
一般社団法人静岡県設備設計協会 

平成２７年度第３回理事会次第 
 
 

                 日 時：平成２７年７月１７日（金） 
                   午後１時３０分～ 

場 所：(一社)静岡県設備設計協会事務所 
 
 
１ 開 会               
 
２ 会長挨拶             
 
３ 定足数確認 
 
４ 議  事                
 ＜決議事項＞ 

第１号議案 創立５０周年記念行事について 
  第２号議案 相談役の選任について 
＜報告事項＞ 
（１）業務執行理事の職務執行報告について 
（２）平成２７年度年会費の納入状況について 
（３）会員の入会について 
（４）委員会報告について 

 （５）地区会報告について 
 （６）協会経理について 
 （７）その他 
    ・第２回「設備設計関係協会全国会長会議」報告について 
    ・関係団体等の招待等案内と出欠席について 
 
５ 副会長総括 
 
６ 閉会 
 



（第１号議案） 
 

創立５０周年記念行事について 

 
  開催日 平成２７年１１月２０日（金） 
  会 場 ホテルアソシア静岡 
   
検討事項 
 
１ ５０周年組織表について 
  組織表の各担当を基に、記念行事の準備及び当日の運営を進める。 
 
２ 収支予算書 
  準備を進めていく過程で修正箇所は出てくると思うが、現段階での 
  予算書を作成。 
 
３ 事前案内状送付状況 
  来賓に案内状を出す前に、事前に開催日をお知らせして当日のスケジュール調整

をして頂くという趣旨で送付した。 
 
４ 祝賀会での余興と出席者記念品について  
    祝賀会を盛り上げるために余興を取り入れたい。 

また、５０周年にふさわしい記念品を出席者全員に用意したい。 
 

５ 表彰規程(案)と表彰予定者について  
    永年に亘って、建築設備業の推進と協会の発展に寄与された会員に対し、表彰を 

行いたい。規程を作成し、該当者を表彰する。 
 
６ 正会員特別会費について 
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携帯 携帯

〇小林康秀 〇佐々木哲男 〇長田武士 〇甲斐裕士

　創立5０周年記念行事組織表（案）

会　長 三ツ井幹雄 　 携帯 理事会

実行委員長 山森　繁    携帯

　 携帯植田　賢司

事務局
・祝儀管理
・司会者礼金支払
・講師礼金支払
・会場費支払

来賓受付・接待係 受付係 会場係

携帯携帯

◎中山　巧◎佐野富士雄

　記録係

◎ 川端猛真◎手塚正一

・来賓チェック
・祝儀受領整理
・リボン渡し
・リボンの回収
・来賓控室での接待

人数　（６）

永野靖子

・来賓テーブルへ誘導

・講師接待

・名札の回収
・司会者へ連絡
・祝電受取、整理

・参加者のチェック

・会費受取、
　領収書渡し

・写真撮影・会場整理
・来賓入退場案内

（註）◎は責任者、○は副

実行副委員長
総務委員長

名波　睦生    携帯

人数　（８）　 人数　（４） 人数　（４）

辻　信之

齊藤隆幸

村松　宏

杉山　敬

志賀正紀

伴　賢二

鈴木洋之

副会長

後藤利基

神谷保孝

山本晋也

中村健一

大塚　優

泊　真吾
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１．収入の部 （単位：円）

項　目 金　　額

(来賓等)

祝　　儀 250,000 日設協　　　　　　　　　１名 10,000

他県協会　　　　　　　 7名　 70,000

関係団体　　　　　 　１６名 160,000

報道関係　　　　　　　 1名 10,000

計　　　　　　　　　　　２５名 250,000

会　　費 1,610,000 正会員　　　　　　　　２６名(@20,000) 520,000

賛助会員　　　　　 １０９名(@10,000) 1,090,000

計　　　　　　　　　　１３５名 1,610,000

５０周年積立金 2,000,000 2,000,000

収入合計 3,860,000 3,860,000

２．支出の部 （単位：円）

項　目 金　　額

来賓お礼品代 75,000 来賓５０名×@１，５００(お茶等) 75,000

計 75,000

ホテルアソシア静岡 2,380,040 料理１８５名×@５，９４０ 1,098,900

寿司１８５名×@１，０８０ 199,800

フリードリンク１８５名×@２，６００ 481,000

会場費 291,600

音響、照明、吊看板、席札 90,040

コンパニオン１５名×@１４，５８０ 218,700

計 2,380,040

その他 850,660 表彰関係(記念品、丸筒、表彰状用紙、リボン等) 110,000

タクシー代、駐車代等 10,000

次第用紙代 6,500

司会者寸志 30,000

講師謝金 50,000

来賓用はがき、切手 15,000

封筒 14,000

来賓関係(リボン、ラベル用紙、バッグ) 21,000

来賓二次会費 100,000

日設協会長交通費 12,000

出席者記念品代(出席者全員２００名×@2,000 400,000

雑費 82,160

計 850,660

広報誌 400,000 印刷代補助、原稿代 400,000

予備費 154,300 154,300

支出合計 3,860,000 3,860,000

収支差額 0 0

備　　　　　　　　　考

備　　　　　　　　　考

     平成２７年１１月２０日創立５０周年記念行事

収支予算書（案）
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５０周年特別会費について 

 

正会員の５０周年特別会費については、一律２０，０００円と   

します。 

内訳としては、下記等とさせていただきます。 

１.名刺広告代 

２.式典費代（会場費、司会者寸志等） 

３.記念品代及び来賓お礼品代 

４.記念講演 講師謝金代 

５.懇親会飲食代 

６.同上設営費代 

７.印刷他諸費用代 

 

上記について承認をお願いいたします。 

 

                    専務理事 山森 繁 
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氏　　名 事前案内状送付 案内状送付
○静岡県知事 川勝　平太 済
○国会議員 望月　義夫
○静岡県議会議長 吉川　雄二 済
○県議会議員 小楠　和男 済

顧問静岡県議会議員 天野　　一 済
○静岡市長 田辺　信宏 済
○浜松市長 鈴木　康友 済
○国土交通省

下野　成敏 済
○静岡県

経営管理部部長 伊藤　篤志 済
経営管理部理事 渋谷　忠志 済
経営管理部財務局設備課課長 黒柳　正巳 済
経営管理部財務局設備課技監 石田　高久 済
経営管理部財務局設備課課長代理 内山　武志 済
経営管理部財務局設備課設備技術班班長 石川　達也 済
経営管理部財務局設備課電気班班長 石黒　義英 済
経営管理部財務局設備課機械班班長 刑部　　稔 済

○静岡市
都市局建築部設備課参与兼設備課長 春名　繁樹 済
都市局建築部設備課主幹兼清水設備係長 山下伊津雄 済
都市局建築部設備課主幹兼葵・駿河設備係長 小林　　裕 済
都市局建築部設備課参事兼課長補佐 古杉　　守 済

○浜松市
財務部次長公共建築課長 松本　文宏 済
財務部公共建築課専門監課長補佐 瀧口　克也 済
財務部公共建築課専門監 内山　　厚 済
財務部公共建築課技監グループ長 宮野　昭三 済

○沼津市
建設部住宅営繕課課長 榎本　博 済

○富士市
建設部施設建築課統括主幹 佐野　博之 済

○御殿場市
都市建設部建築住宅課 佐藤 済

○(一社)日本設備設計事務所協会
西田　能行 済

○講師
日本銀行静岡支店長 服部　守親 講師承諾済

○都道府県協会・関係団体
三重県設備設計事務所協会会長 伊藤　憲司 済
(一社)山梨県設備設計事務所協会会長 田口　和人 済
(一社)福井県設備設計事務所協会会長 松山  憲雄 済
(一社)石川県設備設計監理協会会長 村島外三雄 済
富山県設備設計事務所協会会長 吉田　光喜 済
(一社)長野県設備設計協会会長 岡宮　清吉 済
（公社）静岡県建築士会会長 佐藤　博行 済

青山　　巌 済
（一社）静岡県建築士事務所協会会長 遠藤　正幸 済

岡野　公彦 済
（一社）静岡県設備協会会長 山本　忠史 済

渋谷　信明 済

創立５０周年記念行事 

（一社）建築設備技術者協会中部支部静岡支所長

所　　　　　　属

案内状送付者名簿（敬称略）

（一財）静岡県建築住宅まちづくりセンター理事長

中部地方整備局静岡営繕事務所長

　　　　　　　　　　　会　長

（一社）日本建築学会東海支部静岡支所長
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氏　　名 事前案内状送付 案内状送付
村松　　篤 済

静岡設計監理協同組合理事長 高田　雅司 済
大石　憲義 済
松田　良克 済
杉山　和幸 済
鳥波　益男 済
鳥波　益男 済
三輪容次郎 済
加藤　敬規 済
夏目　英明 済

○報道関係
㈱建通新聞社静岡支社長 品川　明臣 済

(一社)静岡県電業協会

静岡県水処理協会会長

(一社)静岡県管工事工業協会会長

(一社)静岡県冷凍空調工業会会長
(一社)静岡県フロン回収事協協会代表理事

(一社)静岡県浄化槽協会理事長

(公社)日本建築家協会東海支部静岡地域会会長

静岡県電気工事工業組合理事長
静岡県消防施設業協会会長

所　　　　　　属
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(一社)静岡県設備設計協会 
創立５０周年記念行事 

