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　田中酒造はJR草津線甲賀駅から北西へ徒歩７分、甲賀市甲賀町の1911年（明治44年）創業の酒蔵である。
駅周辺の大原市場の中心地、商店街沿いにある。字清水の下という地名の通り、良質な地下水が湧き出る
地であり、かつて隣りには醤油蔵もあったという。代表銘柄「春乃峰」の名は、蔵の東に連なる鈴鹿の山々
に春の訪れが感じられる頃、この蔵の新酒が生まれることに由来する。製造量は極めて少なく、最も気温
の下がる１月２月に仕込み、３月にようやく新酒が生まれる。使用する原料米は地元で鹿深米（かふかま
い）を栽培されている営農組合の酒造好適米 玉栄（たまさかえ）が約８割、地元契約農家による酒造好適米 
山田錦が２割と酒米にもこだわりが強い。
　写真は昭和初期頃の築と考えられる母屋と仕込み蔵である。母屋は現在も住居として使われている。仕
込み蔵は高さ、奥行き共に県内有数の大きさで、中は多くのタンクが並んでおり、かつては現在の10倍の
製造量であったという。蔵は奥に向かって細長く、中央に蒸し場と仕込みタンク、奥に麹室、手前に搾り
機、貯蔵タンクがあり、工程に従った簡潔な配置計画がなされている。
　田中酒造のコンセプトは和醸良酒。美味しいお酒は人の繋がりを良くするという意味である。2002年
より蔵のオーナーと製造責任者を兼ねた蔵元杜氏になった田中社長の醸す酒は、香り控えめで、フルボ
ディタイプの甘みを感じる濃醇旨口の骨太な味わいは飲み飽きしない。蔵元杜氏が地元米と地下水で丁
寧に仕込む酒は、この地域の大切な地産品である。 （前谷吉伸）

田中酒造　有限会社　 仕込み蔵
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第２回「滋賀の酒蔵」コーナー、開設しました
　平成30年度通常総会　懇親会会場において、昨年に引き続き「滋賀の酒蔵」コーナーを開設しました。誌
面を飛び出して、月刊家　表紙シリーズ『滋賀の酒蔵・伝統と文化を訪ねて』、第10回～第21回の酒蔵とその
銘酒をご紹介しました。また、参加された皆様には、個性豊かな滋賀の酒を堪能して頂きました。情報広報
委員会の取組みを知って頂くとともに、懇親の場に華を添えることが出来ました。

情報広報委員会

平成30年度　通常総会報告
　５月２６日㈯、琵琶湖マリオットホテルにおいて、公益社団法人滋賀県建築士会通常総会が開催されました。会長挨
拶では、公益法人化した平成24年度からの事業活動として「建築物の耐震判定評価業務」・「地域に眠る価値あ る
文化資産を発掘、活用し地域社会に貢献するヘリテージマネージャーの育成講座の実施」・「滋賀県空き家管理等 基
盤強化推進協議会への事業支援」・「現場の施工監理技術者のための講習会の実施」・「既存技住宅状況調査術者
講習の開催（インスペクターの養成）」等公益性の高い事業を引き続き展開していく考えを表明しました。また、今年度
の近畿建築祭「滋賀大会」が、11月17日㈯比叡山延暦寺で開催されることについて説明がありました。記念品贈呈・ 
感謝状贈呈・会員表彰、来賓祝辞に続き、提出された全ての議案が原案通り承認され無事総会を終了することができ
ました。

総務企画委員会

滋賀の酒蔵コーナー
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第61回　建築士会　全国大会　さいたま大会　のご案内
『歴史に感謝　未来に約束』

　『歴史に感謝　未来に約束』をテーマに第61回建築士会全国大会が埼玉県で開催されます。
１日目は「大会式典」の参加と滋賀懇親会
２日目はオプション観光も予定しております。

総務企画委員会

　昨年に引き続き、「平成30年度　滋賀県ヘリテージマネージャー育成講座」を開講します。ヘリテー
ジマネージャー育成講座とは歴史的建造物を保存活用するための「歴史的建造物保存活用推進員」を育成するため
の建築専門家を対象とした講座です。県内に残る歴史的建造物の保存やその活用に建築士として活躍して頂きたく、
滋賀県建築士会と滋賀県が文化庁の補助を受けて開催する講座です。
　歴史的建造物保存修理の専門分野でご活躍の講師陣、著名な歴史的建造物の保存修理を担当された設計者を招
聘し講座を行います。また県内の文化財建造物での現地演習など、この講座でなければ習得できない専門分野の講
座です。
申込締切：平成30年8月3日㈮　　
参 加 費：会員　20,000円　　　会員外　25,000円　　　学生　5,000円
お申し込み：FAX 公益社団法人 滋賀県建築士会 事務局〈FAX.077-523-1602〉
　※滋賀県建築士会HP　http://www.kentikushikai.jp/　【参加申込】からもお申込み頂けます。

