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湖国が滋る・水と緑の街づくり
公益社団法人
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発行／公益社団法人　滋賀県建築士会
〒520-0801
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TEL077-522-1615 ／ FAX077-523-1602

　西勝酒造は、近江八幡の八幡堀の近くある享保２年（1717年）創業の蔵元である。八幡堀は豊臣秀吉の甥 
秀次が開いて以後琵琶湖水運の要衝として栄えた運河であり、酒蔵はそこから徒歩約５分の古い城下町
の中にある。元は蒲生郡古保志塚村（旧八日市市辺町）で庄屋を勤め、享保２年から酒造りを始めたことが
古文書に記されている。その後浮き沈みがあり明治の廃藩置県の際一旦廃業となったが、明治36年ようや
く現在地に廃業した酒蔵を買入れ、酒造業を再興した。
　写真は1992年にオープンしたサケデリックスペース酒游舘（しゅゆうかん）の外観である。現在地移転
時に建てられたという貯蔵蔵（右）と米蔵（左）を1992年にそれぞれ資料館兼イベントスペースと喫茶食事
処へと改修したもので、旧貯蔵蔵は道路境界まであったものを、アプローチ兼駐車スペースを確保するた
め減築しセットバックしている。どちらも大人数の収容が可能で周辺では希少な存在であり、現在の観光
客で賑わう古い街並み再開発の先駆けでもある。
　西勝酒造の醸す主力銘柄の『湖東富貴』（ことぶき）は、江戸末期に蔵元と親交のあった学者が地相を占
い、「この湖東の地、富貴の相あり。」 と述べたことに因み、また「寿」の表音に、湖東富貴の四字を当てたも
のと伝えられる。また別銘柄「ハートランド」は蔵のある近江八幡の伝統的景観保存・まちづくり運動

「ハートランド」にちなんでいる。 （前谷吉伸）

西勝酒造株式会社　酒游舘
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建築関係五団体合同年賀会のお知らせ
開 催 日　平成31年１月11日㈮
場 所　彦根ビューホテル
受 付　15：30～　　　　年 賀 会　16：00～
会 費　5,000円
交 通 手 段　米原駅よりタクシーで約８分
　　　　　　彦根駅よりタクシーで約７分
　　　　　　JR彦根駅　東口中央より送迎バス14：40発(２台のバスでピストン輸送）
　　　　　送迎バスについては幹事である滋賀県建築士事務所協会までお問い合わせください。
申 込 締 切　平成30年12月５日㈬　13：00まで

※詳細は月刊「家」11月号同封案内書をご覧ください。

総務企画委員会

　森川氏は昭和58年に本会に入会され、理事を５期10年１月務められ、平成27年度
より大津地区委員会委員長として、建築士の地位、技術の向上に尽力された功績が
評価され、平成30年10月26日、第61回全国大会さいたま大会にて表彰されました。
今後益々のご活躍をご期待申し上げます。

日本建築士会連合会会長表彰受賞 受彰おめでとうございます。

平成30年度
日本建築士会連合会会長表彰受賞

森川和彦氏（大津地区）

第61回　建築士全国大会　さいたま大会　参加報告
　（公社）日本建築士会連合会の第61回全国大会　さいたま大会が10月26日㈮～27日㈯、大宮ソニックシティ
にて、全国より約3,050名の参加により開催されました。
　大会テーマ「歴史に感謝　未来に約束」の下、先祖代々受け継がれてきた暮らしの知恵、その中でも子ど
もたちに素晴らしい未来を手渡せるよう住環境を整え、見守り、育てていくことを考える大会となりました。
大会式典をはじめ、記念展示、第６回全国ヘリテージマネー
ジャー大会、地域実践活動発表会（青年委員会）、女性委員会セッ
ション、空き家まちづくりセッション、福祉まちづくりセッショ
ン、防災まちづくりセッション、情報部会セッション、環境部
会セッション、歴史・景観まちづくりセッション、埼玉セッショ
ン、大交流会等々、多くのプログラムを通じて情報収集や会員
交流を行うことができました。
　滋賀からは会員23名、一般３名の26名で参加をいたしました。
　また、森川和彦（大津地区）理事が日本建築士会連合会会長
表彰を受賞されました。

総務企画委員会

大宮ソニックシティにて集合写真
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女性委員会　Doシリーズ No79 『蘆花浅水荘でワークショップ』～ミニスツールの座面を編む～　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

Doシリーズ
No.79

女性委員会
『蘆花浅水荘でワークショップ』
～ミニスツールの座面を編む～

　今回は、家具職人・スープファニチャー代表　雄倉高秋氏を講
師に迎えミニスツールの座面をペーパーコード（紙紐）で編みオ
リジナルの家具を作るワークショップを行います。街にあふれる
大量生産の家具ではなく、オリジナルの家具を作成してみませんか。
　またワークショップ会場は、予約なしでは見学できない日本画
家の大家、山元春挙の別荘で、重要文化財『蘆