 
○開催日時  平成２７年１１月２０日(金) 
           記念式典  １４:３０～１５:３０ 
           記念講演会 １５:４５～１６:５５（質疑応答１０分含む） 
           祝賀会   １７:１０～１９:００ 

 ＊時間については、今後若干の変更も有り得る。 
○会  場  ホテルアソシア静岡 ３階「駿府」 
       静岡市葵区黒金町５６  
○出席者  来賓 約５０名 
       国会議員１名、県知事１名、県議会議員３名、静岡市長１名 
       国土交通省関係１名、静岡県関係８名、静岡市関係４名 
       浜松市関係１名、沼津市関係１名、富士市関係１名 
       各県協会関係８名、関係団体関係１６名、報道関係１名 
      正会員２６名  賛助会員１０９名 
      合計 約１８０名 
○過去の記念行事における県関係出席者(敬称略) 
  ２０周年記念（招待者）昭和６０年１１月１６日開催 
   県知事  山本敬三郎     土木部長 伊藤 碩 
   都市住宅部長 市川雄一    都市住宅部営繕課 
   都市住宅部住宅課       都市住宅部建築課 
   都市住宅部設計・検査課    都市住宅部消防・防災課 
  ３０周年記念 １２名 平成７年１１月１６日開催 
   都市住宅部次長 入野興暉  都市住宅部技監兼建築課長 松井 一 
   都市住宅部建築課技監 山田順策 都市住宅部下水道課長 田邊正博 
   都市住宅部営繕課長 稲葉正英 都市住宅部営繕課設備室長 小渕令久      
   都市住宅部営繕課設備室長補佐 菊地敏明 
   沼津土木事務所所長 高橋 亨 沼津土木事務所技監 宇佐美博康 
   沼津土木事務所主幹 藤田 瞭 静岡土木事務所技監 濱崎忠雄 
   浜松土木事務所技監 日野陽充 

４０周年記念 ３名 平成１７年１１月１１日開催 
   県知事代理 都市住宅部部長  山村善敬 
   都市住宅部営繕総室営繕総室長 荻田英之 
   都市住宅部営繕総室設備室長  鈴木一敏                
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平成２７年６月吉日 
 
（関 係 各 位） 
 

 一般社団法人 静岡県設備設計協会 
会  長   三ツ井 幹雄 

                   ５０周年記念事業 山森  繁 
実行委員長 

 
協会創立５０周年記念行事の事前お知らせ 

 
謹啓 初夏の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 さて、当協会は昭和４０年４月に発足し、以来、建築設備等の知識の普及啓

発及び情報の提供、建築設備等の技術に関する調査研究等を行い地域社会の発

展に寄与することを目的に活動して参りましたが、今年度、創立５０周年を迎

える事となりました。 
これもひとえに長年にわたるご指導ご高配の賜物と深く感謝いたしております。 
 つきましては、下記の日程で創立５０周年記念行事を開催したいと存じます。

詳細につきましては、改めてご案内申し上げますので、公務ご多用のところ誠

に恐縮ではございますが、何卒ご来臨賜りますよう謹んでお願い申し上げます。 
敬白 

記 
 
開催日  平成２７年１１月２０日（金） 
     記念式典、記念講演、懇親会 
 
会 場  ホテルアソシア静岡 
      静岡市葵区黒金町５６ 
      電話（０５４）２５４－４１４１ 
 
                   一般社団法人 静岡県設備設計協会  
                  〒422-8062 静岡県静岡市駿河区稲川 1-1-32 
                         グランドゥール稲川 302 号 
                   TEL 054-284-3088  FAX 054-284-3095 
                                  E-mail  sepa@po4.across.or.jp 
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静設協第 号 
 平成２７年８月 日 

             （案）   
正会員各位 
 

(一社)静岡県設備設計協会 
会  長  三ツ井 幹雄 

50 周年記念事業   
          実行委員長 山森  繁 

 
協会創立５０周年記念行事のご案内 

 
 拝啓 秋暑の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より本

協会の活動に対しましては、格別のご支援を賜り厚くお礼申し上げます。 
 さて、本協会が昭和４０年４月１７日に発足して以来５０年が経過し、本年度

は創立５０周年を迎えることとなりました。無事にこの日を迎えられましたの

も、ひとえに長年にわたる皆様からのご指導ご支援のおかげと心より感謝申し

上げます。 
 つきましては、標記記念行事を下記のとおり開催いたしますので、ご多用の

ところ誠に恐縮ですが、正会員各位には是非ともご協賛とご出席を切にお願い

申し上げます。                          
 敬具 

記 
 
１ 開催日 平成２７年１１月２０日（金） 
２ 会 場 ホテルアソシア静岡 ３階「駿府」 
３ 次 第  

（１）記念式典  午後２時３０分～３時３０分 
（２）記念講演  午後３時４５分～４時５５分 
   講 師   日本銀行静岡支店 支店長 服部 守親 様 
   演 題   「静岡経済の現状と今後の展望」（仮題） 
（３）記念祝賀会 午後５時１０分～７時 

４ 会 費 １名２万円（ご欠席の場合でも会費のご負担をお願いいたします。） 
 
＊お手数をお掛けいたしますが、ご都合の程を別紙にて９月３０日までに 
 ご返信下さい。ＦＡＸ（０５４－２８４－３０９５） 
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（別 紙）   

創立５０周年記念行事出欠票 

日時：平成２７年１１月２０日（金）１４:３０～１９:００ 

会場：ホテルアソシア静岡 ３階「駿府」 

    （下記の出欠票の該当欄に○印をご記入下さい。） 

      ・ 記念式典 （ ご出席 ・ ご欠席 ） 

   ・記念講演  （ ご出席 ・ ご欠席 ） 

   ・記念祝賀会 （ ご出席 ・ ご欠席 ） 

 
 
 
事務所名                     
 
 
 

氏  名                     

 
 
 
 
 
 

９月３０日（水）までにご返信願います。 

(一社)静岡県設備設計協会  FAX054-284-3095 
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静設協第 号 
 平成２７年８月 日 

            （案） 
賛助会員各位 
 

(一社)静岡県設備設計協会 
会  長  三ツ井 幹雄 

50 周年記念事業   
          実行委員長 山森  繁 

 
協会創立５０周年記念行事のご案内 

 
 拝啓 秋暑の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より本

協会の活動に対しましては、格別のご支援を賜り厚くお礼申し上げます。 
 さて、本協会が昭和４０年４月１７日に発足して以来５０年が経過し、本年度

は創立５０周年を迎えることとなりました。無事にこの日を迎えられましたの

も、ひとえに長年にわたる皆様からのご指導ご支援のおかげと心より感謝申し

上げます。 
 つきましては、標記記念行事を下記のとおり開催いたしますので、ご多用の

ところ誠に恐縮ですが、賛助会員各位には是非とも多くのご出席を切にお願い

申し上げます。                          
 敬具 

記 
 
１ 開催日 平成２７年１１月２０日（金） 
２ 会 場 ホテルアソシア静岡 ３階「駿府」 
３ 次 第  

（１）記念式典  午後２時３０分～３時３０分 
（２）記念講演  午後３時４５分～４時５５分 
   講 師   日本銀行静岡支店 支店長 服部 守親 様 
   演 題   「静岡経済の現状と今後の展望」（仮題） 
（３）記念祝賀会 午後５時１０分～７時 

４ 会 費 １名１万円 
 
＊お手数をお掛けいたしますが、ご都合の程を別紙にて９月３０日までに 
 ご返信下さい。ＦＡＸ（０５４－２８４－３０９５） 
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（別 紙）   

創立５０周年記念行事出欠票 

日時：平成２７年１１月２０日（金）１４:３０～１９:００ 

会場：ホテルアソシア静岡 ３階「駿府」 

    （下記の出欠票の該当欄に○印をご記入下さい。） 

      ・ 記念式典 （ ご出席 ・ ご欠席 ） 

   ・記念講演  （ ご出席 ・ ご欠席 ） 

   ・記念祝賀会 （ ご出席 ・ ご欠席 ） 

  

会社名  

氏 名  
役職名  

氏 名 
 

役職名 
 

氏 名 
 

役職名 
 

氏 名 
 

役職名 
 

 
＊当日急遽の欠席につきましては、会費を請求させていただきます

のでご了承下さい。 
 
 
９月３０日（水）までにご返信願います。 

(一社)静岡県設備設計協会 FAX054-284-3095 
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静設協第 号 
 平成２７年８月 日 

             （案） 
（ご来賓各位） 
 

(一社)静岡県設備設計協会 
会  長  三ツ井 幹雄 

50 周年記念事業   
          実行委員長 山森  繁 

 
協会創立５０周年記念行事のご案内 

 
 謹啓 秋暑の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より本

協会の活動に対しましては、格別のご支援を賜り厚くお礼申し上げます。 
 さて、本協会は昭和４０年４月に静岡県設備設計事務所協会として建築設備設

計及び工事監理業務を職能とする技術者の組織として発足し、今年度は創立 

５０周年を迎えることとなりました。この間変動の時代をこうして乗り越えら

れましたのも、ひとえに長年にわたるご指導ご高配の賜物と心より感謝申し上

げます。 
 つきましては、下記により創立５０周年記念行事を開催したく存じますので 
公務ご多用のところ誠に恐縮に存じますが、当日は是非ご来臨を賜りたく何卒

よろしくお願い申し上げます。                  敬白 
記 

 
１ 開催日 平成２７年１１月２０日（金） 
２ 会 場 ホテルアソシア静岡 ３階「駿府」 
３ 次 第  

（１）記念式典  午後２時３０分～３時３０分 
（２）記念講演  午後３時４５分～４時５５分 
   講 師   日本銀行静岡支店 支店長 服部 守親 様 
   演 題   「静岡経済の現状と今後の展望」（仮題） 
（３）記念祝賀会 午後５時１０分～７時 
 

