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　浪乃音酒造は、琵琶湖八景のひとつ浮御堂のほど近く、大津市本堅田で200年以上に続く酒蔵である。
文化２年（西暦1805年）創業、現社長は十代目。日本酒の製造販売は、新しい鉄骨造の建物で行われ
ているが、蔵元直営の料亭「余花朗（よかろう）」がそのすぐ近くにある。現社長の祖父八代目の自邸
であった昭和７年築の木造家屋を改修し、平成16年にオープン。酒造りの閑散期である夏期の６〜９
月のみ完全予約制でお昼のみ営業されており、自慢の天然鰻御膳と蔵元秘蔵の特別なお酒が楽しめる。
　入口の門をくぐると２本の立派な松の木があり、その間を抜ける石畳のアプローチのある前庭と、
琵琶湖を借景に地を這うような松が印象的な主庭は、東福寺方丈庭園も手がけた重森三玲氏の作庭で
あり、個人宅とは思えないほど優美である。写真は、その２つの庭を両側から眺めることの出来る２
間続きの和室であり、俳句界の巨匠 高浜虚子氏も逗留していたそうで、落ち着いた風情や趣を感じ、
静かに贅沢な時間が流れる。また和室だけでなく洋室もあり、ここにも昭和初期の風情を感じることが
できる。
　中井孝社長の語る「浪乃音」のコンセプトは、「こんなお酒があるのかという透明感があり、口に含
んだ瞬間からのどごしまで優しい味わい」。余花朗で頂く浪乃音のお酒は格別である。 （前谷吉伸）

浪乃音酒造　蔵元料亭 余花朗
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Doシリーズ
No.72

女性委員会

新しい木質構造用材料「CLT」を学ぶ

　高い断熱・遮音・耐火性を持ち、ヨーロッパを中心として発展してきた木質構造用材料「CLT」は、ヨーロッパ諸国
だけでなく、カナダやアメリカをはじめ、近年は各国で急速な伸びを見せています。日本でも持続可能な木質資源の利
用による環境性能の高さが注目され、特に滋賀県でもこれからの期待が高まる中、女性委員会でも勉強の機会を持ちま
す。国内初となる量産型のCLT工場が、今年の４月から岡山県真
庭市にある銘建工業株式会社で稼働を始めました。稼働の様子だ
けでなく、CLTの特徴や日本での取り組みの実例、普及に向けて
の課題など、講演いただきます。　２日目には、倉敷市の街並保存
地区を散策し、大原美術館をはじめ倉敷アイビースクエア、そして
備前市では国宝を有する旧閑谷学校の見学をします。みなさまのご
参加をお待ちしています。

●開 催 日 時：平成28年11月26日㈯～27日㈰
●研 修 場 所：岡山県真庭市　銘建工業株式会社　他
●定　　　員：35名（先着順）

●ＣＰＤ単位：取得予定
●参　加　費：会員　25,000円　　会員外　30,000円
　　　　　　　参加申込及び参加費事前振込をもって受付完了とさせて頂きます。

申込欄に記入いただいたFAX又はメールの宛先へ参加費事前振込のご案内をお送りいたしますの
で、入金をお願い致します。

●行　　　程：
（１日目）近江八幡駅南口出発（７：00）＝大津駅前公園（８：00）＝昼食（11：50～13：00勝山のれん街）＝銘

建工業株式会社　視察・研修・講義（13：30～16：30）＝倉敷ステーションホテル チェックイン＝懇親会
（２日目）ホテル出発（９：00）＝倉敷美観地区散策・大原美術館その他・昼食（～12：30倉敷アイビースクエア内）

＝旧閑谷学校（13：40～14：40）＝大津駅前公園（18：00）＝近江八幡駅南口（18：50帰着予定）

●申 込 締 切：平成28年11月８日㈫

会員／会員外 氏　　名 FAX又はメールアドレス 乗車場所

近江八幡 ・ 大津

近江八幡 ・ 大津

Doシリーズ№72 新しい木質構造用材料「CLT」を学ぶ　参加申込用紙

お申し込みはFAXにて… 公益社団法人 滋賀県建築士会 事務局〈FAX.077-523-1602〉
※取得した個人情報は、Doシリーズ№72の事業以外には使用しません。

