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～素を知る～
『信楽生コン株式会社

工場見学
生コンクリートが
出来るまで』

　建築物や土木建造物に欠かせないコンクリート。
先日も昭和22年に架けられた信楽高原鉄道「第一大
戸川橋梁（PC梁）」が重要文化財に指定されました。
高品質の生コンクリートを安定供給できるよう、日々
研究を重ねておられる信楽生コン株式会社の工場見
学会を行います。試験棟では、実際に圧縮強度試験
や水中養生などを見学し、コンクリートについての
基礎知識を深める研修とします。また、ペーパーウ
エイトをつくるワークショップも開催しますので、
お子様連れの方も是非ご参加ください。
開催日時：令和３年10月16日㈯
　　　　　13：30～15：30
開催場所：信楽生コン株式会社
　　　　　甲賀市信楽町牧1669番地１
参 加 費：会員・子ども　500円
　　　　　小学生　200円　　非会員　1,000円
　　　　　�※子どもの参加は小学生以上とします。
定　　員：�23名（定員になり次第締め切ります）
CPD単位：２単位予定
申込締切日：令和３年10月11日㈪
行　　程：�13：00～13：30　
　　　　　信楽生コン株式会社事務所前集合・受付
　　　　　13：30～14：20　ワークショップ
　　　　　�14：30～15：20　工場見学
　　　　　15：20～15：30　記念撮影　解散
お 願 い：�プラント最上階まで登るので運動靴、パ

ンツ着用をお願いします。見学時のヘル
メットは準備していま
す。事業参加中はマス
クを着用し、その他感
染対策にご協力をお願
いいたします。

※�新型コロナウイルス感染症拡大
の状況により中止となる場合が
ございます。

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

女性委員会　Doシリーズ　No.82　信楽生コン株式会社見学　参加申込用紙

２単位（予定）

　※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。

子ども
名前 年齢 学年 名前 年齢 学年

まちづくり委員会

滋賀けんせつみらい
フェスタ2021

　今年は、11月６日に「滋賀けんせつみらいフェス
タ2021」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。

滋賀県建築士会ブース（令和元年）

子どもたちとふれあう建築士たち（令和元年）

滋賀県建築士会ブース（令和２年）

Doシリーズ
No.82

女性委員会
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青年委員会 研修拡大事業

岐阜建築バスツアー

　令和３年度の研修拡大事業として、この５月に竣
工したばかりの岐阜市役所新庁舎を市の担当職員さ
んの案内のもと見学する建築ツアーを計画しました。�
そのほか、伊東豊雄氏設計のみんなの森ぎふメディ
アコスモスや最近建替えられた北方町役場、妹島和
世氏、高橋晶子氏ら設計のハイタウン北方を見学し
ます。皆さまのご参加ぜひお待ちしております。
日　　時：令和３年10月27日㈬
集合場所：JR大津駅 又は、JR彦根駅
参 加 費：会員 5,000円／非会員 6,000円
　　　　　（昼食代込み）
募集人数：25名（先着順）
CPD単位：３単位（予定）
申　　込：�下記の申込用紙に必要事項をご記入の上、�����

建築士会事務局へFAXをお願いいたします。
申込締切：令和３年10月１日㈮
　　　　　※建築士会HPからもお申込み頂けます。
　　　　　※�新型コロナウイルス感染症拡大の状況

により中止となる場合がございます。

滋賀県からのお知らせ

滋賀県木造住宅耐震関連事業
実施事業者登録講習会の

開催について
　滋賀県内の各市町で実施される木造住宅耐震診断
員派遣事業や木造住宅耐震改修等事業などに従事す
る技術者を県が登録するための講習会を開催します。
本日程が今年度最後の講習会ですので、ぜひご参加
ください。
　本講習会を修了し、登録の申請を行うことで事業
者名簿に登録されます。講習会を修了するだけでは
登録されません。
※�平成28年度登録の方は、本年度が更新年度です。
更新には受講が必要です。
日　　時：令和３年10月25日㈪
　　　　　13時～17時（受付12時30分から）
場　　所：滋賀県庁新館７階大会議室
　　　　　大津市京町四丁目１－１
　　　　　会場には公共交通機関でお越しください。
受講資格：�・�耐震診断員／建築士の方で、県内に勤務

または居住されている方
　　　　　�・�設計者等／主たる事務所を滋賀県内に有

し、建築士事務所登録を滋賀県知事より
受けた建築士事務所に所属する建築士

　　　　　�・�施工管理者／滋賀県内に主たる営業所（本
社・本店等）を有する法人、または個人
事業所に勤務する者（受講者は技術系職
員に限る）

受 講 料：無料
　　　　　　※�受講には下記のテキスト（2冊1組）が必要です。

お持ちでない方は受講申込の際に書籍の申込みも併
せて行ってください。申し込まれた方には当日書籍
を販売しますので、購入代7,333円（税込）を持
参してください。