＊誠にお手数をお掛けいたしますが、ご都合の程を別紙にて９月３０日までに 
 ご返信下さい。 
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（別 紙）   

創立５０周年記念行事出欠票 

日時：平成２７年１１月２０日（金）１４:３０～１９:００ 

会場：ホテルアソシア静岡 ３階「駿府」 

    （下記の出欠票の該当欄に○印をご記入下さい。） 

      ・ 記念式典 （ ご出席 ・ ご欠席 ） 

   ・記念講演  （ ご出席 ・ ご欠席 ） 

   ・記念祝賀会 （ ご出席 ・ ご欠席 ） 

 

官公庁 
会社・団体名                    
 

役職名                       

 

ふりがな                      

ご芳名                       

 

ご連絡先(TEL)                                       

９月３０日（水）までにご返信願います。 

(一社)静岡県設備設計協会  FAX054-284-3095 
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静設協第 号 
 平成２７年８月 日 

            （案） 
（ご来賓各位） 
 

(一社)静岡県設備設計協会 
会  長  三ツ井 幹雄 

50 周年記念事業   
          実行委員長 山森  繁 

 
協会創立５０周年記念行事のご案内 

 
 謹啓 秋暑の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より本

協会の活動に対しましては、格別のご支援を賜り厚くお礼申し上げます。 
 さて、本協会は昭和４０年４月に静岡県設備設計事務所協会として建築設備設

計及び工事監理業務を職能とする技術者の組織として発足し、今年度は創立 

５０周年を迎えることとなりました。この間変動の時代をこうして乗り越えら

れましたのも、ひとえに長年にわたるご指導ご高配の賜物と心より感謝申し上

げます。 
 つきましては、下記により創立５０周年記念行事を開催したく存じますので 
公務ご多用のところ誠に恐縮に存じますが、当日は是非ご来臨の上、ご祝辞を

賜りたく何卒よろしくお願い申し上げます。             敬白 
 

記 
 
１ 開催日 平成２７年１１月２０日（金） 
２ 会 場 ホテルアソシア静岡 ３階「駿府」 
３ 次 第  

（１）記念式典  午後２時３０分～３時３０分 
（２）記念講演  午後３時４５分～４時５５分 
   講 師   日本銀行静岡支店 支店長 服部 守親 様 
   演 題   「静岡経済の現状と今後の展望」（仮題） 
（３）記念祝賀会 午後５時１０分～７時 
 

＊誠にお手数をお掛けいたしますが、ご都合の程を別紙にて９月３０日までに 
 ご返信下さい。 
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（別 紙）   

創立５０周年記念行事出欠票 

日時：平成２７年１１月２０日（金）１４:３０～１９:００ 

会場：ホテルアソシア静岡 ３階「駿府」 

    （下記の出欠票の該当欄に○印をご記入下さい。） 

      ・ 記念式典 （ ご出席 ・ ご欠席 ） 

   ・記念講演  （ ご出席 ・ ご欠席 ） 

   ・記念祝賀会 （ ご出席 ・ ご欠席 ） 

      

官公庁 
会社・団体名                    
 

役職名                       

 

ふりがな                      

ご芳名                       

 

ご連絡先(TEL)                                       

９月３０日（水）までにご返信願います。 

(一社)静岡県設備設計協会  FAX054-284-3095 

16



表 彰 規 程（案） 

 
 

第１条 この規程は、（一社）静岡県設備設計協会（以下「協会」という。）の会

員に適用する。 
第２条 建築設備設計事業に携わる個人であって、その推進にあたって顕著な功 
績がある等、他の模範として推奨に値する者に対して建築設備設計功労者表

彰を行う。 
第３条 建築設備設計功労者表彰は、次の各号のいずれかに該当し、建築設備設 
計事業の推進に相当の事績を有し他の模範である者に対して行う。 
（１） ５０年表彰 建築設備設計事業に５０年以上従事し、業務に精励す 

るとともに、本協会の役員として２５年以上在職し本協会の発展に 
          寄与した者 

（２） ４０年表彰 建築設備設計事業に４０年以上従事し、業務に精励す

るとともに、本協会の役員として２０年以上在職し本協会の発展に

寄与した者 
（３） ３０年表彰 建築設備設計事業に３０年以上従事し、業務に精励す

るとともに、本協会の役員として１５年以上在職し本協会の発展に

寄与した者 
（４） ２０年表彰 建築設備設計事業に２０年以上従事し、業務に精励す

るとともに、本協会の役員として１０年以上在職し本協会の発展に

寄与した者 
第４条 建築設備設計功労者は、理事会で決定する。 
第５条 表彰は、協会会長が、表彰状を授与して行う。 
２ 表彰は、副賞を添えて行うことができる。 
第６条 表彰の時期は、原則として記念式典とする。 

附則 
 この規程は、平成２７年７月１７日から施行する。 
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番号 会員名 代表者 入会年月 創立年月 会員年数 会長 副会長 専務理事 理事 監事 役員年数

1 ＭＥサポート 佐野富士雄 Ｈ１８．５ 9.6 Ｈ２４～ 4

2 ㈱ビー・コンセプト 泊　真吾 Ｈ２４．５ 3.5

3 （合）ウエダ建築設備事務所 植田賢司 Ｈ４ Ｓ６３．５ 23.7 Ｈ１８～１９
Ｈ２７～

Ｈ１６～１７
Ｈ１４～１５
Ｈ２６

Ｈ２４～２５ 10

4 エル設備企画 中山　巧 Ｈ３ Ｓ６３．４ 24.7

5 環設備設計事務所 山本晋也 Ｓ５５．４～Ｈ８．５
Ｈ１３．４～ Ｓ５４．１ 30.7

6 佐々木設備設計事務所 佐々木哲男
Ｓ６０．６～Ｈ３
Ｈ６．４～ Ｓ５８．８ 27.2 Ｈ２０～２１

Ｈ１１～１２
Ｈ１６～１9 8

7 志賀建築設備設計事務所 志賀正紀 Ｓ４３．４ Ｓ４１．１０ 47.7 Ｈ３～１３ Ｓ５９．９～Ｈ２ Ｓ５０～５９．８ 27

8 杉山設備設計事務所 杉山　敬 Ｓ４８．５ Ｓ４７．２ 42.6

9 設備設計ＫＡＩ 甲斐裕士 Ｈ１８．６ 9.5

10 総合建築設備設計事務所Souken 中村健一 Ｈ９．６ 18.5 Ｈ２６～ 2

11 ツジシステムデザイン 辻　信之 Ｈ２６．１１ 1

12 ナナミ電気設計 名波睦生 Ｈ５．１０ Ｈ４．５ 22.1 Ｈ１６～１７
Ｈ２４～ 6

13 山森建築設備設計事務所 山森　繁 Ｈ２．４ Ｓ６３．５ 25.7 Ｈ２２～２３ Ｈ２４～ Ｈ１８～２１ 10

14 ㈱ＰＬＡＮ－Ｇｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 後藤利基 Ｈ２１．９ 6.2

15 ㈱エスエスシー 齊藤隆幸 Ｈ１８．８ Ｓ６４ 9.3 Ｈ２４～２６ 3

16 ㈲アドイン設計 三ツ井幹雄 Ｓ５６．３ 30年以上 Ｈ２４～
Ｈ１４～１５
Ｈ１８～１９

Ｈ１１～１２ 10

17 ㈱セイワ設計 手塚正一 Ｓ５４．４ Ｓ５３．２ 36.7 Ｈ１４～２１ Ｈ９～１３
Ｓ５８～Ｈ２
Ｈ５～８ 25

18 ㈱パブリック設備研究所 伴　賢二 Ｓ４０．４ Ｓ３９．９ 50.7 Ｓ５９．９～Ｈ２ Ｓ５０～５９．８
Ｓ４０～４９
Ｈ３～１３ 37

19 ㈲オサダ設計 長田武士 Ｈ２１．１０ 6.1

20 ㈲コバヤシ設備設計事務所 小林康秀 Ｓ６１．１ Ｓ６１．１ 29.10 Ｈ２２～２３ Ｈ１１～１２　Ｈ１４～１７
Ｈ２０～２１ Ｈ１３ Ｈ８～１0 14

21 ㈲セイブ設備計画 神谷保孝 Ｓ５４．４ Ｓ５３．４ 36.7 Ｈ７～１０　　　Ｈ
２４～26 7

22 ㈲総合設備計画事務所 川端猛真 Ｓ５４．４ Ｓ５１．４ 36.7

23 ㈲ナガノ設備設計事務所 永野靖子 Ｓ５４．４ Ｓ４８．４ 36.7 Ｈ２２～２３ 2

24 ㈲モア設備設計事務所 村松　宏 Ｈ４．１１ Ｈ１．４ 23

25 ㈲洋設計システム 鈴木洋之 Ｈ１．５ Ｈ１．４ 26.6 Ｈ１８～２１ 4

26 ㈱フレームアーツ 大塚　優（担当者）Ｈ２５．４ Ｈ２１．７ 2.7 Ｈ２７～ 1

正会員会員年数、役員年数調査表（会員年数は平成２７年１１月　　役員年数は平成２７年度まで）
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　              50周年表彰予定者一覧表
（小数点以下：
月数）

