
1

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

令和２年11月１日発行　通巻295号

vol.295

2020/
� 11・12月合併号

表紙：地区の名所探訪シリーズ　第３回　あのベンチから望む琵琶湖の夕景

「あのベンチから望む琵琶湖の夕景」
　彦根市の琵琶湖湖畔に置かれたとあるベンチ、SNSで話題となり人気スポットとなって
いる。天気の良い日は、ライダーやビワイチの休憩場となっている。

・国土交通大臣表彰受章報告…………２
 滋賀県知事表彰報告
・総務企画委員会
 建築関係五団体合同年賀会について
・青年委員会
 近建青滋賀会議

・渉外事業委員会 …………………………３
  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

・まちづくり委員会 ……………………… 4
　「滋賀けんせつみらいフェスタ」について
・まちづくり委員会
 第12回「未来の家」「未来のまち」
 子ども立体作品展開催のお知らせ

・渉外事業委員会 …………………………５
 滋賀県被災建築物応急危険度判定士
 登録認定講習会のご案内
・青年委員会
  賤ヶ岳登山～秋の会員及び家族親睦事

業、余呉湖から賤ヶ岳の絶景を巡る～

・青年委員会 ……………………………６
 次世代育成事業
  紙の力～未来の建築士はキミだ～開催

のお知らせ
・青年委員会
 地方建築士研鑽事業　
 ドローン体験会　Sky！Sky！Sky！
 ～大空に思いを馳せて～

・地区だより ……………………………７

・地区別会員数 …………………………８
・11月・12月の暦



2

総務企画委員会

建築関係五団体合同年賀会
について

開 催 日：令和３年１月８日㈮
場　　所：びわ湖大津プリンスホテル
年 賀 会：16：00～（式典のみ）
※�新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を
鑑み、一部来賓と団体役員のみでの開催といたし
ます。

青年委員会

近建青滋賀会議
　９月12日㈯、近畿建築士会協議会青年部会　第三
回定例会議　滋賀会議が、旧大津公会堂大ホールで
開催されました。滋賀県の参加者６名をはじめ総勢
20名とWEB参加者４名が集いました。新型コロナウ
イルス感染拡大を受け大阪会議を急遽変更し滋賀で
の開催となり、三密を避けるなど感染症対策を施し
ながら会議を行いました。
　今年度は、研修委員会・
地域委員会・情報委員会で
構成されており、３委員会
が２月の研修事業開催を目
指して協議しております。コ
ロナ禍という状況を踏まえ
事業のテーマを『New　
KINKI　Normal　～ココ
からの建築～』と題し、こ
れから変化していく社会構
造や生活様式を模索し、新
しい建築のあり方を考える
場とし、建築士としての資
質向上を図りたいと思います。
　今後も引き続き定例会議
を重ね、２月13日㈯の事業
を成功させたいと思います
のでご期待ください。

小委員会　会議

オンライン会議

定例会議

　　　国土交通大臣表彰受章報告
　このたび、令和２年度建設事業功
労国土交通大臣表彰を本会副会長の
矢場義章氏が受章されました。
　矢場義章氏は、昭和58年４月１日
に社団法人滋賀県建築士会に入会し、
平成９年６月から平成11年５月まで
と、平成21年６月から現在までの７期14年間を理事、
平成17年６月から平成21年６月までの２期４年間を
評議員として永きに亘り会の運営に積極的に携わっ
てこられました。またその間、平成21年６月より平
成25年５月までの４年間、湖東支部長として、支部
の中心的存在として活躍され、研修、親睦の為の諸
事業の実施、本会への積極的参加の推進等、活発な
支部活動を行い、会の活性化に成果をあげるなど、
会員の資質の向上、親睦に務め成果を上げられました。
　また、様々な委員会活動にも積極的に取り組み本
会活動運営に尽力いただいています。
平成27年より専務理事として、本会運営全般の基盤
確立を図り、平成28年から建築士会事務局長の仕事
も兼務し、会議・事務・会計作業の簡略化を行い本
会運営の重要な役割を果たされています。
　平成30年より副会長として会長を補佐し、委員会
組織の活性化、財政基盤確立などに、その指導力を
発揮されています。
　公益社団法人滋賀県建築士会の発展と、建築士の資
質向上のため長年に亘り果たしてきた功績は、誠に顕
著であり、多年に渡り建築設計監理の業務に精励する
とともに、関係団体役員として建設業界の発展に寄与
したことが認められ今回の受賞となりました。
　心からお祝い申しあげ、今後の益々のご活躍をご
祈念いたします。