　　　　　　・�「2012年改訂版　木造住宅の耐震診断と補強方法」
の「指針と解説編」および「例題編・資料編」

申込方法：�「しがネット受付サービス」または申込用
紙を利用してお申し込みください。詳し
い方法は、QRコードから
滋賀県ホームページにア
クセスしてご確認くださ
い。

申し込み・問い合わせ先：
滋賀県�土木交通部�建築課�建築指導室　住まいの安全対策係
TEL : 077-528-4262　FAX : 077-528-4912
メール：antai@pref.shiga.lg.jp

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。

青年委員会　研修拡大事業　「岐阜建築バスツアー」参加申込書
お名前（フリガナ） ご住所 ご連絡先 会員非会員 乗車場所

FAXまたはE-mail
会員
・
非会員

JR大津駅
・

JR彦根駅当日連絡先（携帯電話）

FAXまたはE-mail
会員
・
非会員

JR大津駅
・

JR彦根駅当日連絡先（携帯電話）

　※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）
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まちづくり委員会

第14回「建築士の日」事業
事業報告

　令和３年６月26日㈯、10時から、第14回「建築士
の日」事業を「イオン長浜」で開催しました。PR用
配布物のマスク　800枚、保険機構の「ポケットティッ
シュ」　約800枚、「空き家対策関連のチラシ」　約800
枚を配布して、曇り空の下ではありましたが、広く
県民の方々にPRできました。
　今後も「公益社団法人滋賀県建築士会」の存在や
私たち「建築士」をもっと身近に感じていただける
ように工夫しながらPRを行っていきます。
　ご協力頂いた会員の皆様、朝早くからお手伝いい
ただき、ありがとうございました。来年は彦根地区
内での開催予定です。

配布活動

集合写真 多くのご参加をいただきました

講師　㈱ゴデスクリエイト上田氏

市民と交流

青年委員会 研修拡大事業

「地域に根差す工務店・
建築士の為のYouTube
戦略セミナー」報告

　令和３年７月29日㈭ZOOMにて（一社）滋賀県木
造住宅協会と共催で「地域に根差す工務店・建築士
の為のYouTube戦略セミナー」を開催しました。
　コロナ禍ということもあり興味をお持ちの方が多
く滋賀県建建築士会から18名、県外建築士会から１
名、滋賀県木造住宅協会から15名、会員外から５名
計39名の方にご参加頂きました。
　前半はコロナウイルスによって消費者の価値観が
変化したことにより、既存の集客方法とは異なるデ
ジタルツールを活用した集客や情報発信が高まって
いるWEBの現状や重要性について学びました。
　後半ではYouTube動画を実際に活用されている企
業の取り組み事例やYouTube動画の企画の仕方・撮
影方法・編集方法・アップロードまで細かくポイン
トごとに説明していただき成果の出る運用方法につ
いても学びました。
　最後に第三部会が作成した青年委員会のPR動画を
放映し、活動紹介を行いました。参加者の方々に青
年委員会の魅力のアピールがしっかりと出来て、会
員増強に繋がればよいと思います。
　今後においてもSNSやWEBの重要性はますます高
まり、急激に変化するオンラインの在り方等、興味
のある方は多いと思いますので、このような事業も
開催していきたいと考えております。
　ご参加いただきました皆様、ありがとうございま
した。� 青年委員　阪口　純（大津地区）
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地区だより

湖北地区
令和３年度

近場でお得にBBQまつり

　令和３年７月25日、ローザンベリー多和田にて、�
湖北地区・賛助会・長浜建築施工管理技士会の方々
を対象に、毎年恒例となったBBQまつりを開催しま
した。連日の猛暑にもかかわらず、76名のお申込み
をいただき、特にご家族・お子さまがたくさんご参
加いただきました。
　お肉は1.5倍盛りでボリューム満点。野菜のおかわ
りは園内の畑から採取して、とれたて新鮮野菜をい
ただくことができました。飲み放題に加え、最後は
デザートもあり、満足感いっぱいのBBQまつりとな
りました。年々子どもたち同士も仲良くなってきて、
夏休みのいい思い出になりました。食事後は園内を
散策されたり、心地よいそよ風を受けながら会話を
楽しんだり、お昼寝をしたり、ゆっくりとした時間
を過ごしていただきました。