ヘリテージマネージャー支援員会

●開催日時：平成30年10月26日㈮
　　　　　　　全国大会、滋賀懇親会
　　　　　　平成30年10月27日㈯
　　　　　　　自由行動
　　　　　　　オプション観光
　　　　　　　地域交流見学会（エクスカーション）
●開催場所：大会会場　大宮ソニックシティ」
　　　　　　（埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5）
●参加人員：先着30名
●参 加 費：会　員　15,000円（大会登録費含む）
　　　　　　会員外　20,000円（大会登録費別途）
　　　　　　※交通費・オプション観光については、別途料金が必要となります。
●申込方法：同封の参加申込書に必要事項を記入のうえ滋賀県建築士会まで送付ください。
　　　　　　参加者の方には、後日詳細を案内させていただきます。

平成30年度　滋賀県ヘリテージマネージャー
育成講座開講のご案内

60単位（予定）

第１回　８月18日㈯　９：30～17：00　建設会館大ホール

開講式・オリエンテーション
歴史的建造物の保存・活用の意義
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）
文化財建造物の保護（法規）
＜講演１＞ヘリテージマネージャーの役割と展望-兵庫県の事例-

第２回　９月８日㈯　９：00～16：00　建設会館　中会議室
魅力あふれる滋賀の文化財建造物の特徴
保存修理の理念
講演２　指定文化財建造物保存修理の事例（著名な文化財の修理事例）
＊発表意見交換会の概要説明

第３回　９月22日㈯　９：00～16：00　建設会館　中会議室 建造物の調査と文化財としての評価※歴史的建造物の保存活用計画

第４回　10月13日㈯　９：00～16：00
東近江市五個荘金堂　伝統的建造物群保存地区　プラザ三方よし（予定）

＜演習１＞伝建地区の取り組み
歴史的建造物を活かしたまちづくり

第５回　11月10日㈯　９：00～16：00　愛荘町東出　中村家住宅（予定） ＜演習１＞建造物の調査と文化財としての評価演習

第６回　11月24日㈯　９：00～16：00　建設会館　中会議室
破損調査と修理計画の作成
日常の点検・維持管理と周辺環境整備
※歴史的建造物の保存活用計画

第７回　12月１日㈯　９：00～16：00　建設会館　中会議室 歴史的建造物の防災計画と耐震補強

第８回　12月８日㈯　９：00～16：00　愛荘町東出　中村家住宅（予定） 伝統技法・工法
＜演習３＞破損調査と修理計画の作成演習"

第９回　１月12日㈯　９：00～16：00　建設会館　中会議室
歴史的建造物の保存と活用（全国のさまざまな修理・活用事例について広く学ぶ）
講演３　文化財の創造的活用をめざして
※歴史的建造物の保存活用計画

第10回　１月26日㈯　９：00～17：30　建設会館　大ホール 発表・討論（私が見つけた歴史的建造物の保存活用計画発表）講評
閉講式（全体講評）
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　滋賀県内にある国選定の重要文化的景観件数は６件有り全国２位の数を有します。（文化庁2017.５.１.現
在）その中でも高島市は「高島市海津・西浜・知内の水辺景観」「高島市針江・霜降の水辺景観」「大溝の水
辺景観」の３件が選定されており、自然と人との暮らしが作り上げてきた文化的な風景が、重要な歴史資産
として受け継がれています。形ある歴史資産だけでなく、その風景を形成する人々の生活そのものは、それ
ぞれの地域の社会環境と共に備わってきたものだと考えられます。この水辺景観地域及び湖西高島の景観を
今津港から琵琶湖大橋港へと船に乗船し、いつもと違った視点　琵琶湖の湖上から見学研修します。講師に
は文化的景観のさらなる保存と地域に見合った活用にご尽力されている、高島市教育委員会文化財課主監　
山本晃子氏をお招きします。また、近江最古の白鬚神社　湖上に浮かぶ大鳥居､日本唯一の淡水湖に浮かぶ有
人島　沖島を周遊し琵琶湖の神秘と歴史にも触れる湖上研修です。ご参加をお待ちしています！

