運動靴。
　　　　　　山上は平地より 5度余り気温が低いため、防寒着、下着など余分にご用意ください。
　　　　　　また、間食や飲料物の持ち込みはできません。

（社）滋賀県建築士会 女性部会主催　DoシリーズNo. 52
世界文化遺産 比叡山延暦寺の心に触れる

― 座禅体験と「大書院」の特別拝観 ―

根本中堂（国宝）

3単位

①１３：００  建設会館又はＪＲ大津駅に集合 
②１４：００  居士林に到着、受付 
③１５：００  入所式　日程の説明 
④１６：３０  坐禅止観の解説、実修 
⑤１８：００  非食（＝夕食） 
⑥１９：００  法話（お坊さんのお話） 
⑦２０：００  開浴（＝入浴） 
⑧２１：００  放心（＝就寝）　 

　　　（居士林にて一泊） 

※解散後、お茶会（参加費別途）を予定しておりますので、お時間許す方は是非ご参加下さい。 

11
月
27
日（
金
） 

①　５：００  覚心（＝起床） 
②　５：４５  坐禅止観 
③　７：００  浄土院参拝 
④　７：３０  作務（＝清掃） 
⑤　８：００  小食（＝朝食、朝がゆ） 
⑥　９：４５  建物研修  天皇の迎賓館「大書院」（非公開）の特別拝観 
⑦１２：３０  正食（＝昼食） 
⑧１３：３０  退所式　 
⑨１４：００  終了　 
⑩１５：００  建設会館又はＪＲ大津駅で解散 

11
月
28
日（
土
） 
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青年部会家族親睦事業

神戸海洋博物館&カワサキワールドと南京町
 神戸で最新テクノロジーと外国文化を一緒に体験しよう！

皆様！お待たせいたしました ! 毎年恒例、秋の家族親睦です !

　本年度は神戸方面に行きますよ～。

家族や皆で色々な体験をしながら会員相互の交流親睦及び家族親睦を深め
建築の多様性の面白さを子供や家族に伝えることを目的として企画しました。

多数の方のご参加をお待ちしています。

●日　　時：平成 21年 10月 31日（土）　8：00～ 19：30 （予定）　　

●場　　所：神戸市（お昼は神戸メリケンパークオリエンタルホテルのランチバイキング）　

●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 1,500 円（3歳以上対象）　

●スケジュール：

　　　　　

●参加申込み締め切り：10月 16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。

彦根バスターミナルＪＲ側 彦根ＩＣ 菩提寺ＳＡ 大津ＩＣ 大津駅前逢坂ビル前 吹田ＳＡ 西宮ＩＣ 阪神高速 
8：00 9：00  9：30～9：458：40

【見学】　13：20～14：40【昼食】　12：00～13：10

ポートアイランドへ アシックススポーツミュージアム 
【見学】　10：40～11：50

神戸メリケンパークオリエンタルホテル 神戸海洋博物館＆カワサキワールド 

彦根ＩＣ彦根バスターミナルＪＲ側 
19：40頃 19：0018：40

南京町＆旧外国人居留地 
【町並み散策】　15：10～16：40

吹田ＳＡ 
17：45～18：00

大津駅前逢坂ビル前 菩提寺ＳＡ 大津IC

青年部会 家族親睦事業  

神戸海洋博物館＆カワサキワールドと南京町申込用紙 

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

※乗車場所（乗車場所に○印して下さい。）　＊彦根駅バスターミナルＪＲ側8：00  ＊菩提寺SA8：30  ＊大津駅逢坂ビル8：50 
 

お 名 前 当日連絡先・TEL 乗 降 場 所 年齢 支 部 名 

支部 

支部 

支部 

歳 

歳 

歳 

彦根 ・ 菩提寺 ・ 大津 

彦根 ・ 菩提寺 ・ 大津 

彦根 ・ 菩提寺 ・ 大津 

  お問い合わせは… （TEL.077-522-1615） 



5

専攻建築士登録更新・新規受付が
12月より始まります。

（社）滋賀県建築士会青年部会

第４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御礼申し上げます。

　さて、下記のとおり、今回で第 4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よう、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：平成 21年 11月 18日（水） 雨天決行　＊集合 AM 8：15　AM8：56 比叡、鈴鹿スタート　

●場　　所：名神八日市カントリー倶楽部　

　　　　　〒529-1597 東近江市石塔町 983-150　TEL：0748-55-1122　

●主　　催：（社）滋賀県建築士会 青年部会　

●費　　用：会費 4,000 円 （当日徴収致します。）  プレー費 13,000 円（各自精算でお願い致します。）

　　　　　※昼食、その他実費は自己負担でお願いします。　

●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、先着 7組 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：参加ご希望の方は、下記申込書を 10月 23日（金）までに、FAX または郵送にてお送り下さい