彦根地区・湖北地区
彦根市民会館と
高橋貞太郎と

８月８日、解体が決まった彦根市民会館の見学会、
講演会、座談会を「彦根市民会館と高橋貞太郎と」
と題し、神戸女子大学の砂本文彦教授をお招きし、
公益社団法人日本建築家協会近畿支部滋賀地域会主
催、彦根市、一般社団法人滋賀県建築設計家協会、
滋賀県建築士会湖北地域会、同彦根地域会共催で開
催しました。
　砂本氏より、帝国ホテル、高島屋東京店など近代
建築を代表される建物を設計され、動線を上手く処
理される高橋氏について講演会で説明をうけると、
当時でもめずらしいと思われる文化活動施設、結婚
式場、レストランなど彦根市民の方にとって中心的
施設を見学させて頂いた建物が動線分離、つながり
などが当時として先進的な設計をされていたと改め
て感じました。
　座談会では、彦根市民会館の林館長、みずほ文化
センターの小寺所長、JIA滋賀地域会の平居会長も
加わり、参加者の方との思い出話や、文化施設とし
ての賑わい話など多くの話がされ、解体を惜しまれ
ました。
　今回、様々な方のお話をおのおのの視点からお聞
きでき、とても有意義な時間を過ごせたと思います。

BBQまつり

解体されるのが惜しい

家族で仲良く
高橋貞太郎を語る 彦根市と共催
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１水先勝

２木 友引

３金 先負

４土仏滅

５日大安

６月 赤口

７火 友引

８水 先負 四役会・四役委員長会議

９木仏滅

10金 大安

11土 赤口

12日 先勝 二級建築士　製図試験

13月 友引

14火 先負

15水 仏滅 定期講習・監理技術者講習(G-NETしが)

16木 大安

17金 赤口

18土 先勝

19日 友引

20月 先負 敬老の日

21火 仏滅 継続能力開発委員会

22水 大安

23木 赤口 秋分の日

24金 先勝

25土 友引
青年委員会　伊吹山登山
全国女性建築士連絡協議
会 福岡（ハイブリット開
催）

26日 先負

27月 仏滅

28火 大安
既存住宅状況調査技術者
講習　更新講習(滋賀県
建設会館)

29水 赤口

30木 先勝

９月の暦
１金 友引

２土 先負

３日仏滅

４月大安

５火 赤口

６水 先負

７木仏滅

８金大安

９土 赤口

10日 先勝 一級・木造建築士　製図試験

11月 友引

12火 先負

13水 仏滅 情報広報委員会・四役会・理事会

14木 大安

15金 赤口 定期講習(滋賀県建設会館)

16土 先勝

女性委員会　Doシリーズ
No．82　～素を知る～
『信楽生コン株式会社工
場見学生コンクリートが出
来るまで』

17日 友引

18月 先負

19火 仏滅

20水 大安

21木 赤口

22金 先勝

23土 友引

24日 先負

25月 仏滅

26火 大安
既存住宅状況調査技術者
講習　新規講習(滋賀県
建設会館)

27水 赤口 青年委員会　研修拡大事業　岐阜建築バスツアー

28木 先勝

29金 友引

30土 先負

31日 仏滅

10月の暦

地区別会員数　令和３年８月１日現在
支 部 ６月 ８月 差引
大 津 193 188 ▲�5
湖 南 147 146 ▲�1
甲 賀 73 72 ▲�1
湖 東 103 101 ▲�2
彦 根 79 79 0
湖 北 135 131 ▲�4
高 島 58 58 0
湖西滋賀 23 23 0
計 811 798 ▲�13

新入会員のご紹介　8/11理事会承認
地　区 氏　名
彦　根 平居　　晋
湖　北 市川　泰規

釈迦山百済寺
　釈迦山百済寺は聖徳太子により開かれた滋賀最古の仏教寺
院とされる。本坊喜見院の庭園や仁王門へ向かう参道が見事
で、建築とランドスケープの親密な関係を学ぶには最適な場
所。百済寺を起点にして滋賀に生まれた大工棟梁甲良宗弘や
作庭家鈍穴を知るきっかけとすることもできる。

※�新型コロナウィルス感染症拡大の状況により、中止・変更等と
なる場合がございます。

総務委員会

第63回
建築士会全国大会「広島大会」
広島会場での開催中止のお知らせ

　令和３年11月19日㈮～開催を予定されておりまし
た第63回　建築士会全国大会「広島大会」は、新型
コロナウイルスの感染が拡大している状況を鑑み、
広島会場での開催は中止となりました。

滋賀県に、緊急事態宣言が
発出中です。

期間は、８月27日～９月12日です。
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