ろ か

花浅
せんすい

水荘
そう

』となり
ます。大正時代の作庭の自然の中に自己の芸術を表したという庭
園は大津市指定の名勝です。ワークショップの後にこちらの見学
会も行います。

※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。

３単位予定

開 催 日 ：平成31年２月９日㈯　13時～16時
開催場所：蘆

ろ か
花浅

せんすい
水荘

そう
（記恩寺）

　　　　　大津市中庄１丁目19番地23号
定　　員：20名
参 加 費 ：会員￥5,000、会員外￥6,500
ＣＰＤ単位：３単位予定
持 ち 物 ：軍手、ハサミ、ミニスツール（22㎝×22cm×22cm）
　　　　　の入る袋、膝かけなどあると便利
タイムスケジュール：
　　12時45分　受付
　　13時～15時　ワークショップ『ミニスツールの座面を編む』
　　15時～16時　蘆花浅水荘（記恩寺）見学　　案内説明あり
　　16時15分　　解散
申込締切日：平成31年１月31日㈭

ミニスツール

会場：蘆花浅水荘　書院から望む庭園

◦京阪電車石山坂本線瓦ヶ浜
　徒歩5分
◦近隣に有料駐車場有り

講師プロフィール：雄倉高秋 氏
1969年兵庫県生まれ。大阪で10年間の設計事務所勤務を経て、2002年に家具職人の道へ。
飛騨高山で家具作りを学び、スープファニチャーとして活動開始。
2006年に滋賀県大津市に自宅と工房、2011年にショールームをセルフビルドで完成させる。
パイン材や県産材を使用したオーダー家具・キッチン等を製作されている。
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Doシリーズ
No.78

女性委員会
「誰もが最期まで村で暮らす」ための新たな集落づくり

～十津川村の取組みに学ぶ～　　事業報告

　11月２日・３日、近畿建築士会協議会女性部会主催・企画の継続セミナー
に参加する形で、滋賀県建築士会女性委員会DoシリーズNo.78事業を行いま
した。奈良県十津川村を訪れ、2011年９月に紀伊半島を襲った大水害からの
復興、そして過疎化や高齢化といった重要課題に向けての村の取り組みを学
びました。バスでの移動の際、山間に土石流の痕を見て被害の大きさを改め
て知る思いでした。
　１日目に訪れたのは、谷瀬地区の復興公営住宅と高森地区の復興公営住宅
「高森のいえ」。そこで十津川村役場技師　乾　耕輔氏から、これまでの取
り組みの背景や経緯について話して頂きました。また設計監理担当㈱アル
セッド建築研究所　益尾孝祐氏から、2004年の新潟中越地震以降、各地で展
開される災害からの自立再建住宅支援についての説明をうけました。今後も
起こるであろう大災害により歴史的建造物や風景そのものまで失った地域を
再建するために、建築士としてどのように関わることができるかを考えてい
くことが重要だという意識を強く持ちました。「高森のいえ」は、子育て世
帯向け住宅と高齢者向け住宅が雁木でつながり、中央には畑や池が配置され、
住民が助け合いながら安心して暮らせる工夫があちこちに見られました。
　２日目、世界遺産熊野古道　小

こ へ

辺路
ち

の果
はて

無
なし

集落を巡り、前日の懇親会での
奈良県の女性建築士の方の『奈良にきて玉置神社に行かないなんて！』の発
言により急遽予定を変更して参詣した玉置神社。樹齢3000年といわれる神代
杉などの巨木に触れ、大自然と悠久の時の流れを感じるひと時を過ごし、そ
の後に訪れた森林組合木材加工センター敷地内の復興モデル住宅は、十津川
産材を存分に使い、妻壁を風雨から防ぐスバルノフキオロシ等の伝統的要素
を取り入れた魅力ある住宅でした。
　最後の行程で、重要伝統的建造物群保存地区に選定されている五條市新町
通りをガイドさんの案内で散策する際には、滋賀の山本会長と奈良の米村会
長も同行していただきました。
　今回、滋賀からは11名、近畿全体で39名が参加する事業となりました。参
加してくださった皆様ありがとうございました。天候にも恵まれ、すばらし
い事業に参加できたこと、そして近畿の他府県の女性建築士との交流の場を
持つことができたことに感謝し、女性委員会の今後の活動に大いに繋げてい
きたいと思います。

2019年度フォトコンテスト作品募集
詳細は次号でお知らせ致します！
　会員のみなさまの自慢の作品をお待ちしております。
 作 品 の テ ー マ 　「光」・「フリー」（風景・建物などテーマは問いません）
 応　募　資　格 　会員による自作作品とします。
 応　募　作　品 　４つ切（カラー・モノクロ）、ワイドタイプ可、応募点数は問いませんが、作品は未発表のものに限ります。
 賞　　　　　金 　大賞作品、入選作品には賞金を予定しています。
 主　催　団　体 　公益社団法人滋賀県建築士会