氏　名 会長 副会長 専務理事 理　事 監事 役員年数 会員年数

（５０年表彰）
伴　　賢二 S59.9-H2 S50-59.8 S40-49、H3-13 37 50.7

（４０年表彰）
志賀　正紀 H3-13 S59.9-H2 S50-59.8 27 47.7

（３０年表彰）
手塚　正一 H14-21 H9-13 S58-H2、H5-8 25 36.7

（２０年表彰）
小林　康秀 H22-23 H11-12 H13 H8-10 14 29.10

H14-17
H20-21

三ツ井幹雄 H24- H14-15 H11-12 10 30(暫定)
H18-19

植田賢司 H18-19 H16-17 H14-15、H26 H24-25 10 23.7
H27-

山森　繁 H22-23 H24- H18-21 10 25.7
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月 7 8 9 10 11

7/17 　　　　　　　　　　　　11/20

送付 　　　　　　　　　　　　　　締切

送付 　　　　　　　　　　　　　　締切

　　　　　　　　　　　お願い 　　　　　　締切り　　確認

　　　　　　　　　　　　第１回　　　　　　　　　　　　　第２回　　　　　　　　　　　　　第３回　　　　　　　　　　　　　第４回

　　　　　　　　　　　　　挨拶 　　依頼状送付（中旬） 　出席者名簿提出(一週間前）

理　事　会

委　員　会

出席案内（来賓）

　　　　　　　５０周年記念事業タイムスケジュール表

組織表調整

講演者打合せ

広報誌

出席案内（正・賛助
会員）

正会員会費

予算書検討

ホテル打合せ

20



（第２号議案） 

相談役の選任について 

 
現相談役の小林氏は、平成２４年度から２５年度の相談役として 
平成２４年３月１６日開催の理事会において承認された。    
相談役の任期は２年とされるため、現在任期は失効している状態となっている。 
しかし、定款第２７条において、理事会において決議すると規定され、慣例的

に前会長が選任されていることから、これまでと同様に小林氏を相談役として

提案するものである。 
 
 
 
 
定款（抜粋）                             
第 27条 この法人に任意の機関として、顧問若干名を置くことができる。 

２ 顧問は、次の職務を行う。 

(1) 理事及び監事の相談に応じること。  

 (2) この法人の運営について意見を述べること。 

３ 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。 

４ 顧問の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 顧問は、無報酬とする。  
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（報告事項１） 
 
 

業務執行理事の職務執行状況報告について 
 
１ 根拠 
 
 【一般社団法人及び公益社団法人に関する法律】 

第９１条 次に掲げる理事は、理事会設置一般社団法人の業務を執行する。 
    一 代表理事 
    二 代表理事以外の理事であって、理事会の決議によって理事会設置一般社団

法人の業務を執行する理事として選定されたもの 
   ２ 前項各号に掲げる理事は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理

事会に報告しなければならない。ただし、定款で毎事業年度に四箇月を超える

間隔で二回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りで

はない。 
 【定款】 
  第２２条第３項 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に４箇月を超える間隔

で２回以上、自己の職務の執行を理事会に報告しなければならない。 
 
   注）会長は代表理事、副会長及び専務理事は業務執行理事として選定されたもの 
 
２ 今回の報告 
（１）期間 
   平成２７年３月１３日から７月１６日まで 
（２）内容 
  ① 三ツ井会長 
    役員職務権限規程に基づき職務を適正に行った。 
    特に、第３回定時総会の開催、２回の理事会の開催、 

関係団体の総会の出席を行った。 
 
  ② 植田副会長 
    役員職務権限規程に基づき会長を補佐し、職務を適正に行った。 
 
  ③ 山森専務理事 
    役員職務権限規程に基づき会長を補佐し、また事務局の会計処理を検査し、職 

務を適正に行った。 
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（報告事項２）

１　正会員

（１）請求日　平成２７年４月１日（納入期限：平成２７年４月３０日）

（２）納入状況　全正会員納入済み。

（１）請求日　平成２７年４月１日（納入期限：平成２７年４月３０日）

（２）納入状況　下表のとおり。

番号 会　　員　　名 金額 納入日 備考

1
アイシン精機（株）エネルギーシ
ステム営業部ＧＨＰ中部営業所 40,000 平成２７年　４月 ３０日

2 アイホン㈱静岡営業所 40,000 平成２７年　４月 ３０日

3 朝日機器㈱静岡支店 40,000 平成２７年　４月 　６日

4 旭産業㈱ 40,000 平成２７年　４月 １５日

5 天方産業㈱ 40,000 平成２７年　４月 １５日

6 アムズ㈱静岡営業所 40,000 平成２７年　４月 １５日

7 ㈱立売堀製作所静岡出張所 40,000 平成２７年　４月 　９日

8 岩崎電気㈱静岡営業所 40,000 平成２７年　４月２８日

9 ㈱インターセントラル 40,000 平成２７年　４月 ３０日

10 ㈱宇式通信システム 40,000 平成２７年　４月 ３０日

11 ㈱エクノスワタナベ 40,000 平成２７年　４月 ２０日

12
ｴﾅｼﾞｰｻﾎﾟｰﾄ㈱電材事業部名古
屋営業所 40,000 平成２７年　４月 ３０日

13 ㈱エヌ・ワイ・ケイ
　　 40,000 平成２７年　４月 ２０日

14 ㈱荏原製作所 静岡支店 40,000 平成２７年　５月 ２５日

15 ㈱遠藤照明静岡営業所 40,000 平成２７年　４月 ３０日

16 ㈱オーディックス 40,000 平成２７年　４月 ３０日

17 ㈱勝亦電機製作所沼津工場 40,000 平成２７年　４月２８日

18 川重冷熱工業㈱ 40,000 平成２７年　４月２８日

19 河村電器産業㈱静岡営業所 40,000 平成２７年　５月 ２５日

20 ㈱川本製作所静岡営業所 40,000 平成２７年　４月 ２０日

21 ㈱キッツ東海営業所 40,000 平成２７年　４月１４日

22 木村工機㈱名古屋支店 40,000 平成２７年　４月２８日

23
㈱京セラソーラーコーポレー
ション名古屋営業所 40,000 平成２７年　５月１２日

24 ｸﾞﾙﾝﾄﾞﾌｫｽﾎﾟﾝﾌﾟ㈱浜松営業所 40,000 平成２７年　４月 ２０日

25 ㈱ケアコム南関東営業所 40,000 平成２７年　４月 ２４日

26 ㈱小泉東海静岡営業所 40,000 平成２７年　４月２８日

27 光陽エンジニアリング㈱ 40,000 平成２７年　４月　８日

28 ㈱小島製作所 40,000 平成２７年　４月 ３０日

29 ㈱ザ・トーカイ設備工事部 40,000 平成２７年　４月１０日

平成２７年度年会費の納入状況について

２　賛助会員
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30 サンコー防災㈱ 40,000 平成２７年　４月２７日