協力／滋賀県建築士会　湖東地域会

※出発時間の10分前には集合して下さい。� ※当日連絡先：090-5164-8786（小川）

参考写真：CLTつくば実験棟

参加お待ちしています！

近畿建築祭　京都大会のお申し込みは、同封の滋賀県建築士会事務局宛の申し込み用紙にて10月20日まで
にお申し込みください。
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第53回滋賀県建設界野球大会の参加報告
　８月20日に第53回滋賀県建設界野球大会に参加しまし
た。最終回までは、11対０で楽勝だったのですが、エー
スの途中交代により、あれよあれよと言う間に得点され、気
付けば、11対12で負けてしまいました。来年は初戦を突破
できるように、練習に励みたいと思います。去年に引き続き、
盛大なご声援を頂き、ありがとうございました。部員募集も
随時行っておりますので、（特にピッチャーキャッチャー）ご
興味のある方は滋賀県建築士会事務局までご連絡下さい。

（公社)滋賀県建築士会
野球同好会

2016びわこペーロン参加報告
　去る８月21日㈰ サンシャインビーチ 大津市なぎさ公園 にて、第26回 2016びわこペーロンが開催され、女性委員会
ではチーム「ゴーゴー! 女性建築士☆」として10人漕ぎ 女子の部に参加いたしました。
　ペーロンも５回目の出場となり、毎年意気込みだけは十分ですが、今年は10人漕ぎ女子の部に６チームが参加し、
予選では、出だしは首位と好調でしたが、半ば力尽きたのか失速し、３チーム中３位（タイム３分25秒77）に終わりま
した。敗者復活では強豪チームと競うこととなり、４チーム中３位（タイム３分22秒54）でタイムは予選より若干縮めた
ものの残念ながら、決勝進出には至りませんでした。途中、びわ湖放送のテレビ撮影ので、滋賀県住みます芸人のファ
ミリーレストランさんとのからみもあり、充分滋賀県女性建築士のPRになったのではないかと思います。今年も、来年こ
そは決勝進出！と決意を新たに女性委員会の熱い夏は終わりました。
　暑い中応援に来てくださいました方、お志を頂戴いたしました方、地域会の皆様、ありがとうございました。

女性委員会

選手一同整列！

対戦チームとご挨拶 試合開始

漕ぎます！ 参加者集合写真
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ヘリテージマネージャー支援委員会 平成28年度滋賀県ヘリテージマネージャー育成講座始まる

滋賀県ヘリテージマネージャー協議会主催
「大津町家『B＆B粋世（いなせ）』宿泊施設整備事業」現地見学会開催報告

　平成26年度に滋賀県ヘリテージマネージャー育成講座（以降HM育成講座）が始まり、本年で第三回目となる本講座は、文
化庁の補助を受け、滋賀県教育委員会の後援により行う、歴史的建造物の保存活用を担う推進員を育成することを目的とした
講座です。講座修了者には滋賀県ヘリテージマネージャー（歴史的建造物保存推進員：HM）の認定証が授与され、県内の
歴史的建造物の保存・修繕・活用において、建築分野の専門家として研鑽を重ねるとともに実務に活躍いただくこととなります。
　９月10日㈯建設会館４階大ホールにおいて、本年受講者30名を対象に開校式が行われました。日向進実行委員長（京都
工芸繊維大学名誉教授）挨拶の後、来賓の文化庁調査官・西和彦様、滋賀県教育委員会文化財保護課課長補佐・菅原
和之様のお二人に祝辞を頂いた後、杉江HM支援委員長から受講者に向けてのオリエンテーションが行われ開校式は終了しま
した。
　引き続き第一日目の講座が始まり、第一講「歴史的建造物の保存活用の意義」講師：日向進（京都工芸繊維大学名誉教授）、
第二講「ヘリテージマネージャーの役割（保存活用のマネージメント）」講師：西　和彦（文化庁文化財部参事官（建造物担
当付）付登録部門調査官）、第三講「文化財建造物の保護（法規）」講師：西　和彦（同）、第四講「＜講演-１＞ヘリテー
ジマネージャーの役割と展望－兵庫の事例－」講師：沢田　伸（ひょうごヘリテー
ジ機構H２O代表世話人）が行われた。本講座は一日６時間の講座が10回、
計60時間の講座で構成されており、受講生にとっては長丁場の講座となります
が、各専門分野でご活躍の講師の方々から直に学べる大変貴重な場でありま
す。受講生の
皆様には認定
書を手にする
その日まで、頑
張っていただき
たいものです。