　　滋賀県知事表彰報告
　菊川太嗣氏（彦根地区）は、平成８年４月１日に
本会に入会し、平成11年５月29日より平成29年５月
29日までの９期18年の間、理事を務められ、また、
平成16年５月29日から平成18年５月26日までの間は
青年委員長として会員の増強や組織の強化、会の健
全な運営に取組み、平成21年５月30日から平成29年
５月26日までの９年間、彦根地区委員会委員長とし
て地域の活性化、組織の強化、建築士・建築士会の
広報など会員の地位と技術の向上の為に尽力されま
した。令和元年５月25
日より現在まで監事と
して運営等にも尽力さ
れた功績が評価されま
した。受賞を心よりお
祝い申し上げ、ますま
すのご活躍を祈念いた
します。

祝

祝
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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３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㈮（終了しました）�【５A-06】
追加２� 令和２年10月26日㈪（終了しました）�【５A-07】
追加３� 令和２年12月９日㈬� 【５A-08】

定員に達しましたので、締め切りました。
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

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㈮　（終了しました）
更新講習� 令和２年10月23日㈮　（終了しました）

追加開催予定
追加更新講習１　令和２年９月2５日㈮　（終了しました）
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　（終了しました）
� 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

※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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まちづくり委員会

「滋賀けんせつみらいフェスタ」
について

　10月17日㈯予定されていました「滋賀けんせつみ
らいフェスタ」は天候が雨の為、コロナ感染症対策
が徹底できない等の理由から、残念ながら、中止と
なっておりました。しかし、開催を11月28日㈯10：00
から15：00（終了時間を30分繰り上げ）に変更し、開
催を予定されています。

開催日時：11月28日㈯　10：00～15：00
　　　　　（予備日：11月29日㈰　10：00～15：00）
　　　　　開催判断は11月27日の正午に決まります。
会　　場：大津港前イベント特設会場

まちづくり委員会

第12回
「未来の家」「未来のまち」

子ども立体作品展
開催のお知らせ

　毎年、県内公立幼稚園の方々、各関係者の皆様に
ご協力いただき、ご好評いただいている「未来の家」
「未来のまち」子ども立体作品展は今年度も第12回を
開催いたします。
　この事業は、（公社）滋賀県建築士会が広く県民に
「建築」に対する認識を深めていただくと共に、未来
を担う「子どもたち」の「夢と創作意欲」を示す場
を提供することにより、今後の県内「建築業界の活
性化」に役立てていくことを目的としております。

　広く県民の皆様に「建築士及び建築士会」の存在
がアピールする事ができ、また県内の子どもたち（県
内公立園５才児）の「夢と創作意欲」が作品化する
ことにより、子ども達の想像力に対する理解増進が
図れるのではないかと考えております。
　また、建築士自身が作品を見ることにより、子ど
も達の豊かな想像力を学び、知ることができます。

　本作品展を開催することにより、保護者等の家族
でご来場いただき、建築士会及び建築士をPR機会と
もなっております。

　展示点数は、限られておりますが、ご関係者の方
がいらっしゃいましたら、ぜひ、作品応募にご協力
をお願い致します。

開催日時：令和３年２月20日㈯～21日㈰
　　　　　午前10：00から午後５：00まで
開催場所：イオンモール草津
応募方法：	県内各公立幼稚園に詳細を郵送しており

ます。

昨年度の子ども立体作品展
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渉外事業委員会

滋賀県
被災建築物応急危険度判定士
登録認定講習会のご案内

主　　催：滋賀県
開催日時：第１回　令和２年11月９日㈪
　　　　　第２回　令和３年１月20日㈬
　　　　　どちらも　13：30～17：00
会　　場：滋賀県建設会館　４階大会議室
　　　　　大津市におの浜１-１-18
定　　員：各定員50名
受講資格：・	住所地か勤務先が滋賀県内の一級・二級・