31 三洋静岡設備（株） 40,000 平成２７年　４月 １５日

32
㈱ＪＶＣケンウッド
　静岡システム営業所 40,000 平成２７年　５月 ２９日

33
静岡ガス㈱エネルギー営業部
都市エネルギーグループ 40,000 平成２７年　４月 ３０日

34 ㈱静岡システム特機 40,000 平成２７年　６月 ４日

35 静岡ニッタン㈱ 40,000 平成２７年　４月　６日

36 静岡日立冷熱㈱ 40,000 平成２７年　４月 ３０日

37 静岡ヤンマー㈱ 40,000 平成２７年　４月 ２０日

38 ㈱シズデン 40,000 平成２７年　４月 ３０日

39 下田エコテック㈱ 40,000 平成２７年　４月 ３０日

40 ㈱ショウエイ 40,000 平成２７年　４月２４日

41 昭和鉄工㈱名古屋営業所 40,000 平成２７年　４月１０日

42 鈴与技研㈱ 40,000 平成２７年　４月 ３０日

43 鈴与建設㈱ 40,000 平成２７年　４月 ３０日

44 ㈱すみや電器 40,000 平成２７年　４月 ３０日

45 清化工業㈱ 40,000 平成２７年　４月 ３０日

46 積水アクアシステム㈱ 40,000 平成２７年　４月 ３０日

47 積水化学工業㈱静岡営業所 40,000 平成２７年　６月 ５日

48 セルコ㈱ 40,000 平成２７年　４月 ３０日

49 大学産業㈱ 40,000 平成２７年　４月２４日

50
ダイキンＨＶＡＣソリュー
ション東海㈱ 40,000 平成２７年　４月 ３０日

51 ダイドレ㈱東京営業所 40,000 平成２７年　４月 ３０日

52 中部ガス㈱浜松支店 40,000 平成２７年　４月 １５日

53
㈱中部コーポレーション
中部ブロック一課 40,000 平成２７年　４月 ２０日

54
テクノ矢崎㈱セールスエンジ
ニア統括部　浜松支店 40,000 平成２７年　４月 ３０日

55 ＤＸアンテナ㈱静岡営業所 40,000 平成２７年　４月 ３０日

56 テラル㈱静岡営業所 40,000 平成２７年　４月１３日

57 ㈱電器堂 40,000 平成２７年　４月２４日

58 東海ガス㈱ 40,000 平成２７年　４月１０日

59
東芝ライテック㈱中部電材営
業部静岡営業所 40,000 平成２７年　４月 ３０日

60 東洋バルヴ㈱静岡営業所 40,000 平成２７年　４月 １５日

61 ＴＯＡ㈱静岡営業所 40,000 平成２７年　４月 ２０日

62 ＴＯＴＯ㈱静岡営業所 40,000 平成２７年　４月 ２７日

63 ㈱トーブ 40,000 平成２７年　４月 ２０日

64 ㈱巴商会静岡営業所 40,000 平成２７年　４月　９日

65 ㈱豊田電機製作所 40,000 平成２７年　４月　６日

66 内外電機㈱静岡営業所 40,000 平成２７年　5月１８日

67 ㈱中松 40,000 平成　 年　  月    日 未納、再請求中

68 日管㈱ 40,000 平成２７年　４月　８日

69 日興電気通信㈱ 40,000 平成２７年　４月　７日

70 ニッタン㈱中部支社 40,000 平成２７年　４月 ２０日
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71 日東工業㈱静岡営業所 40,000 平成２７年　４月 ３０日

72 日本アンテナ㈱静岡営業所 40,000 平成２７年　４月２８日

73 ㈱日本サーモエナー静岡支店 40,000 平成２７年　４月 １６日

74 ㈱ニューエレキテル 40,000 平成２７年　４月１０日

75 ネグロス電工㈱静岡営業所 40,000 平成２７年　４月 ２０日

76 能美防災㈱静岡支社 40,000 平成２７年　４月　８日

77 ㈱ノーリツ静岡支店 40,000 平成２７年　６月２５日

78 ㈱初田製作所　中部支社 40,000 平成２７年　４月１０日

79
パーパス㈱静岡エリア静岡営
業所 40,000 平成２７年　４月 ３０日

80
パナソニック㈱エコソリュー
ションズ社静岡電材営業所 40,000 平成２７年　５月 １５日

81
パナソニック産機システムズ
㈱ 40,000 平成２７年　４月 ３０日

82
パナソニックシステムネットワークス（株）シ
ステムソリューションズジャパンカンパニー 40,000 平成２７年　６月１６日

83 ピーエス工業㈱東京営業部 40,000 平成２７年　６月２２日

84 日立金属㈱静岡営業所 40,000 平成２７年　４月 ３０日

85 檜工業㈱ 40,000 平成２７年　５月 ８日

86
フジクリーン工業㈱静岡営業
所 40,000 平成２７年　４月　７日

87 富士設備工業㈱ 40,000 平成２７年　４月２４日

88 藤吉工業㈱浜松支店 40,000 平成２７年　４月１０日

89 ㈱別川製作所浜松営業所 40,000 平成２７年　４月 １６日

90 ㈱ベルテクノ静岡営業所 40,000 平成２７年　４月 ２７日

91 ㈱朋電舎電工事業部 40,000 平成２７年　４月　９日

92 ホーコス㈱静岡営業所 40,000 平成２７年　４月１０日

93 ホーチキ㈱静岡支社 40,000 平成２７年　４月 ２８日

94 ㈱北陽 40,000 平成２７年　４月 ２０日

95 前澤給装工業㈱静岡営業所 40,000 平成２７年　４月 １５日

96 ㈱前田鉄工所名古屋営業所 40,000 平成２７年　４月 ２８日

97 マスプロ電工㈱静岡営業所 40,000 平成２７年　４月 ３０日

98 ㈱松村電機製作所 40,000 平成２７年　４月 ２１日

99 丸茂電機㈱ 40,000 平成２７年　５月 ７日

100 三菱重工冷熱㈱ 40,000 平成２７年　４月 ３０日

101
三菱樹脂インフラテック㈱中部支
店 40,000 平成２７年　４月 ３０日

102
三菱電機住環境システムズ㈱
中部支社静岡支店 40,000 平成２７年　５月 ２０日

103 ミツワ電機㈱ 40,000 平成２７年　４月 ２０日

104 森松工業㈱静岡営業所 40,000 平成２７年　４月　９日

105
ヤンマーエネルギーシステム
㈱名古屋支店静岡営業所 40,000 平成２７年　４月 ２０日

106 ユニペックス㈱静岡営業所 40,000 平成２７年　４月 ６日

107
㈱ＬＩＸＩＬ中部支社静岡支
店 40,000 平成２７年　４月２３日

108 菱電商事㈱静岡支社 40,000 平成２７年　５月 １５日

109 リンナイ㈱静岡支店 40,000 平成２７年　４月 ３０日

110 ㈱日本イトミック 60,000 平成２７年　６月 ３０日
7/1入会（入会金３万円含
む）

4,420,000小計
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（報告事項３） 
 

会員の入会について 
 

 

賛助会員 株式会社日本イトミック 

           代表取締役社長 伊藤 大貴 

   
   

入会申込書の提出日    平成２７年 ５月２７日 

  理事会での審議、承認日  平成２７年 ６月２２日 

  入会審査通知書の通知日  平成２７年 ６月２２日 

  入会金及び年会費入金日  平成２７年 ６月３０日 
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（報告事項４） 
 
 

委員会報告について 
 
 
１ 報告期間 
  平成２７年４月２８日から平成２７年７月１６日まで 
 
２ 報告内容 
（１）総務委員会 
   ①第１回総務委員会を平成２７年６月２７日（土）に行った。 
 
 
   ②建築関係団体新年会打合せ会 
     建築関係団体新年会の開催について各団体代表者により 

今年度の基本方針の確認をした。 

月 日 平成２７年７月 10日(金) 

場  所  建築士事務所協会会議室 

      
     
 
（２）技術委員会 
    ①第１回技術委員会を平成２７年７月３１日（金）開催予定 
 
  
（３）広報委員会 
  ① 第１回広報委員会を平成２７年５月１６日（土）、 
    第２回広報委員会を平成２７年６月２０日（土）に開催した。 
    ＊第３回広報委員会を平成２７年８月８日（土）に開催予定。 
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記録 市川

日時 １０：００～ 場所 協会事務局

出席人数 名波 佐々木 泊 志賀 植田 山森 川端

伴 杉山 辻

　■　建築団体新年会について

今年の新年会の状況説明のあと、来年の新年会の参加の可否について意見を述べた。

単独で新年会を開催したとしても、内容的には現在の新年会と変わらない。

他団体との交流という点を考えると今の新年会の方が良いのではないか。

来年も参加の形で行きたい。

　■　設備設計監理受注報告書　冊子について

これまでにも、配布した箇所について事務局に報告するように依頼していたが、

今回２００部印刷して報告が１４部(7%)であった。

今後については、単独の冊子でなく、広報誌に掲載しHPを活用するのも一つの方法である。

理事会で検討したい。

　■　県設備課との意見交換について

　　・９月４日（金）１５時～

　　　静岡産学交流センターにて

　　　 開催案内と提案議題・要望事項募集について７月に正会員にお知らせする。

　■　５０周年記念式典について

資料の組織表と予算書について説明をし、修正箇所について検討した。

・祝賀会の余興とコンパニオンについて

　　余興は、あった方が祝賀会が盛り上がるので取り入れた方が良い。

　　コンパニオンについては、余興との予算に応じて考えていく。

・展示物について

　　展示については、やる方向で進める。

　　どんなものにするかはこれから検討していく。(例えば５０周年にちなんだもの)

・記念品について

    出席者全員に記念品を用意する予定。どんなものにするかは、これから検討する。

　■　その他

・協会の定款・規程・規則については、総務委員が目をとおして、修正すべき箇所があれば

　まず総務委員会で検討するようにしていく。

・委員会の会計について(今後理事会等で検討としたい)

　各委員会で昼食や夕食の提供が業務上必要となった場合の、協会からの支出金額について検討した。

　懇親会(慰労会等)については、各委員会とも一人4,000円の予算が組まれている。

　昼食(500～)、夕食(1,500)位までという意見もあったが協会の予算もあるので、決められた金額を

  超えた部分については、自己負担とする。（理事会で検討する。）

　　※次回開催日　 未定

平成２７年度　第１回 総務委員会　記録

平成２７年６月２７日（土）
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平成２７年度総務委員会の事業について 

 
１ 普及啓発事業 
（１）分離発注促進事業（「設備設計・監理受注実績」の発行・配付） 

① 時期 
    平成２７年４月１日付けで発行済。 

② 配付方法（従来通り） 
   ・年度当初の三役の県庁などへの挨拶周りの際に関係先へ配付する。 
   ・各地区会において各地区の県土木事務所、市町担当課などへ配付する。 