Doシリーズ
No.77

女性委員会
『滋賀を知る』

～湖上から観る湖西高島の文化、景観～

講師プロフィール：山本晃子 氏
高島市教育委員会文化財課主監　　　　　滋賀県生まれ
仏教大学大学院文学研究科修士課程修了　専攻は日本仏教史
今津町教育委員会町史編さん係を経て、現在は高島市教育委員会
文化財課で、文化的景観保護推進、文化財の調査、保護等を担当

２単位（予定）

開催日時：平成30年9月1日㈯　10：15～13：00
集合場所：今津港
　　　　　（JR湖西線　近江今津駅より　琵琶湖側へ歩いてすぐ）
募集人数：30名
参 加 費：会員　4,500円　　会員外　6,000円
行 　 程：10：00～10：10 集合・受付（今津港）
　　　　　10：15～ 今津港出港
 マキノ町海津・西浜・知内→今津町→新旭町→安曇川町→高島勝野→
 白鬚神社・沖島周遊→船内で昼食
　　　　　～13：00 琵琶湖大橋港到着　解散
申込締切：平成30年8月20日㈪
持 ち 物：双眼鏡をお持ちのかたはご持参下さい。
※今津港を時間通りに出港しますので、遅れのないよう集合して下さい。
　参考時間　JR湖西線 草津方面から南回り　近江今津駅　   9：52着
 彦根方面から北回り　近江今津駅　10：00着
※悪天候等により出航ができない場合は、中止といたします。参加者へご連絡いたします。
※当日連絡先：090-5164-8786（小川携帯）

女性委員会　Doシリーズ No77 『滋賀を知る』～湖上から観る湖西高島の文化、景観～　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〉
※取得した個人情報に関しましては、今回の事業以外に使用いたしません。

氏　　名
フリガナ

勤務先名称
フリガナ

連 絡 先
メールアドレス ⃝ 会　員

⃝ 非会員FAX番号 携帯電話

CPD番号 地　区　名

※滋賀県建築士会HP　http://www.kentikushikai.jp/　【参加申込】からもお申込み頂けます。

協力 / 滋賀県建築士会　高島地域会

９月１日は、「高島の魅力、最発見」の日です。
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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〉
※取得した個人情報に関しましては、今回の事業以外に使用いたしません。

氏　　名
フリガナ

勤務先名称
フリガナ

連 絡 先
メールアドレス ⃝ 会　員

⃝ 非会員FAX番号 携帯電話

CPD番号 地　区　名

　※滋賀県建築士会HP　http://www.kentikushikai.jp/　【参加申込】からもお申込み頂けます。

参加申込用紙
・ビジュアル講座　　・まちあるき高島（参加いただける方に○をしてください）

日　　時：平成30年9月1日㈯　14：15～17：00
集合場所：ＪＲ近江高島駅東口すぐ、ガリバーメルヘン広場
参 加 費：建築士会会員  500円　建築士会非会員　1,000円
定　　員：30名予定（先着順）
申込締切：平成30年8月20日㈪
Ｃ Ｐ Ｄ：2単位（予定）
そ の 他：高島地域会協力
　　　　　台風、雷雨などの荒天時、地震などの天災発生時は止むを得ず中止とさせていただきます。
参考時間：ＪＲ湖西線 （上り）敦賀行　近江高島　14：01着
 （下り）京都行　近江高島　13：38着

青年委員会 あーき塾　まちあるきシリーズ
～Around Shiga vol.6　 高島～Around

Shiga
　滋賀の魅力を伝えることのできる人材の育成を目的とし、滋賀のまち歩きを通じて
地域の魅力発見や各年代・地域間で意見交換できる場としてAround Shigaを開催して
います。

　第６回目になる今回は、高島市の南部に位置する国の重要文化的景観に選定された「大溝の水辺景観」の
町並みの高島市高島エリアを巡ります。JR近江高島駅周辺の狭い範囲の中にたくさんの見どころや歴史が詰
まっています。地元ガイドの案内と、高島地域会の協力のもと、来年400周年祭を迎える大溝祭りや空き家を
改修したびれっじ高島の見学、月刊「家」でもとりあげられた萩乃露醸造元の福井弥平商店の見学も予定し
ています。みなさまのご参加をお待ちしています。

