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URL：http://www.kentikushikai.jp/　mail：shiga-sa@mx.bw.dream.jp

湖国が滋る・水と緑の街づくり

公益社団法人

昭和40年８月21日第３種郵便物認可
発行／公益社団法人　滋賀県建築士会
〒520-0801
滋賀県大津市におの浜１-１-18 建設会館 3F
TEL077-522-1615 ／ FAX077-523-1602

万葉集　巻4-0488　額田王
「君待つと　吾が恋ひをれば　我が屋戸の　すだれ動かし　秋の風吹く」

　秋の夜長にいつまでたっても来ない天智天皇の訪れを待ちわび、かすかな簾の音に一瞬
心をときめかすが、風だとわかって嘆く。恋しい人を待つ女性の微妙な心情の動きを詠ん
だ歌です。
　市神神社には宮廷の愛の文学をかかげた万葉最高の女流歌人、額田王の極彩色の木像が
安置されている。郷土の誇りを栄世に伝え、平和と幸福が満ち溢れることを祈るものである。
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・総務企画委員会 ･･････････････････ ２
    近畿建築祭　奈良大会
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第38回近畿建築祭奈良大会
MY HOME TOWN

― このまちで生きるこのまちを活かす―
地方の魅力や重要性を発信する活動を考えてみませんか？

日　　時：令和元年11月30日㈯　10：00～16：30（受付９：30～）
会　　場：奈良春日野国際フォーラム甍～I・RA・KA～　１階能楽ホール
参 加 費：3,000円（昼食、おみやげ付）

スケジュール
  ９ ：30～10：00　受付
10：00～10：10　開会式
10：10～12：30　第１部　近畿あーきてくとVOL.27
　　　　　　　　　　「地域の魅力をひきだす建築 × 〇〇」
　　　　　　　　　　 建築の持つ力を活かし、○○（他の業種の人・サービス）と協働することで地域の魅

力を引き出し、地域や社会が抱える問題の解決を目指す様々な取り組みを紹介

12：30～13：30　昼食

13：30～14：10　記念式典
　　　　　　　　　　オープニング
　　　　　　　　　　箏・地唄と能の
　　　　　　　　　　コラボレーション

14：30～16：20　第２部
　　　　　　　　　　河瀨直美監督 講演会

16：20～16：30　閉会式

総務企画委員会

主催：近畿建築士会協議会 （公社）滋賀県建築士会　（一社）京都府建築士会　（公社）大阪府建築士会
 （公社）兵庫県建築士会　（一社）奈良県建築士会　（一社）和歌山県建築士会
後援（予定）： 国土交通省近畿地方整備局　（公社）日本建築士会連合会　滋賀県　京都府　大阪府　兵庫県　

奈良県　和歌山県　奈良市

※詳しくは折込案内をご参照ください。

photographed by LESLIE KEE

河瀨直美
　生まれ育った奈良を拠点に映画を創
り続ける。一貫した「リアリティ」の
追求はドキュメンタリーフィクション
の域を越えて、カンヌ国際映画祭をは
じめ、世界各国の映画祭での受賞多数。
代表作は『萌の朱雀』『殯の森』『２つ
目の窓』『あん』『光』『Vision』など。
世界に表現活動の場を広げながらも故
郷奈良にて、2010年から「なら国際映
画祭」を立ち上げ、後進の育成にも力
を入れる。東京2020 オリンピック競
技大会公式映画監督に就任。最新作『朝
が来る』は2020年全国公開予定。
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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
青年委員会　あーき塾　Vol.１　参加申込用紙

～伝統工芸から学ぶ新たなモノづくり～
４単位

あーき塾
Vol.１

青年委員会

日　　時：令和元年９月７日㈯
　　　　　10：30～16：00（受付10：20～）
会　　場：中川木工芸　比良工房　※現地集合・現地解散
　　　　　大津市八屋戸419（JR湖西線蓬莱駅徒歩８分）
　　　　　 駐車台数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関を