情報広報委員会

高森復興公営住宅

「高森のいえ」にて益尾氏の講演

世界遺産　熊野古道子辺路

妻壁のスバルノフキオロシ

復興モデルハウスで全員集合
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地区だより

甲賀地区 
第２回　秋のゴルフコンペ大会開催報告

　10月23日㈫、第２回となります秋のゴルフコンペ
大会を開催致しました。
　近江カントリー倶楽部をお借りし、平日にも関わ
らず県内外各地より多数ご参加いただき、この誌面
をお借りして、まずは御礼申し上
げます。
　雨の天気予報ではありましたが、
当日は霧雨程度で大きく崩れること
なく、日頃の練習の成果を、思う存
分に発揮していただきました。
　朝一番の集合写真よりスタート
し、終了後の表彰式を兼ねたパー
ティーでは参加者同士で懇親を深
めていただき、大変有意義な一日

となりました。
　次回も開催を予定しておりますので、是非ともふ
るってご参加ください。
◆成績は下記の通りです。
　　優　勝：大村　悟子（湖北地域会）
　　準優勝：梅田　稔之（大津地域会）
　　第３位：國府　　薫（本会賛助会）
� （敬称略）

豊公荘にて懇親会

高島地区 
平成30年度

高島市総合防災訓練に参加協力

　平成30年10月21日㈰午前７時00分に高
島市を震源とする震度７の地震が発生。
　市内各所でライフラインが寸断され、
建物の倒壊や火災により大規模な災害が
発生したとの想定のもと、高島市立湖西
中学校を中心として、地元住民や関係機
関490名が参加し実施されました。
　高島地区委員会より、応急危険度判定
士４名を派遣し訓練のトップバッターと
して避難所施設の安全確認を行い現場指

揮本部に報告しました。
　今後もこうした訓練を通じ、災害時における建築
物の安全確認が速やかに行えるよう努めていきたい
と思います。

湖北地区 
平成30年度　親睦交流事業

「ゴルフコンペ及び親睦会」報告

　湖北地区では10月４日㈭名神八日市カントリー倶
楽部にて、親睦交流事業　「ゴル
フコンペ＆親睦会」を開催致しま
した。
　今年は甲賀地区・彦根地区から
もご参加いただき、総勢７組25名
の参加者で大変楽しく交流をはか
ることができました。優勝者は湖
北地区賛助会の宮島さん、商品は
黒毛和牛でした。

　コンペの後は、長浜太閤温泉�豊公荘にて成績発
表を兼ねた親睦会。お酒を酌み交わしながら、会員
の方々と盛り上がった楽しい１日となりました。
　甲賀・彦根地区の皆様には遠方よりご参加いただ
き、お礼を申しあげます。

プレー前全員集合

調査済証の表示避難施設の安全確認

優勝者スタート前集合写真
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西勝酒造 株式会社（近江八幡市仲屋町）
　写真は酒游舘の資料館兼イベントスペースの内観である。貯蔵蔵として建築
された明治時代に酒税は国税の１/３を占めていた。各地の蔵元は矜持を示すた
め競って強固で立派な蔵を建てた。当時としては斬新な構造で大空間が確保さ
れている。改修の設計：㈱ヤマプラ（近江八幡市）と池田建築計画（東近江市）、
施工：㈱江成建設（竜王町）による。1996年「麗しの滋賀建築賞」を受賞。酒
造用具や絵の展示の他コンサートなども催されており、12/８㈯にはソンコ・マー
ジュ公演を開催。詳しくは酒游舘（0748-32-2054）まで。
代表銘柄「湖東富貴（ことぶき）」�「ハートランド」� （前谷吉伸）

12月の暦

滋賀職能大からのお知らせ

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。

１ 土 先負 ヘリテージマネージャー
育成講座　第7回

２ 日 仏滅
３ 月 大安
４ 火 赤口

５ 水 先勝 「定期講習」・「監理技術者
講習」

６ 木 友引

情報広報委員会
ヘリテージ支援委員会
青年委員会
二級・木造建築士合格発表

７ 金 大安

８ 土 赤口 ヘリテージマネージャー
育成講座　第8回

９ 日 先勝

10 月 友引
11 火 先負

12 水 仏滅 応急危険度判定士　登録認
定講習会

13 木 大安 四役会　理事会　地区委員
長会議

14 金 赤口

15 土 先勝

青年委員会　あーき塾　
まちあるきシリーズ　
～Around Shiga vol.7　
近江八幡～
女性委員会　全員会議

16 日 友引
17 月 先負
18 火 仏滅 まちづくり委員会

19 水 大安
20 木 赤口 一級建築士合格発表
21 金 先勝
22 土 友引
23 日 先負 天皇誕生日
24 月 仏滅 振替休日
25 火 大安
26 水 赤口
27 木 先勝
28 金 友引 御用納め
29 土 先負

12/29～１/３　
事務局冬季休暇30 日 仏滅

31 月 大安

滋賀の酒蔵・伝統と文化を訪ねて　第30回 

支部 大津 湖南 甲賀 湖東 彦根 湖北 高島 湖西滋賀 計
10月 205 150 81 112 89 132 65 25 859
11月 205 150 81 112 88 132 65 25 858
差引 0 0 0 0 ▲�1 0 0 0 ▲�1

地区別
会員数
平成30年

11月１日現在

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。