　　　　　　ますようお願いいたします。

　　　　　　（社）滋賀県建築士会事務局  〒 520-0801 滋賀県大津市におの浜一丁目 1-18　FAX：077-523-1602

（社）滋賀県建築士会青年部会 第4回ゴルフコンペ申し込み用紙 

生 年 月日  

参 考 H D

参加者氏名 

所 属 支 部  
支 部  

F AX番号  

住　　　所 

※後日詳細案内用にFAX番号の記入よろしくお願いします。 

専攻建築士は 5年毎の登録更新が必要です。

2004 年度に登録された専攻建築士の更新受付が始まります。

登録更新概要を下記HPでご確認ください。　

http://www.kenchikushikai.or.jp/date/senko/3-6_check-flow.pdf

更新の方には追って個別に郵送にてご案内いたします。
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湖北支部からのお知らせ

　9月 4日（金）第 1回講習会、滋賀県立大学の高田准教授による「木

造住宅の耐震診断」を臨湖で行いました。当初 58名の申込があり、当

日の参加は 42名でした。

　この企画は「木造住宅の耐震診断法」、「限界耐力計算の概説」そして

「伝統木造住宅の耐震診断と耐震補強」の演題で 3回の講習会を行い、

木造住宅について理解を深めて頂こうというものです。今回はその 1

回目で高田先生に「木造住宅の耐震診断法」について専門的な内容を大

変分かり易く説明して頂きました。参加された方も十分理解できたの

ではないかと思います。次回以降は下記予告編をご覧下さい。尚、第 2

回の案内は9月10日頃郵送しています。参加申込書により申込下さい。　

【予告編】 ※ 3回シリーズですが、2回目からの受講でももちろん大丈夫です。　

　第 2回　日　時：12月 4日（金）17：30～ 19：00 　　 場　所：臨湖 

　　　　　テーマ：木造住宅の耐震診断法（限界耐力計算による診断法）

「限界耐力計算」という言葉は聞いたことがあるんだが・・・。普段馴染みのない方も技術者と

しての素養の部分で概略を理解しておくことは非常に重要だと考えます。

壁量計算による耐力計算（保有耐力診断法）よりも、より詳細に検討する事で、確実な補強、耐

震補強工事のコストダウンを図ることが出来ます。また、設計の自由度を高めたりする事で顧客

満足度を達成し、自社の技術力、特徴を出したりする事が出来る「限界耐力計算」について解説

をして頂きます。

※案内は 9月 10日頃郵送しています。参加申込書により申込下さい。　

　　　　今後の湖北支部の予定　

◆10月22日（木）　

～水の都大阪探訪～　中之島近代建築と大阪名建築探検クルーズ研修

辰野金吾氏設計の【日本銀行大阪支店】、住友吉左右衛門氏の寄附によってつくられた【中之島図書館】、

辰野金吾氏、片岡安両氏設計の【旧中之島公会堂】の見学会。そして、落語家の案内で大阪の建物・橋・水

門など、数々の名所をクルーズ船から探訪します。

※案内は 9月 10日頃郵送しています。参加申込書により申込下さい。　

◆11月11日（水）　

毎年恒例の賛助会合同のゴルフ大会

日頃それなりのゴルフを楽しんでおられる方々に、幅広く多数参加して頂き、ゆったりとした気分で会

員様相互の親睦を深めて頂きたく計画致しました、奮ってご参加下さいお待ち致してます。

日　時：平成 21年 11月 11日（水）雨天決行

場　所：関ヶ原カントリークラブ

申込み：FAXにてお願い致します。*住所 *氏名 *連絡先 TEL 記入お願いします

　　　　FAX：0749-65-1498　担当：秋山信一　TEL：0749-62-6076

※案内は 9月 10日頃郵送しています。　

◆11月21日（土）　

近畿建築祭和歌山大会

近畿建築祭和歌山大会に参加します。和歌山県有田郡湯浅町の湯浅・広川伝建地区の見学会に湖北支部

も参加補助金を出したいと思います。

※詳細は本誌 10月号に掲載されています。参加申込書により申込下さい。　

※ 10月、11 月頃に湖北地区で古建築の見学会を予定しています。現在大通寺の太鼓楼や五村別院を予定

　しております。

講習会
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クリートブロッ

クで覆う補修工

事が行われまし

た。『トンネルの

風情がなくなっ

た』と残念がる

声も出ています。

本体は通行の障

害を解消するた

め、明治 17年（1884 年）この隧道が完成しました。（日本最

初の石造りの道路トンネル 長さ 14.6m 幅 4.4m）花崗岩の総

切石造りの美しいアーチ型のトンネルです。隧道の上の堤防

には、樹齢約 750 年の『弘法杉』（弘法大師が食事をされた

箸が杉の木となったと言われている。）がそびえています。湖