木造建築士免許取得者
　　　　　　	または行政関係職員（行政関係職員は、

２年以上の建築行政実務者に限る）
　　　　　・	滋賀県被災建築物応急危険度判定士認

定更新希望者
　　　　　　有効期限内の方は受講できません。
　　　　　　（更新者を除く）
　　　　　　	（更新希望者の受講は任意です。受講い

ただかなくても更新可能です。定員に
余裕があれば受講することができます。）

受 講 料：無料

※�申込につきましては滋賀県建築士会のホームペー

ジを御覧ください。

青年委員会

賤ヶ岳登山
～秋の会員及び家族親睦事業、
余呉湖から賤ヶ岳の絶景を巡る～
　今年度の会員交流事業は新
しい生活様式としてソーシャ
ルディスタンスを保ちつつ会
員の仲間との交流が交わされ、
家族と楽しくハイキング登山
を目的とした会員及びご家族
親睦登山を計画いたしました。
　登山コースとしては余呉湖
側からスタートし賤ヶ岳の歴
史や秋の紅葉を楽しみながら
山での開放感を感じる事がで
きます。またお子様達には簡単なゲームを取り入れ、
大人も子どもも楽しめる登山としております。山頂
では休憩を取り軽食を用意しており、また、コロナ
対策もしておりますのでご参加いただけますようお
願い致します。

日　　時：2020年11月14日㈯
　　　　　９：30～14：00ごろまで
　　　　　（９：15受付・軽食付き）
集合場所：長浜市余呉町下余呉1938
　　　　　（余呉湖はごろも館駐車場）
参 加 費：建築士会会員　　　　一人500円
　　　　　建築士会会員ご家族　一人500円
定　　員：22名（先着順）
申込締切：2020年11月10日㈫
　雨天等で中止の場合は２日前にご連絡させて頂きます。

【お問合せ・お申込み】
　公益社団法人滋賀県建築士会事務局
　TEL：077-522-1615　　FAX：077-523-1602
　MAIL：shiga-sa@mx.bw.dream.jp

賤ヶ岳登山～秋の会員及び家族親睦事業、余呉湖から賤ヶ岳の絶景を巡る～お申込み
お名前 連絡先（携帯番号記入おねがいいたします。）

勤務先 地域会 ＦＡＸ（受付完了のご連絡用）

お名前 歳

代表者

ご家族
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授業風景

青年委員会

次世代育成事業
紙の力

～未来の建築士はキミだ～
開催のお知らせ

　青年委員会では12月17日㈭に野洲市立野洲小学校
におきまして、小学６年生を対象に「建築士」とい
う職業を知ってもらう授業と工作用紙を使ったワー
クショップを行います。始めにパワーポイントで「建
築士」とはどんな仕事をしているのかを知ってもら
う授業を行います。続いて小学生６～７人と建築士
１人を１チームとして、工作用紙で作られた柱や壁
をどのような形でどのように設置すると上からの荷
重に耐えられるのかを考え楽しく学ぶ企画です。そ
して、いくつかの賞を設け、最後に表彰を行います。
　建築の魅力を知ってもらい、未来の建築士を目指
す小学生が増えるような充実した事業にしたいと思
います。

日　時：令和２年12月17日㈭
　　　　１回目　10：45～12：20
　　　　２回目　13：55～15：30
会　場：野洲市立野洲小学校
　　　　野洲市小篠原1147

チーム製作風景

製作物完成写真 実験風景

青年委員会

地方建築士研鑽事業　　　
ドローン体験会

Sky！Sky！Sky！
～大空に思いを馳せて～

　近年、建築業界でも様々な場面で活用されている
ドローンに実際に触れ、その技術を学ぶことができ
る体験型事業を開催いたします。
　国交省公認ドローンスクールのインストラクター
の指導のもと、ドローンの法律、活用方法などの講
義を受けた後、実際にドローンを操縦して、操作方
法と建築物の撮影テクニックを学ぶことができます。
また、新型コロナウイルス対策としてソーシャルディ
スタンスに配慮し屋外での活動をメインとした事業
ですので、安心してご参加いただけます。
　新しい技術・道具を学び、身につけ、建築士とし
て新たな価値を社会に還元することを目標に、みな
さまの日々の業務に活かしていただく良い機会と
なっておりますので、是非みなさまのご参加をお待
ちしております。

日　　時：令和３年１月20日㈬　13：30～
会　　場：JUAVAC	ドローン	エキスパート
　　　　　アカデミー滋賀校
　　　　　滋賀県守山市今浜町2620-５ ピエリ守山１F
参 加 費：無料
　　　　　※�新型コロナウイルス対策として参加対

象は会員のみとさせていただきます
定　　員：20名（先着順）
申込締切：令和２年12月16日㈬
C 		P 		D：２単位（予定）
※�ホームページよりお申し込み下さい。

２単位（予定）

昨年度の次世代育成事業　紙の力～未来の建築士はキミだ～
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地区だより

