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「比叡山延暦寺から望む琵琶湖遠景」
　ユネスコ世界文化遺産「延暦寺」より沖島から琵琶湖大橋、南湖を望む。
比叡山からは眼下に琵琶湖の水面と湖南、湖東の平野が広がり、その雄大さに圧倒される。
周囲を山々に囲まれた湖国滋賀の歴史と豊かな自然に思いを巡らす聖地である。
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 令和２年度

 【建築士定期講習】追加開催ご案内

・渉外事業委員会

 令和２年度

 【既存住宅状況調査技術者講習】

 （更新講習）追加開催ご案内

・渉外事業委員会 ･･･････････････････ ３

  「改正民法が建築士に与える影響等に

関する説明会」のご案内

・総務企画委員会

 近畿建築祭中止のお知らせ

・まちづくり委員会

 滋賀けんせつみらいフェスタ2020

・ポリテクカレッジからのお知らせ ･･ ４

・地区別会員数

・新入会員のご紹介

・9月・10月の暦

表紙：地区の名所探訪シリーズ　第２回
　　　「比叡山延暦寺から望む琵琶湖遠景」
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渉外事業委員会

令和２年度【建築士定期講習】
追加開催ご案内

　新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、講
習の中止及び定員減での開催となることにより、受
講できない受講対象者が出ることを見据え、下記の
とおり滋賀県建築士会がＤＶＤ講習による「建築士
定期講習」を追加開催します。つきましては、現在
予定している講習会に加え、滋賀県建築士会ＨＰに
開催予定を掲載しておりますので、是非とも滋賀県
建築士会でのお申込みをお待ち申し上げております。

通常開催予定
定員：72名　受講料：12,980円 会場コード
　第２回～第４回は、定員に達しましたので、
　締め切りました。
第５回 令和３年３月12日㈮ 【5A-05】
　受付期間 令和２年７月１日～令和３年２月26日
　開催場所 ピアザ淡海（大津市におの浜）

追加開催予定
定員：40名　受講料：12,980円 会場コード
追加１ 令和２年10月２日㈮ 【5A-06】
　受付期間 令和２年８月３日～令和２年９月18日
追加２ 令和２年10月26日㈪ 【5A-07】
　受付期間 令和２年８月３日～令和２年10月16日
追加３ 令和２年12月９日㈬ 【5A-08】
　受付期間 令和２年８月３日～令和２年11月20日
追加４ 令和２年12月23日㈬ 【5A-09】
　受付期間 令和２年８月３日～令和２年12月４日
追加５ 令和３年２月５日㈮ 【5A-10】
　受付期間 令和２年８月３日～令和３年１月22日
追加６ 令和３年２月19日㈮ 【5A-11】
　受付期間 令和２年８月３日～令和３年２月５日
追加７ 令和３年３月24日㈬ 【5A-12】
　受付期間 令和２年８月３日～令和３年３月12日
　開催場所 滋賀県建設会館（大津市におの浜）
 DVD講習

※受付期間であっても定員になり次第、締め切ります。
※講習の詳細は予告なく変更する場合があります。

▪お申し込み・お問い合わせ
　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
　TEL 077-522-1615

http://www.kentikushikai.jp
滋賀県建築士会

渉外事業委員会

令和２年度
【既存住宅状況調査技術者講習】
（更新講習）追加開催ご案内

　新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、講
習の中止及び定員減での開催となることにより、受
講できない受講対象者が出ることを見据え、下記の
とおり滋賀県建築士会が「既存住宅状況調査技術者
講習」（更新講習）を追加開催します。つきましては、
現在予定している講習会に加え、滋賀県建築士会Ｈ
Ｐに開催予定を掲載しておりますので、是非とも滋
賀県建築士会でのお申込みをお待ち申し上げており
げております。

通常開催予定
新規講習 令和２年10月16日㈮
　受付期間 令和２年５月１日～令和２年10月８日
更新講習 令和２年10月23日㈮
　受付期間 令和２年５月１日～令和２年10月15日

追加開催予定
追加更新講習１　令和２年９月25日㈮
　受付期間 令和２年８月３日～令和２年９月17日
追加更新講習２　令和２年11月13日㈮
　受付期間 令和２年８月３日～令和２年11月５日
追加更新講習３　令和２年12月18日㈮
　受付期間 令和２年８月３日～令和２年12月10日

開催場所 滋賀県建設会館（大津市におの浜）
　講習時間 13：45～16：55（受付13：20～）
新規講習 定員：40名
 受講料　WEB申請 21,450円
 　　　　窓口申請 22,000円
更新講習 定員：40名
 受講料　WEB申請 17,000円
 　　　　窓口申請 17,600円

※受付期間中であっても定員になり次第締め切ります。
※講習の詳細は予告なく変更する場合があります。

▪お申し込み・お問い合わせ
　公益社団法人　日本建築士会連合会「講習本部」
　〒108-0014　東京都港区芝５-26-20　建築会館５階
　　　　　　　TEL 03-3456-2061

http://www.kenchikushikai.or.jp
日本建築士会連合会
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渉外事業委員会