③ 設備設計・監理受注報告書 
   ・従来通り、正会員は入札に参加した場合、入札終了後、「設備設計・監理受注報告書」を事

務局へ報告する。様式は、正会員にメールする。総務委員は、報告漏れがないように正会

員に周知を行う。 
   ・事務局は、ホームページ（正会員専用室）に「入札速報」をアップする。 
   ・なお、念のため、事務局は定期的に、全正会員に確認メールを送る。 
  ④ 印刷 
   ・事務局が３月１０日以降、印刷会社と調整し、印刷をする。 
   ・４月早々、三役及び地区会が関係機関へ配付する。 
 
   この事業を継続するか廃止するかについては、今後検討していく。 
 
２ その他事業 
（１）他団体等との情報交換事業 
  ○建築関係団体新年会 
    本年度の担当団体：（（公社）日本建築家協会東海支部静岡地域会？） 
   ① 時期 
     平成２８年１月末 
   ② 会場 
     未定（恐らくホテルアソシア静岡） 
   ③ 内容 
     未定（秋以降の五団体事務局の打合せで決定。総務委員長と事務局が出席） 
 

○会員交流会 
① 時期（昨年度：平成２６年１２月１２日（金）～１３日（土）） 
  未定 
② 場所 

     未定 
③ 内容 

     未定 
   ＊５０周年記念式典等を１１月２０日（金）に開催するため、 

会員交流会開催の可否について検討する。 
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  ○県担当課との意見交換会 
① 時期（昨年度：平成２６年９月５日（金）） 

     平成２７年９月４日（金） 
   ② 会場 
     静岡市産学交流センター 
   ③ 内容 
    ・７月頃に正会員に意見、提案などについてお聞きする。 
         ･出席者は昨年と同様に理事（７名）と正会員希望者とする。 

・意見交換会の内容（結果）については、事務局がホームページ（正会員専用室）にアッ

プする。 
 
４ 法人管理事業 
（１）総会運営の支援など 
  ○第３回定時総会（終了） 

① 時期 
     平成２７年５月２２日（金）１５時３０分～ 

② 場所 
     クーポール会館 

③ 内容 
    ・出席者は正会員、理事、監事、賛助会員、来賓（顧問・役所） 
    ・議事録署名人候補（２名） 手塚正一、村松宏  
    ・受付は事務員と、総務委員４名が担当 
  ○懇親会 

① 時期 
     平成２７年５月２２日（金）１７時～ 

② 会場 
クーポール会館 

③ 内容 
    ・出席者は正会員、理事、監事、賛助会員、来賓及び事務局 
    ・来賓：静岡県議会議員 天野一 様 
        一般社団法人静岡県建築士事務所協会 副会長 山梨一正 様 
        公益社団法人静岡県建築士会 副会長 岡山晋也 様 
        公益社団法人日本建築家協会東海支部静岡地域会副地域会長 望月美幸 様 
        一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター副理事長 内田正春 様 
        一般社団法人静岡県電業協会 会長 及び   
        一般社団法人静岡県設備協会 副会長 夏目英明 様 
        株式会社建通新聞社静岡支社 支社長 品川明臣 様 
         

○創立５０周年記念式典（記念講演・懇親会含む）  
   ① 時期 
     平成２７年１１月２０日（金） 
   ② 会場  
     ホテルアソシア静岡 
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 ③ 内容（案） 
     記念式典  14:30～15:30 
          記念講演会 15:45～16:55（質疑応答 10 分含む） 
     懇親会   17:10～19:00 
        
５ その他必要なこと 
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設備設計・監理受注実績 H27.4.1 版 

 

・印刷部数 ２００部 

 各地区へ５０部、予備(事務所保管分)５０部 

 

・事務局に連絡のあった配布先（H27.6.26 現在） 

配布先 部数 

御殿場市 教育委員会 １ 

御殿場市 建築住宅課 ２ 

御殿場市 財務課 １ 

国交省静岡営繕事務所   ３ 

県立こころの医療センター   １ 

吉田町   ２ 

牧之原市   ２ 

御前崎市   ２ 

計 １４ 
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平成２８年建築関係団体新年会 
打合せ会記録 

 
                  日時: 平成２７年７月１０日（金） 

                    場所:  (一社)静岡県建築士事務所協会 
 
 
前回の新年会開催に至る経緯を説明した後、来年の新年会の開催の可否につい

て検討した。 
・出席者に占める賛助会員・協力会員のウエイトは大きく、その会員にとって

メリットがあるのであれば、続けるのが良いのではないか。 
   メリットとして 
    ①仕事の繋がりを持つ良い機会となる。 
    ②複数の団体に加入している賛助会員にとっては、一度の出席で済む

ので負担軽減となる。 
・正会員からの圧力でやむなく出席をしているのであれば、１～２年中止して 

様子を見るのも一つの選択肢ではある。 
などの意見が出た。 

結果 
 来年も開催する。 
 開催日 第１候補 平成２８年１月２２日（金） 
     第２候補 平成２８年１月２１日（木） 
 会 場 ホテルアソシア静岡を仮予約してある。 
 幹事会 今回も、士事協が担当を承諾 
 
 次回からは実務者会議として開催する。 
 参加者の見込み数等について検討予定 

33



広報委員会 

平成２７年度準備会合 

平成 27 年 4 月 16 日 
午後 1 時半～3 時 
場所：事務所協会 

広報誌「風とあかり」37 号（50 周年記念誌）について委員会ではなく準備会合として広報

委員副委員長甲斐氏、事務局市川氏、40 周年記念誌発行担当者村松氏及び中山の 4 名にて

基本的なところを検討した。 
 
1. 発行形態                                              

30 周年記念号と同様に「風とあかり」と記念誌内容を合体し 1 冊とする案と、40 周年

記念誌のように「風とあかり」と記念誌を別に作成する案があるが、今回は 30 周年と

同様に「風とあかり」を記念誌として発行することとした。 
2. 発行時期 

通常 8 月末に郵送しているが、今回は記念式典の時（11 月）に出席者に手渡しができ

るようにする。他は後日郵送とする。記念式典の記事、写真等が記念誌には掲載されな

いためホームページ、翌年発行の「風とあかり」38 号に掲載する。また、来賓には礼

状に写真等を同封することで対応する。（式典準備委員会との調整が必要？） 
3. 賛助会員への広告依頼及び名刺広告 

記念誌として発行するため、40 周年記念誌「40 年のあゆみ」と同様に表紙裏、裏表紙

及び裏表紙裏へ広告掲載はやめて一カ所にまとめて掲載する。また、名刺広告も今回は

掲載する。 
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記録 市川

日時 １０：００～ 場所 協会事務局

出席人数 中山 甲斐 村松 長田 山本 後藤 神谷 手塚 藤井

福嶋 野崎

　■　広報誌「風とあかり」の発行について

「風とあかり」３７号を５０周年記念号とする。

1.発行形態　　３０周年記念号のように、通常の広報誌内容+記念誌内容として１冊にまとめる。

2.発行時期　　記念式典(11/20)に手渡しできるように発行する。

　記念式典の記事、写真については記念誌には掲載しないため、

　ＨＰと翌年の「風とあかり」３８号に掲載する。

　また、来賓には礼状に写真等を同封することで対応する。

3.広告依頼と名刺広告

　４０周年記念誌と同様に表紙裏、裏表紙及び裏表紙裏への広告掲載は取り止めとし、

　一か所にまとめて掲載する。また名刺広告も掲載する。

4.編集方針

　目次構成　　　掲載内容について検討を行い、目次を決定する。

　祝辞及び記事を誰にお願いするかを決め、お願い文の送付をする。

　記事及び広告の募集

・記事(原稿)について、正・賛助会員へ募集を行い、応募が見込まれないと判断した場合は、

　特定した会員に直接原稿依頼をする。

・広告について、関係者へ募集を行い、また前年広告掲載社及び他社への依頼を行う。

　編集 　原稿の集約、印刷会社との調整は、広報委員および事務局が行う。

　校正 　校正は広報委員が行う。

　発送 　記念式典に手渡しした以外については、送付とする。

　送付先の内容確認は広報委員が行い、発送作業は事務局が行う。

　　※次回開催日　 ６月２０日(土)

平成２７年度　第１回 広報委員会　記録

平成２７年５月１６日（土）
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記録 市川

日時 １０：００～ 場所 協会事務局

出席人数 中山 甲斐 村松 長田 山本 後藤 神谷 手塚 藤井

福嶋
(代理染 野崎

　■　広報誌の全体構成の決定について

　　　　①広報誌の構成を「50周年記念誌記事メモ」で確認した。

・祝辞は、県知事、天野県議会議員(協会顧問)、静岡市長、日設協会長、士事協会長

　　(後に、静岡市長からの祝辞は取り止め)

・歴代会長の回顧録をお願いする。(伴・志賀・手塚・小林各氏)

・名刺広告のお願いを８月に文書で出す。

　名刺に印刷してある携帯番号やメールアドレス等個人情報の掲載の可否を聞くようにする。

・ギャラリーとして、志賀氏に書をお願いする。

・「設備のあゆみ」は賛助会員に協力を依頼し、まとめる。

・５０年のあゆみについては、毎年行っている行事については通年で表示する等、読みやすくする。

　　　　②広告申込状況について

・申込がまだあまりないので、各社にお願いして協力を仰ぐ。

　　　　③賛助会員名簿の確認について

・メールで確認を依頼している。

　　　　④その他

・原稿が揃っているものについては、印刷会社へ逐次送ることとする。

　　※次回開催日　 ８月８日(土)