２単位

高島びれっじ 大溝城下　まち割り水路

“湖上研修”から“まちあるき”へとご参加頂けるように計画しております。多数のご参加をお待ちしております。
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　６月３日㈰、第二回ソフトボール交流会を開催しました。梅雨入りし当日まで雨が降るまいかとずっと天
気の心配をしていましたが、皆様のお陰を持ちまして、快晴にて開催させていただくことができました。また、
昨年を上回る参加人数で活気ある１日になりました。尾崎孝祐さん（湖東）による選手宣誓から試合が開始し、
６チームを２つのリーグに分けての総当たり戦を行いました。
　結果は、第３位・湖東チーム、第２位・大津チーム、そして優勝は湖北チームでした。表彰式では、山本
会長より表彰状とトロフィーが授与され、熱い１日が幕を閉じました。
　今年はご家族での参加も多く、子ども達同士で楽しく遊んでいる風景も見られ、家族交流とも言える内容
だったと思います。今後もこのソフトボール交流会を続けていき、建築士会会員同士の絆が、滋賀県全域に
広がるための会員交流事業として、大切にしていけたらいいなと感じました。朝の設営から最後のあと片付
けまで、ケガもなく無事に終えたことに大変感謝しています。また来年も参加しましょう。
 青年委員　北村尚介（湖南）

尾崎孝祐さんによる選手宣誓

画像編集を学ぶ
ビジュアル講座Vol.２

５単位（予定）あーき塾

青年委員会

日　　時：平成30年７月26日㈭
　　　　　10：30～16：30（受付 10：00～）
会　　場：旧大津公会堂２階多目的室　大津市浜大津１丁目４番１号
参 加 費：建築士会会員 500円　　建築士会非会員 １，500円
定　　員：20名（先着順）
Ｃ Ｐ Ｄ：５単位（予定）　　　
申込締切：７月20日㈮

　青年委員会では、昨年に引き続き画像編集を学ぶ講習会を行ないま
す。今回は「仕事に役立つチラシの作成」をテーマに文字の入力、レ
イアウト、写真編集、全体の校正について順を追って解説し、実務に
おいて活用できるテクニックを学びます。基本操作から解りやすく指
導しますので、初めての方でも安心してご参加下さい。
　※ 受講者は、各自ノートパソコンをお持ちください。尚、ソフトを

お持ちでない方は、受講に先立ち illustratorCS６又はCCをダウン
ロードし準備をお願いします。古いバージョンのillustratorをお使
いの場合でもご参加いただけますが、一部機能が利用できない場
合があります。無料体験版をご利用の方は、７日間等の利用期間
制限があるため講習会直前に準備をお願いします。

昨年度の講座の様子

会員交流　第二回建築士会会長杯
ソフトボール交流会　報告青年委員会

閉会式後の集合写真

完成見学会課題サンプル

※お申し込みは５ページをご覧ください
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第28回 2018びわこペーロン 選手の募集＆応援のお願い
　女性委員会は、滋賀県建築士会のPRと、会員相互の親睦・団結を深め会
員増強の一助とする目的で、今年も、びわこペーロンに参加いたします。昨年
同様、10人漕ぎ　混合の部（漕ぎ手女性４名以上）に参戦いたします。チー
ム名は「ゴーゴー！女性建築士☆with B」です。
　今年こそは、上位入賞を目指して全力で挑みたいと思います。
　つきましては、漕ぎ手としてご活躍頂ける男性・女性を募集しております。また、
今年は、近畿女性建築士チームが参戦されますので、当日の応援もよろしくお願
いいたします。
※選手の方にはお弁当をご用意させて頂く予定です。（1,000円当日徴収予定）

日　　　時：平成30年8月19日㈰　８：00～16：00　※雨天決行
場　　　所：大津湖岸なぎさ公園サンシャインビーチ
申込締切日：平成30年７月20日
申　込　先：公益社団法人　滋賀県建築士会　事務局
　　　　　　FAX. 077-523-1602　　TEL. 077-522-1615

女性委員会

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男・女　　　年　齢　　　　　　（選手登録に必要です）

連絡先電話番号　　　　　　　　　　　　　　メールアドレス
※取得した個人情報は、2018びわこペーロン事業以外には使用いたしません。

2018　びわこペーロン　選手参加申込書

地区だより

湖北地区 
第１回　現場見学会　報告書

　平成30年６月２日に開催させていただいた見学会
では、午前に佐川美術館を訪れ、水と美術館の調和
に触れ、快晴であったことも手伝って、建築物であ
りながら風光明媚さも感じられる体験をいたしまし
た。午後からは、新国立競技場の設計者でもある隈
研吾氏設計の守山市立図書館「本の森」へ赴き、工
事の概要、また現地での説明等受けながら現場見学