ご利用下さい。
参 加 費：建築士会会員・学生　3,000円
　　　　　建築士会非会員　4,000円
定　　員：20名（先着順）
申込締切：令和元年９月５日㈭

　今年度のあーき塾では「木造建築物」の技術や魅力について、伝統工芸や美術作品を通して、体験・見学・
座学の全３回の研修を計画しています。Vol.１として比良にある木桶をつくられている「中川木工芸」にて、
工房の見学と実際に工具を使用してのカトラリー（スプーン等の食器）製作を体験します。
　「中川木工芸」の作品は白木の美しい質感を生かし、革新的な表現のデザインも多く海外からも高い評価を
受けています。木桶職人としての繊細な技術や工法に触れて、建築とは違ったモノづくりの考え方を学び木
造建築物に活用できる機会になればと思いますので、是非ご参加ください。

ドン・ペリニヨン公式
シャンパンクーラー

　講師プロフィール：中川　周士（なかがわ　しゅうじ） 氏　
1968年　京都市生まれ
　　　　  京都精華大学美術部立体造形卒業後、中川木工芸二代目清司
　　　　  （重要無形文化財保持者）に師事。
2003年　中川木工芸　比良工房を開き現在に至る。
2010年　「ドン・ペリニヨン」公認の高野槙シャンパンクーラーを開発。
　　　　   伝統木工芸の素材や技巧をテクノロジーと融合させた新たなモノづ

くりの形は、国内だけでなく海外からも高い評価を得ている。
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　７月30日㈫、安江怜史建築設計事務所 代表 安江怜史氏、ゲストスピーカー黒木大亮氏、松原良輔氏の３
名をお招きし、「つくえとげんばの座談会　Vol.１」を多賀中央公民館「多賀結いの森」にて開催しました。
平日、また非常に暑い中での開催でしたが、21名の方々にお越しいただきました。
　座談会は３つのテーマに分け、それぞれにコーディネーターとして部会から担当を充て、安江氏と対話し
ながら進める形式としました。
　「設計の視点」というテーマでは、平屋の住宅にて板金屋根の桟のピッチをランダムに変える独創的な発想
や、それを納めるためには施工担当との良好な関係が必要であるという苦労話、また完全な防音室を作るた
めに専門家を探して設計するなど、安江氏の設計に対するこだわりなどが聞けました。
　「施工の視点」では、これまで意匠を重視した設計が中心であった講師が、クライアント、また優れた施工
会社との出会いにより、開口部の性能や小屋裏・床下へのエアコン設置による全館空調の考え方など、住宅
の「性能」と両立させる思考に移っていく経緯も聞くことができました。
　最後の「地方だからこそ」は難しいテーマでしたが、リノベーションを例に、繁華街の本屋を保育園にリ
ノベーションしたことで、子ども向けの店舗が増え地域の活性化につながった話をしていただいたり、これ
からの地方は設計施工がキーであると、参加者やゲストスピーカーの方々と熱い意見を交わし、本当に座談
会らしい時間になりました。
　一方的に聴講するわけではなく、講師と会話をしながら進行できるということで、安江氏との距離も近く、
皆さんが参加しやすいとても貴重な体験ができた事業であったと感じました。
　また今年度、地方建築士研鑚事業はあと２回開催いたします。今回の経験・反省点などを踏まえてより良
い事業になるよう取り組んでいきますので、皆さまのご参加をお待ちしております。
 青年委員会　上田有

ゆう

祐
すけ

（彦根地区）

講師　安江怜史氏

「つくえとげんばの座談会　Vol.１」
～建築家 安江怜史氏と～ 報告青年委員会

座談会

福原委員長挨拶 部会担当によるコーディネート
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地区だより

大津地区 
びわ湖大花火大会鑑賞会

　大津地域会は８月８日㈭、アヤハレークサイドホテルにてび
わ湖大花火大会2019鑑賞会を実施しました。絶好の花火日和で、
100名をこえる参加者をお迎えし、花火と料理を楽しみ、会員と
ご家族の親睦をはかることができました。