平成２７年度　第２回 広報委員会　記録

平成２７年６月２０日（土）
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（資料１） 
 

広報誌「風とあかり」の発行について 
 
・「風とあかり」３７号を５０周年記念誌とする。 

 
１ 発行形態 

・３０周年記念号のように、通常の広報誌内容＋記念誌内容として１冊にまとめる。 
２ 発行時期 
  ・記念式典（１１/２０）に出席者に手渡し出来るように発行する。 
３ 賛助会員への広告依頼及び名刺広告 

・記念誌として発行するため、40 周年記念誌「40 年のあゆみ」と同様に表紙裏、

裏表紙及び裏表紙裏へ広告掲載はやめて一カ所にまとめて掲載する。また、名刺広

告も今回は掲載する。 
４ 編集方針 
（１）目次構成 
   掲載する内容について検討を行い、目次を決定する。 
（２）記事及び広告の募集 
  ① 事務局 
   ・記事（原稿）について、正会員、賛助会員へ募集を行う。 
   ・広告について、関係者へ募集を行う。 
 ② 広報委員会 
   ・記事について応募が見込まれないと判断した場合、特定した会員に直接、 原

稿を依頼する。 
   ・広告については、早めに、前年広告掲載社及び他社への依頼を行う。 
（３）編集 
   原稿の集約、印刷会社との調整は、広報委員及び事務局が行う。 
（４）校正 
   校正は、広報委員会が行う。 
（５）発送 
  ① 送付先一覧の内容確認は、広報委員会が行う。 
  ② 発送作業は、事務局が行う。（外部委託する） 
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平成２７年５月吉日 

             （案） 

（一社）静岡県設備設計協会 
賛助会員 様 

（一社）静岡県設備設計協会 
会  長  三ツ井幹雄 
広報委員長 中山 巧 

「風とあかり」(５０周年記念誌)広告のお願い 

 
時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
さて、当協会は今年で創立５０周年を迎え、毎年発行している広報誌「風とあかり」も

今年は５０周年記念誌として発行することとなりました。 
 つきましては、関係各位の格別のご協力を賜りたくご案内させていただきます。    
添付の申込書で当協会事務局までメール又はＦＡＸにてお申込みいただきますようお

願いいたします。 
記 

 
１ 申込締切り  平成２７年６月３０日（火） 
２ 原稿締切り  平成２７年７月３１日（金） 
３ 申込及び原稿送付先 
  （一社）静岡県設備設計協会 
  メール：sepa@po4.across.or.jp  FAX  ：054-284-3095 
４ 広告料 

掲載位置 大きさ 広告料（円） 
Ａ４ １頁（カラー） 26.0 ㎝×18.0 ㎝ １００，０００ 
Ａ４ １頁（白黒） 26.0 ㎝×18.0 ㎝ ８０．０００ 
Ａ４ 半頁（白黒） 12.7 ㎝×18.0 ㎝ ５０，０００ 
Ａ４ １／４頁（白黒） 6.0 ㎝×18.0㎝ ３０，０００ 
注）上記広告料は貴社にて原稿提供価格です。 

今回の５０周年記念誌では、広告は一つのエリアにまとめるため、例年の表紙裏、裏表

紙、裏表紙裏の広告掲載は今回ありません。ご了承ください。 
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（一社）静岡県設備設計協会宛て ＦＡＸ０５４－２８４－３０９５） 

 

 

「風とあかり」５０周年記念誌広告申込書 

 

 

貴社名 
 
 

住 所 
 
 

電話番号 
 
 

ご担当者 
 
 

 
掲載位置 広告申込 新原稿提供 前回原稿使用 

Ａ４ １頁（カラー）    
Ａ４ １頁（白黒）    
Ａ４ 半頁（白黒）    
Ａ４ １／４頁（白黒）    

   注）各項目に○印を記載願います。 
     原稿の締切りは平成２７年７月３１日（金）です。 
 

 

39



広報誌「風とあかり」　５０周年記念誌　　　出版計画工程（案）

5/16 6/20 7/ 8/ 8/ 9/ 9/ 10/ 11/20

（曜日） （土） （　） （　） （　） （　） （　） （　） (金)

時間

第
１
回
打
合
せ

　
記
事
内
容
検
討

広
告
募
集
発
送
作
業

第
２
回
打
合
せ

 　
全
体
構
成
の
決
定

第
３
回
打
合
せ

　
記
事
作
成

　
記
事
割
付

第
４
回
打
合
せ

　
記
事
割
付

第
５
回
打
合
せ

　
第
１
回
校
正

第
６
回
打
合
せ

　
第
２
回
校
正

第
７
回
打
合
せ

　
最
終
校
正

完
成

発
送

広
告
申
込
書
発
送

記
事
募
集
発
送

広
告
〆
切

版
下
〆
切

記
事
〆
切

印
刷
会
社
に
原
稿
渡
し

祝
辞
〆
切

発
送
委
託

５
０
周
年

記
念
式
典

日付 5/19 5/19 6/30 7/31 / /

（曜日）（火）（火） （火）（金） （　）（　）

・名刺広告申込書発送　8/　　申込締切　8/31(月)  名刺受領締切　9/10(木)

１２週

２週

４週

２週 ２週 ２週 ２週

資料集め小委員会
構成検討小委員会

４週
４週
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５０周年記念誌　検討事項
決定事項

１． 表紙 １． 表紙
・装丁（紙質、書式）
・色
・タイトル、デザイン

２． 内容 ２． 内容
・祝辞をいただく人 ・祝辞をいただく人

建築士会、学会、JIA静岡は? 　知事、天野県議会議員、静岡市長
　日設協会長、士事協会長、

・掲載内容 ・掲載内容
　　・企画記事・・４０周年では「設備のあゆみ」

　　・名刺広告
　　・５０年のあゆみ

　　・歴代会長による回顧録
　　・「風とあかり」表紙デザイン一覧

    ・GALLERY（志賀氏による書）
　　・名刺広告

　　・静岡県設備課より寄稿
　　・歴代役員

　　・５０年のあゆみ
　　・歴代会長による回顧録等（案）

　　・「風とあかり」表紙デザイン一覧
　　・協賛各社ご紹介(広告掲載)

　　・歴代役員
　　・委員会報告

　　・企画記事 「設備のあゆみ」
　　・事業報告

　　・委員会報告
　　・地区会報告

　　・事業報告
　　・定款

　　・地区会報告
　　・平成２７年度役員委員会構成

　　・新会員紹介
　　・正会員・賛助会員名簿

　　・ようこそ静岡へ
　　・編集後記

　　・頑張ってる営業マン
    ・その他

　　・定款

　　・平成２７年度役員委員会構成、組織表
３． 発行部数

　　・正会員・賛助会員名簿

　　・会員だより

　　・協賛各社ご紹介(広告掲載)

　　・編集後記

    ・その他

３． 発行部数
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120 ←頁計

項   頁

目 自 至

白紙（表紙裏） 1

タイトル（見開き） 1

1 1 ”ＳＥＰＡ”って何？ 1

2 2 会員憲章 1

3 3 ５０周年にあたって……会長 1

4 4 白紙 1

5 5 目次 1

6 6 祝辞…・・静岡県知事　川勝平太 1

7 7 祝辞…・・県議会議員　天野　一 1

8 8 祝辞…・・静岡市長　　田辺信宏 1

9 9 祝辞…・・一般社団法人日本設備設計事務所協会会長　西田能行 1

10 10 祝辞…・・一般社団法人静岡県建築士事務所協会会長　遠藤正幸　 1

11 11 14 名刺広告（祝賀） 4

12 15 18 歴代会長による回顧録（伴・志賀・手塚・小林各氏） 4

13 19 Ｇａｌｌｅｒｙ（志賀氏による書） 1

14 20 静岡県設備課より寄稿（黒柳課長に依頼） 1

15 21 51 一般社団法人静岡県設備設計協会　５０年のあゆみ 31
「４０周年記念誌」の
あゆみ（レイアウトを
変えて）＋10年とする

16 52 53 「風とあかり」表紙 2

17 54 57 歴代役員 4

18 58 65 「せつびのあゆみ」（神谷氏、甲斐氏に依頼） 8

19 66 70 委員会報告 5

20 71 77 事業報告 7

21 78 81 新会員紹介 4

22 82 85 ようこそ静岡へ 4

23 86 頑張ってる営業マン 1

24 87 90 一般社団法人静岡県設備設計協会　定款 4

25 91 平成２７年度協会役員委員会構成、組織表 1

26 92 93 正会員名簿 2

27 94 104 賛助会員名簿 11

28 105 会員だより 1

29 106 広告目次 1

30 （白紙）

31 107 119 広告 13

32 120 編集後記（委員長）５０周年記念誌編集を終えて、奥付 1

33 白紙（裏表紙の裏）

　広告は、表紙裏、裏表紙、裏表紙裏は無しとして

　すべて広告エリアにまとめる。

５０周年記念誌　記事　メモ

内容・記事 頁数 担当 備考
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平成２7年度広告料一覧

（平成２７年７月１３日現在）

番号 広告主 広告主担当 協会担当 サイズ 金額 新原稿 前回原稿
1 ㈱ジョットツーリスト 流石　秀二 市川 １／４頁（白黒） 30,000 〇
2 三洋静岡設備㈱ 増田　亮 川端 １／４頁（白黒） 30,000 〇
3 三菱電機㈱静岡製作所 山内　浩 神谷 Ａ４ １頁（カラー） 100,000 〇
4 ㈱ニューエレキテル 寺田　知明 神谷 １／４頁（白黒） 30,000 〇
5 ㈱クーポール会館 村松営業部長 市川 １／４頁（白黒） 30,000 〇
6 東芝ライテック㈱ 高本　伸治 甲斐 １頁（白黒） 80,000 〇
7 ㈱エヌ・ワイ・ケイ 遠藤　翔太 神谷（佐野） Ａ４ １頁（カラー） 100,000 〇
8 日管㈱ 樋口　虎彦 川端 １／４頁（白黒） 30,000 〇
9 ダイキンＨＶＡＣソリューション東海㈱ 曽根　進 Ａ４ １頁（カラー） 100,000 〇