ヘリテージマネージャー協議会

　滋賀県ヘリテージマネージャー協議会では９月９日㈮午後、このたび大津市長等三丁目で工事着手をされました「大津町家
『B＆B粋世（いなせ）』宿泊施設整備事業」の現地見学会を開催いたしました。本事業は、滋賀県建築士会湖北地区会員
の世一辰男氏（㈱湖北設計代表取締役、本協議会会員）が事業主となり、大津町家を外国人観光客向けのゲストハウスとし
て活用する事業で、経済産業省の「商店街・まちなかインバウンド促進支援事業」の補助を受けて取り組まれ、平成29年度か
らの事業運営を目指して進められています。
　当日は、協議会メンバーを対象に解体工事前の見学会として開催ました。見学会に先立ち事業主の世一辰男氏より本事業の
目的、今日までの経過、工事概要について説明を頂き、構造診断（伝統木造構法を生かした構造設計法・限界耐力計算）を
担当された川端眞氏（本協議会会員）より本建物についての診断結果と補強の概要についての説明に引き続き現場見学をさせ
ていただきました。
　今回の工事は、本協議会副会長の㈱橋本工務店　橋本慶昭氏が担当をされ、当日も現場で現況建物についての説明や、
今後の施工について技術的な説明を頂きました。
　見学会は今後も工事の進捗にあわせて開催させていただく予定であり、協議会メンバーの技術研鑽のための研修会として実
施したいと考えています。

ヘリテージマネージャー協議会

軒をつらねる大津町家 今回改修の町家
（元は米穀店であつた）

事業主の世一氏より説明を受
ける

当日参加した協議会メンバー

開校式 第1講　日向　進講師
第2、3講座
　西　和彦講師

第4講
　沢田　伸講師
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地区だより

湖北地区 
第３回勉強会　青年建築士勉強会

＆交流会 開催

　８月30日、シェアハウス絹市にて、会員増強事業として青
年建築士勉強会＆交流会を企画したところ、昨年を上回る
18名にご参加いただきました。事業を一般募集せず、湖北
地域会の役員および青年建築士から直接口コミで誘い合う
参加募集方式を取っていることと、参加者のうち50%が非会
員さまということがこの事業の特徴です。
　今回は2016機関紙で特集された「空き家」をキーワード
に勉強会を開催いたしました。第一部は、４月に応急危険
度判定士として熊本入りした青年委員会副委員長の本田真
司君が現地報告として、建物倒壊状況から検証する建物の

弱点等を報告しました。第二部は、長浜まちづくり会社の竹
村氏から、長浜市中心市街地での活動事例やこれからの空
き家・町屋の活用ビジョンをお聞きしました。茨城県日立市出
身でありながら長浜市に魅せられ、長浜市で活躍される竹村
氏のお話は印象的でした。長浜市都市建設部建築住宅課
から行政が行う空き家予防の住宅施策も紹介していただきま
した。第三部では、平成26年建築士会全国大会の地域実
践活動報告で日本連合会会長賞を受賞された京都府建築
士会の寺川徹氏に「まちを元気づける空き家活用～建築士
の社会貢献～」と題して、六原学区で自治会と一体となって
取り組む空き家に対するこれまでの活動紹介と、建築士とし
ての責任や立場など具体的事例をもとに踏み込んだ内容を
お話しいただきました。最後に湖北を担う青年建築士同士の
交流会を行い、青年建築士の輪が一回り大きくなる一日にな
りました。