湖東地区 
家族会

　令和元年７月20日に湖東地域会主催の家族会として、カップ
ヌードルミュージアム大阪池田とエキスポシティに行って来ま
した。
　天候も良くお子様、お孫様、会員様等皆様の笑顔が見られ、
大変有意義な一日となりました。
　カップヌードルミュージアム大阪池田では、カップにオリジ
ナルの絵や文字が描け、又中身の味や具材もトッピングが出来、
世界に一つのだけのカップヌードルを作ることが出来ました。
　エキスポシティでは、中々日帰りでは周りきれないぐらいの
大型複合商業施設で皆様限られた時間の中で楽しんで頂くこと
が出来ました。

湖北地区 
令和元年度　第一回勉強会　報告書

　令和元年７月23日、確認審査機関ビューローベリタスジャパ
ン㈱名古屋駅前事務所の方にご依頼申し上げ、平成30年６月公
布、同９月に施行の改正内容、及び令和元年６月に施行の建築
基準法の一部を改正する法律についてセミナーを開催させてい
ただき、その概要をご説明いただきました。長浜市役所内多目
的ホールをお借りし、募集をかけさせていただきましたが、想
定を超える38名の方にお越しいただきました。
　施行されたばかりの改正法であるため、これからの対応とし
てどのように運用されていくのかも注目されるところだと感じ
ました。また、まだ施行されていない改正案について、その時
期も含め、設計者として今後も敏感にその情報だけでも知って
おくことが大切であると思いました。
　最後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。

建築基準法見直し　真剣です

赤尾副代表の挨拶

華やぐ夏の夜空

カップヌードルミュージアム大阪池田

エキスポシティで集合写真
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市神神社

近江七福神のひとつ「市宮ゑびす」として信仰を集める。
聖徳太子が自ら神像を刻み、商いの道を教えたとされ、そ
の神像が御神体の恵比寿神の胎内に安置されていると伝わ
る。境内には犬養孝書の額田王相聞歌碑がある。
� 観光ナビより

９月の暦
１ 日 仏滅
２ 月 大安
３ 火 赤口
４ 水 先勝
５ 木 友引
６ 金 先負

７ 土 仏滅

青年委員会　あーき塾
伝統工芸から学ぶ
新たなモノづくり
近建女　近畿の魅力ある
和の空間見学会

８ 日 大安

９ 月 赤口
10 火 先勝
11 水 友引 四役会・四役委員長会議
12 木 先負
13 金 仏滅
14 土 大安 ヘリテージマネージャー上級講座
15 日 赤口 二級建築士「製図試験」
16 月 先勝 敬老の日
17 火 友引
18 水 先負 まちづくり委員会
19 木 仏滅 情報広報委員会

20 金 大安 第62回　
建築士会全国大会　
北海道大会

21 土 赤口
22 日 先勝
23 月 友引 秋分の日
24 火 先負
25 水 仏滅
26 木 大安
27 金 赤口
28 土 先勝
29 日 先負
30 月 仏滅

滋賀　万葉の旅　第４回

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。
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。

令和元年度 能力開発セミナー のお知らせ（日程順）
コース№ コース名 受講料 定員 実施予定日※

CH051 実践建築設計2次元CAD技術<フリーウェア編>（使用ソフト＝JW_CAD） ￥7,000 10 ９/４㈬、９/11㈬

講座内容等については、「滋賀職能大」で検索、「在職者・事業主の皆様へ」からご確認ください。下記QRコードもご活用ください。
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。
開始日1カ月未満で受講を希望される場合は下記学務
援助課へお問い合わせください。

講座内容 ネット申し込み 申込書ダウンロード

地区別
会員数
令和元年

８月１日現在

支部 大津 湖南 甲賀 湖東 彦根 湖北 高島 湖西滋賀 計

7月 207 154 80 108 87 136 65 24 861

8月 202 153 80 105 84 135 64 24 847

差引 ▲ 5 ▲ 1 0 ▲ 3 ▲ 3 ▲ 1 ▲ 1 0 ▲ 14