湖東地区
湖東地域会家族親睦会事業報告

　湖東地域会では７月24日金曜日スポーツの日に日
野町「ブルーメの丘」にて家族親睦会を開催いたし
ました。
　今年は新型コロナウイルス感染拡大もあり、マス
クや消毒の準備等の対策をしっかりと行いました。
　当日は天候にも恵まれて100名を超えるご参加をい
ただき開催することができました。
　初めに全員で「クリアキャンドル作り」です。密
にならないように施設の方にも協力いただき、分散
しながらも、それぞれ個性豊かなクリアキャンドル
を皆さん楽しそうに作っておられました。
　その後は自然あふれるブルーメの丘を自由散策し
た後、昼食のBBQをしました。ここでも少し距離を
とってのBBQとなりましたが、会員のご家族や会員
同士の相互の親睦を深めていただき良い家族事業が
できました。

湖南地区 
湖南ゴルフコンペ

　令和２年９月17日㈭、例年通りこなんオープンゴ

ルフコンペを近江カントリー倶楽部で開催いたしま

した。

　今年は、新型コロナウイルスの影響もあり、例年

より参加者は少なくなりましたが、全体で５組16名

のご参加をいただきました。

　昼から雨の予報がでており、天候を心配しており

ましたが、天気も良くコンディションにも恵まれ、

お陰様で何とか最終ラウンドまで天気はもち、最後

までプレーを楽しむことができました。

　今年の優勝は山元利男さん、準優勝は小西知さん、

第３位は山中誠さんでした。

　今年はイベント事が自粛傾向で、ゴルフコンペの

開催も最後まで判断を検討しましたが、新型コロナ

ウイルス対策としまして、懇親会は中止し、表彰式

のみとさせていただきました。景品は例年よりも豪

華に用意させていただいたので、皆さんに大変喜ん

でいただき、地域間交流も兼ねて有意義な一日を過

ごすことができました。

　今後の情勢も想像はつきませんが、来年も是非開

催したいと考えております。

　ご参加いただいた皆様、本当にありがとうござい

ました。
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滋賀県ホームページには、「新型コロナウイルス感染症対策にかかる振り返りと今後の方向性」、
「コロナとのつきあい方滋賀プラン」に�基づく9月1日以降の対応について、掲載されていますの
で、ご確認ください。

「あなたと、　大切な人を　守るために」

支部 8月 10月 差引

大津 203 202 ▲�1

湖南 147 147 0

甲賀 76 75 ▲�1

湖東 103 103 0

彦根 79 79 0

湖北 136 137 1

高島 62 62 0

湖西滋賀 23 23 0

計 829 828 ▲�1

11月の暦
１ 日 赤口

２ 月 先勝 継続能力開発委員会

３ 火 友引 文化の日

４ 水 先負 まちづくり委員会

５ 木 仏滅

６ 金 大安

７ 土 赤口

８ 日 先勝

９ 月 友引
滋賀県被災建築物応急
危険度判定士　登録認
定講習会

10 火 先負

11 水 仏滅 情報広報委員会四役会・四役委員長会議

12 木 大安

13 金 赤口 既存住宅状況調査技術者講習（更新講習）

14 土 先勝

15 日 仏滅

16 月 大安

17 火 赤口 定期講習監理技術者講習

18 水 先勝

19 木 友引

20 金 先負

21 土 仏滅

22 日 大安

23 月 赤口 勤労感謝の日

24 火 先勝

25 水 友引

26 木 先負

27 金 仏滅 改正民放が建築士に与える影響等に関する説明会

28 土 大安
滋賀けんせつみらいフェ
スタ
（雨天の場合は、29日)

29 日 赤口

30 月 先勝

12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 定期講習会（DVD講習）

10 木 大安 情報広報委員会四役会・理事会

11 金 赤口

12 土 先勝

13 日 友引

14 月 先負

15 火 大安

16 水 赤口

17 木 先勝

18 金 友引 既存住宅状況調査技術者講習（更新講習）

19 土 先負

20 日 仏滅

21 月 大安

22 火 赤口

23 水 先勝 定期講習会（DVD講習）

24 木 友引

25 金 先負

26 土 仏滅

27 日 大安

28 月 赤口

29 火 先勝 12/29～１/３　事務局　年末年始休暇

30 水 友引

31 木 先負

2020/９･10月号　vol.294訂正のご連絡と誤記のお詫び
月刊家2020/９･10月号　vol.294　４ページ　新入会員のご紹介の記事において
お名前を　湖北地区「中山　雅裕」様と表記していました。正しくは「山中　雅裕」様です。お詫びして訂正いたします。

地区別会員数　令和２年10月１日現在