南市の国道1号線を通過される方は一度旧道へ廻りその美し

い隧道を見学されてはいかがでしょうか。　　　（小島道雄）

　「日本の棚田百選」

に選ばれた「畑（は

た）の棚田」は、JR 高

島駅より車で約 20分

の比良の山麓にあり

ます。四季折々の美

しい景観が評価され

て、滋賀県内で唯一

「日本の棚田百選」に選ばれ、映画「男達の大和 /YAMATO」

のロケ地にもなりました。

　畑の集落は標高 400mの山間地にすり鉢状に広がる棚田

に見守られるように家々が点在します。谷の傾斜に逆らわず、

階段状につくられ、幾何学模様に広がる 359 枚もの棚田は

標高差 100mにも及び、石積みの畦畔で田んぼが綺麗に積

み上げられています。

　毎年棚田のオーナー会員を募集しており、現地にて田植

え、稲刈りの体験を行っています。「棚田オーナー」では収穫

米 40kg が、「酒オーナー」は収穫米を地元造り酒屋で作った

純米吟醸酒（750ml）10 本が頂けるそうです。

　大津支部では 9月 5日（土）に「初秋の旅」として三田方面

へ、しい茸狩りとバーベキュー、場所を移動してキリンビー

ル神戸工場の見学、最後に神戸三田アウトレットプレミアム

での買い物の日帰り旅行を行いました。当日は良い天気に恵

まれ、22名の参加が有りました。

　しい茸は採って、すぐにバーベキューで頂くという贅沢な

味わい方で、木立に囲まれた中での食事は趣がありました。

　続いてのビール工場の見学は、大規模な工場の見学の他、

プロが注いでくれた試飲には、バーベキューでビールをセー

ブした男性陣の喉を満足させてくれました。

　最後のアウトレットでの買い物ですが、今度は女性陣がバ

ス到着とともにお目当てのお店に駆け出すほどで買い物の時

間はあまり多くはありませんでしたが満足してもらえたので

はと思います。

　ギュっと凝縮したスケジュールでしたが大変楽しく有意義

な一日となりました。

■お知らせ　
　大津支部青年委員会では今年も大津祭に曳き手として

参加します。今年は孔明祈水山という山です。

　滋賀県には、天井川が 100 河川以上あるといわれており、

その半数が湖南地方に集中しています。湖南市には、大沙川、

家棟川、由良谷川があり、近年河川改修が行われ、平地化が

進み、家棟川の隧道は撤去されました。由良谷川の隧道は大

沙川同様、文化財としての評価が高く、その取扱が気になる

ところであります。大沙川については、国内最古の現役の道

路トンネルとされ、両側の道路側面が老朽化したため、コン

大津支部

湖西高島支部

高島市探訪
〈旧高島町エリア〉その1
【黄金に輝く畑の棚田】

「初秋の旅」
しい茸狩り体験とバーベキュー他

甲賀支部
　　　　　　　　　　　おおすながわ

大沙川の隧道
（湖南市吉永・旧東海道沿い）



　

滋賀の街道　　　　　　　　　　　　大 津 祭（大津市）
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あーき塾「男の料理教室」 

　 

　 

　 

　 

　 

　 

青年部会運営委員会 

　 

●一級建築士試験〈製図〉 
●木造建築士試験〈製図〉 
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全国大会〈やまがた大会〉 

　 

　 

　 

●四役会 
●理事会 
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近建女合同見学会 

　 

　 

　 

総務企画委員会 

　 

　 

青年部　家族親睦事業 

10月の暦 

　写真は札の辻から京阪電気鉄道と “ 併走 ” している場面。昭和 30 年頃は、この坂（旧東海道）で
13基が並び、祭りの見せ場の一つであったが、線路との距離が近く、安全面等の不安もあることか
ら現在の位置での「お披露目」となっている。大津支部青年委員会では昨年の神功皇后山に続き、今
年は孔明祈水山を曳く予定。乞うご期待。　

〔
写真提供：社団法人 びわ湖大津観光協会　　　　　　　

〕  　　　　　〒520-0055 大津市春日町1番3号 JR 大津駅 2F
　　　　　TEL 077-528-2772 
 　　　　　大津曳山展示館 
　　　　　〒520-0043 大津市中央1-2-27  TEL 077-521-1013 

　

事務局からのお願い

　皆様ご存じのとおり、本年は会員名簿発行年となっております。2007 年の会員名簿発行後、変更のござい

ます方はご連絡ください。なお、名簿は本年末発刊の予定です。　

会員名簿記載事項訂正・変更届 

（該当項目に○印） 

　氏名　・　自宅住所　・　自宅ＴＥＬ　・　勤務先名　・　勤務先ＴＥＬ　・　勤務先ＦＡＸ 

変　更　前 

変 更 項目  

変　更　後 

お名前 支部名 

（社）滋賀県建築士会事務局　ＦＡＸ．077-523-1602