「改正民法が
建築士に与える影響等に
関する説明会」のご案内

実施機関：公益社団法人　日本建築士会連合会
　　　　　公益社団法人　滋賀県建築士会

知事指定：滋賀県知事指定（令和２年11月予定）

受講対象者： 設計・施工・設備・構造等の建築士およ
び建築技術者（施工系･設備系）

開催日時：令和２年11月27日㈮
　　　　　14：25～16：45（受付　14：00～）

開催場所：建設会館４F　大会議室

受 講 料： 建築士会会員　 1,500円
　　　　　（テキスト代、消費税含む）
　　　　　一般（非会員）　2,500円
　　　　　（テキスト代、消費税含む）

Ｃ Ｐ Ｄ： ２単位（建築CPD情報提供制度　認定講
習とします。）

申込締切：令和２年11月19日㈭

申込方法：別紙封入物をご覧ください

「改正民法が建築士に与える影響等に関する説明会」時間割
DVDによる講習　２時間15分
14：00～14：25 受　　付 25分
14：25～14：30 受講説明（注意事項説明） 5分
14：30～ 講義1　改正民法について 50分

講義2　 改正民法が工事請負契約
に与える影響 60分

講義3　 改正民法が設計監理契約
に与える影響 25分

16：45 閉　　会
※ 講義はＤＶＤにより行います。内容については

2019年に収録されており2020年４月以降を予定と
する等の内容が含まれております。

２単位

まちづくり委員会

滋賀けんせつ
みらいフェスタ2020

　今年は、10月17日に「滋賀けんせつみらいフェスタ
2020」が開催予定です。
　建築士会は今年も構成団体として参画出展予定をして
います。
　当建築士会のブースでは、コロナ感染症対策を意識し
ながら、県民の皆様に建築士と建築士会を知って頂くた
めのコーナーを計画中です。

昨年の建築士会ブース

滋賀１／５ルール
に取り組みましょう

◇ 50 分の会議を 10 分に短縮する
◇ 10 人でやっていた仕事を２人でやる（残りはテレワークなどを活用）
◇週５日の出勤を１日にして、残りは在宅勤務にする
◇週５日していた用事を週１回にする
◇５人で出かけていた買い物を１人で済ませる

総務企画委員会

近畿建築祭中止のお知らせ
　近畿建築祭（大阪大会）は今般の状況を鑑みて中
止となりました。
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滋賀職能大からのお知らせ

令和２年度 能力開発セミナー の
お知らせ（9、10月開講分）

コース№ コース名　受講料　定員　実施予定日
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

￥11,000　定員10人　９/５、12（土）
CH052 実践建築設計２次元CAD技術

￥11,000　定員10人　10/７、８（水、木）

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。

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ください。
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。
デジタル
パンフレット

講座一覧
（建築系） 受講申し込み

地区別会員数　令和２年８月１日現在
支　部 ６月 ８月 差引
大　津 203 203 0
湖　南 153 147 ▲ 6
甲　賀 79 76 ▲ 3
湖　東 106 103 ▲ 3
彦　根 79 79 0
湖　北 140 136 ▲ 4
高　島 64 62 ▲ 2

湖西滋賀 25 23 ▲ 2
計 849 829 ▲ 20

新入会員のご紹介８/６理事会承認
地　区 氏　名
湖　南 堤　　健太
湖　北 中山　雅裕

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

10 木 大安 情報広報委員会四役会・四役委員長会議

11 金 赤口 定期講習監理技術者講習
12 土 先勝
13 日 友引 二級建築士 「製図試験」
14 月 先負
15 火 仏滅

16 水 大安
17 木 友引
18 金 先負
19 土 仏滅
20 日 大安
21 月 赤口 敬老の日
22 火 先勝 秋分の日
23 水 友引
24 木 先負

25 金 仏滅 既存住宅状況調査技術者講習（更新講習）
26 土 大安
27 日 赤口
28 月 先勝
29 火 友引
30 水 先負

10月の暦
１ 木 仏滅
２ 金 大安 定期講習会（DVD講習）
３ 土 赤口
４ 日 先勝
５ 月 友引
６ 火 先負
７ 水 仏滅
８ 木 大安 四役会・理事会
９ 金 赤口
10 土 先勝

11 日 友引 一級・木造建築士「製図試験」
12 月 先負
13 火 仏滅
14 水 大安
15 木 赤口

16 金 先勝 既存住宅状況調査技術者講習（新規講習）

17 土 先負 滋賀けんせつみらいフェスタ2020
18 日 仏滅
19 月 大安
20 火 赤口
21 水 先勝
22 木 友引

23 金 先負 既存住宅状況調査技術者講習（更新講習）
24 土 仏滅
25 日 大安
26 月 赤口 定期講習会（DVD講習）
27 火 先勝
28 水 友引
29 木 先負
30 金 仏滅
31 土 大安

　比叡山より湖南エリアを望む、JR琵琶湖線の各駅周辺には高層の建物が見える、
大学、企業の進出と京阪神圏のベッドタウン化により近年は街の変貌が著しい。
　近江富士（三上山）から湖南アルプスに広がる平野東方の奥には鈴鹿連峰が見え、
遠くには鈴鹿峠も望まれる。

変貌する湖南エリア遠景