滋賀けんせつみらいフェスタ2016に建築士会も参加します
　今年も地域社会の安全・安心を担う守り手としての建設産業を広くお伝えすることや、若者に建設業
の魅力を発信することなどを目的とした「滋賀けんせつみらいフェスタ2016」が開催されます。主催者
の構成団体として滋賀県建築士会も参画します。建築士会ブースでは建築相談やお子様向けの木工体験
などを実施します。
　飲食ブースも出店されますので、ぜひご家族で遊びに来てください。
　詳細は同封のチラシを見て下さい。

　日時：平成28年10月23日㈰　10：00～16：00　雨天決行　　場所：大津港周辺

　主催：滋賀県建設産業魅力アップ実行委員会

勉　強　会 交　流　会

昨年度のけんせつみらいフェスタ会場 滋賀県建築士会ブースの様子 県内工業系高校生徒作品展示 子供たちで賑う遊びコーナー
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滋賀の酒蔵・伝統と文化を訪ねて
第4回  浪乃音酒造 （大津市本堅田）

　写真は、他社から理想的と評される最新鋭の設備を導入した鉄骨造３階建て、
平成８年築の酒蔵。設計監理は三和総合設計株式会社。３階に麹室と宿所、
２階に洗い場、酒母室、仕込みタンク、１階には搾り、瓶詰め、貯蔵場、事務所、
店舗があり、酒造工程に最適な配置となっている。３室に分けられた麹室は強い
拘りが感じられ、空調設備が整い厳密な温度管理の下酒造りができる。
代表銘柄：「浪乃音」「ええとこどり」「古壺新酒」  （前谷吉伸）

21 金 大安 第59回　建築士全国大会
「大分大会」22 土 赤口

23 日 先勝 滋賀県建設フェスティバル
24 月 友引 　
25 火 先負 　
26 水 仏滅 　
27 木 大安 　

28 金 赤口 H28-第2回「定期講習」
H28-第2回「監理技術者講習」

29 土 先勝 　
30 日 友引 　
31 月 仏滅

12 水 友引 情報広報委員会四役会、理事会
13 木 先負 応急危険度判定士講習会　彦根
14 金 仏滅 第3回�空き家管理等支援委員会

15 土 大安
熊本地震応急危険度判定業務「国
土交通省住宅局長表彰」式典
第3回ヘリテージマネージャー育成
講座

16 日 赤口 　
17 月 先勝 　
18 火 友引 　
19 水 先負 　
20 木 仏滅 　

1 土 先負 　
2 日 仏滅 　
3 月 大安 　
4 火 赤口 青年委員会

5 水 先勝「あーき塾」～手描きパース技術を身につけよう～
6 木 友引 　
7 金 先負 第2回�会員増強特別委員会
8 土 仏滅 　
9 日 大安 一級・木造製図試験
10 月 赤口 体育の日
11 火 先勝 　

10月の暦

滋賀職能大（ポリテクカレッジ）からのお知らせ

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
〈厚生労働省所管〉近畿職業能力開発大学校附属

滋賀職業能力開発短期大学校（滋賀職能大）
www3.jeed.or.jp/shiga/college/

〒523-8510 滋賀県近江八幡市古川町1414

学務援助課 TEL：0748-31-2254
FAX：0748-31-2255

能力開発セミナー 今後の開催予定のご案内
コース№ コース名 受講料 定員 実施日 講習時間帯

CH031 木造住宅の省エネ設計技術 ￥6,500 10 11/9㈬、 16㈬※
（日程変更） 10：00～17：00

各講座ともCPD認定プログラム申請コースです。
講座の概要は　http：//www3.jeed.or.jp/shiga/college/business/pdf/H28/2016ch.pdf
ネットでの受講申し込みは　http：//www3.jeed.or.jp/shiga/college/business/seminar_form_mousikomi.html
受講申込書のダウンロードは　http：//www3.jeed.or.jp/shiga/college/business/pdf/H28/entry2016.pdf

「オーダーセミナー」のご相談を承ります。
職場やグループ単位での独自研修会「オーダーセミナー」の企画立案のお手伝いをいたします。下記「学務援助課」
までお問い合わせください。

「輝湖祭」（学園祭）開催 平成28年10月22日㈯（荒天時23日㈰に延期）10：00～16 ： 00
多数のご来校をお待ちしております。