会を行いました。こだわりを感じたのは壁、天井、
そして外壁。鉄骨造でありながら、要所で木を使用
し、温かく、しかしシャープな印象を受けました。
また、北から望むその外観は「本の森」と言うにふ
さわしいロケーションで、自然を感じ、少し圧倒さ
れる雰囲気もありました。今後もこのような見学会
を開催し、「目」を養うことにも注力していければ
と思いました。最後に、見学会にご協力いただきま
した関係者様各位に感謝申し上げます。ありがとう
ございました。

工事中の本の森外観 佐川美術館で集合写真

H29年度　参加者

頼りになるwith B
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田中酒造 株式会社(甲賀市甲賀町)
　写真は約７年に建てられた直売所兼試飲スペースの外観である。母屋と仕
込蔵の道を挟んで向かいにあり、元々精米蔵があった。地域の繋がりで良く
知る大工さんから伝統工法の修練としての建築の提案がありほぼ任せる形で
建てられた。県内酒蔵での伝統工法、土壁、漆喰、杉板の新築は希少であり、
日本酒を楽しむスペースとして落ち着く空間となっている。現在は地産品や
手作り菓子も陳列し、カフェや週末限定ランチも始められた。これまで酒は
地域の集まりに欠かせなかったが、ここでは地域の核として人が集まる場に
変わりつつある。
代表銘柄　「春の峰」「楓葉」 （前谷吉伸）

７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

「オーダーセミナー」のご相談を承ります。

平成30年度 能力開発セミナー の予定
コース№ コース名 受講料 定員 実施日 講習時間帯
CH011 ネットワーク工程管理技術 ￥7,000 10 7/10㈬、 13㈯ 9：30～16：30

CH021 実践建築一般図・詳細図作成技術
（2次元CAD：AutoCAD編） ￥7,000 10 7/24㈫、 25㈬ 9：30～16：30

CH031 3次元CADを用いた建築設計プレゼンテーション
（3次元CAD：Autodesk Revit編）　New ￥8,000 10 8/17㈮、 18㈯ 9：30～16：30

CH041 木造住宅における結露防止を考慮した断熱・気密設計法 ￥7,000 10 7/26㈭、 27㈮ 9：30～16：30
CH051 木造住宅の省エネ設計技術 ￥8,000 10 9/14㈮、 15㈯ 9：30～16：30

１ 日 仏滅 二級建築士（学科）試験
２ 月 大安
３ 火 赤口
４ 水 先勝
５ 木 友引
６ 金 先負
７ 土 仏滅
８ 日 大安
９ 月 赤口
10 火 先勝
11 水 友引 第２回青年委員会（高島）

12 木 先負 情報広報委員会
13 金 赤口
14 土 先勝
15 日 友引
16 月 先負 海の日
17 火 仏滅 継続能力開発委員会
18 水 大安
19 木 赤口
20 金 先勝
21 土 友引
22 日 先負 一級・木造建築士（学科）試験

23 月 仏滅
24 火 大安
25 水 赤口 総務企画委員会

26 木 先勝 青年委員会　
建築ビジュアル講座VOL.2

27 金 友引
28 土 先負
29 日 仏滅
30 月 大安
31 火 赤口

滋賀の酒蔵・伝統と文化を訪ねて　第25回 

支部 大津 湖南 甲賀 湖東 彦根 湖北 高島 湖西滋賀 計
5月 209 154 80 121 91 134 65 25 879
6月 209 152 81 119 91 134 65 25 876
差引 0 ▲ 2 1 ▲ 2 0 0 0 0 ▲ 3

地区別
会員数
平成30年

６月１日現在

各講座ともCPD認定プログラム申請コースです。
お申し込みは各コースとも開始日の1カ月前までです。お早めにお申し込み下さい。

講座の内容については http://www3.jeed.or.jp/shiga/college/business/seminar_h29.html
 （電子パンフレット、建築･住宅関係コース、各講座の詳細へのリンクもあります）
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/H29/entry2017.pdf

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。

新入
会員

地区 氏　名
湖北 北村　卓造