10 パーパス㈱ 工藤　雅一 中山 Ａ４半頁（白黒） 50,000 〇
11 丸茂電機㈱ 遠山　政男 神谷 １／４頁（白黒） 30,000 〇
12 大学産業㈱ 高林　克幸 神谷 １／４頁（白黒） 30,000 〇
13 ㈱オーディックス 杉本　裕示 １／４頁（白黒） 30,000 〇
14 中部ガス㈱浜松支店 笹川　吾 神谷 Ａ４半頁（白黒） 50,000 〇
15 静岡ガス㈱ 多田　克也 村松 Ａ４ 半頁（白黒） 50,000 〇
16 セルコ㈱ 岩本光博 神谷 １／４頁（白黒） 30,000 〇
17 ㈱エクノスワタナベ 関口　良 後藤 １／４頁（白黒） 30,000 〇
18 パナソニック㈱エコソリューションズ社 青山信二 甲斐 Ａ４ １頁（白黒） 80,000 〇
19 ㈱ベルテクノ 栗田泰廣 長田 １／４頁（白黒） 30,000 〇
20 木村工機㈱名古屋支店 佐藤和人 後藤 １／４頁（白黒） 30,000 〇
21 ㈱ザ・トーカイ設備工事部 森　卓也 後藤 １／４頁（白黒） 30,000 〇
22 アムズ㈱ 東　健士 後藤 １／４頁（白黒） 30,000 〇
23 鈴与技研㈱ 谷前輝夫 村松 １／４頁（白黒） 30,000 〇
24 ㈱川本製作所静岡(営) 吉原正己 村松 １／４頁（白黒） 30,000 〇
25 天方産業㈱ 松本吉央 手塚 １／４頁（白黒） 30,000 〇
26 ㈱北陽 三浦弘光 手塚 １／４頁（白黒） 30,000 〇
27 光陽エンジニアリング㈱ 福嶋健二 １／４頁（白黒） 30,000 〇
28 日興電気通信㈱ 堀部成信 手塚 １／４頁（白黒） 30,000 〇

合　　計 1,210,000

使用原稿
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平成２７年８月吉日

(一社)静岡県設備設計協会

賛助会員　様

　　（一社）静岡県設備設計協会

会　長　　三ツ井幹雄

広報委員長　中山　巧

　時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

　　当協会は、１９６５年(昭和４０年)4月に９社で設立発足以来、本年で

　創立５０周年を迎えます。

　これも偏に皆様のご支援、ご協力の賜物と厚く御礼申し上げます。

　広報委員会では、５０周年の節目を示すにふさわしい記念誌を発行すべく

　編集活動を開始いたしました。

　　つきましては、関係各位の皆様方には格別のご協力を賜りたくご案内させて

　いただきます。

　　広告内容　　　　　名刺広告

　　金　　額　　　　　１名様　１０，０００円

　　申込締切　　　　　平成２７年８月３１日(月)

　　御名刺受領締切　  平成２７年９月１０日(木)

　　添付の申込書にて当協会事務局までお申込み下さい。

　　＊なお、カラー印刷はありません。白黒となります。

　　＊メールアドレス・携帯番号等掲載をしない項目についてはわかるように表示して下さい。

　　広告記載例

（案）

祝　　創立５０周年 祝　　創立５０周年

風とあかり（５０周年記念誌)名刺広告のご案内

記
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「風とあかり」(創立５０周年記念誌)　名刺広告申込書

お申込みはFAX又はメールにてお願いいたします。

ＦＡＸ：（０５４）２８４－３０９５

Email: sepa@po4.across.or.jp

会社名・事務所名

氏　名

電　話

ＦＡＸ

・御名刺の受け渡し方法 (該当するものに〇を付けて下さい)

1.郵送 2.御持参

3.メール 4.その他(                      )

一般社団法人　　静岡県設備設計協会
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 （報告事項５） 
 
 

地区会報告について 
 
 
１ 報告期間 
  平成２７年４月２８日から平成２７年７月１６日まで 
 
２ 報告内容 
（１）東部 
  ○第１回東部地区会 
   ・平成２７年５月１９日（火） 
 
（２）中部 
  ○第１回中部地区会 
   ・平成２７年５月３０日（土） 
  ○第２回中部地区会 
   ・平成２７年７月１７日（金）（予定） 
 
（３）西部 
  〇第１回西部地区会 
   ・平成２７年７月１０日（金） 
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記録 三ツ井

日時 １３：３０～ 場所 協会事務局

出席人数 １班 三ツ井 山本 甲斐 名波 川端 泊

9人 ２班 コバヤシ モア Ｓouken 山森 後藤 

／１１人

75%

１．前回議事録の確認(コバヤシ氏） 平成２７年  ４月   ４日（土）開催分

２．理事会の報告(山森氏） 平成２７年  ４月 ２８日（火）開催分

　　・総会の打ち合わせの件

　　・次期理事の確認

３．委員会報告

　■　総務委員会（名波氏）

　　・総会ご苦労様でした

　　・忘年会は５０周年記念式典がありますので、忘年会としては行わない

　　・県との意見交換会は、９／４（金）ＰＭ３：００（ペガサ－ト）で進めています

　　・協会50周年記念式典は１１／２０（金）ホテルアソシアで決定

　　　　（正会員は参加費+広告料で￥２０，０００）

　　・賀詞交換会は、Ｈ28、１月末で予定しています。

　　・６／２７に委員会を開催する予定です。

　■　技術委員会（ コバヤシ氏 ）

　　・特にありません

　■　広報委員会（甲斐氏）

  　・５／１６（土）第１回の委員会を開催しました

　　　　　１．広報誌を、50周年記念式典に来賓に配る予定

　　　　　２．山森氏よりホ－ムペ－ジの訂正を行いたい

  　・６／２０（土）委員会を開催する予定です。

４．その他

　　・６／２の無料相談は、申し込みがありませんでした。（５月は連休に当たり実施しませんでした）

　　　　了解

　　・セツビクラブ開催について 　・静岡ガス（磯部様）より

　　　　第２班で今回は対応する 　　山森氏より、電気を売りたいので説明の場を設けて

　　　　７／１７（金）　受付　ＰＭ６：３０より 　　欲しいとの事（太陽光発電？）

　　　　　　　　　　　　開始　ＰＭ７：００

　・フロン排出抑制法について

　　技術委員会にて確認し、必要なら講習会を開く

　・村上設備さん担当分の振り分けについて 　　ダイキン工業が説明会をしたいとの事

　　　　訂正して事務局よりメ－ルさせる 　　　（日時・内容・場所は今後とする）

　　　　　（振り分けは担当に一任する）

　・市単価について

　　今後確認

　　※次回開催日　 平成２７年 　７月 １７日（金）　１７：００より

　セツビクラブ例会会場（ＦＬＥＸ－ＭＵＮＣＨＥＮ）にて

平成２７年度　第１回 中部定例会　記録

平成２７年５月３０日（土）
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（報告事項６） 
 
 

 協会経理について 
 

時  期 普通預金 手元現金 
平成２７年１月末 ３，６０１，１５８ ８５，５４４ 

２月末 ３，３８４，６５５ ８４，６０４ 
３月末 ２，７３１，７６１    ８１，１４６ 
４月末 ６，６２０，２５０ １０２，０２２ 
５月末 ６，５４１，７７５ １３１，２７３ 
６月末 ６，６１７，５４２ １０５，６２０ 

７月１０日現在 ６，５７２，１５９    ８７，９３０ 
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１　収入

備　　考　

 懇親会 会費（正会員） 6,000円×21人＝126,000円

会費(賛助会員） 6,000円×55人＝330,000円

祝儀 60,000円

小　　計 516,000円

＊祝儀（ＪＩＡ、士事協、まちづくりセンター、建築士会、設備協会、電業協会・・・各10,000円）

２　支出

備　　考　

業務執行理事会 会場費 3,000円

アイスコーヒー 400円×4人＝1,600円

サービス料 460円

消費税 405円

小　　計 5,465円

総会 会場費 200円×61人＝12,200円

総会看板 5,000円×１枚＝5,000円

垂紙 200円×14枚＝2,800円 理事、監事など

マイク 1,000円×3本＝3,000円

サービス料 2,300円

消費税 2,024円

小　　計 27,324円

懇親会 料理一式 6,000円×83人＝498,000円

短冊 100円×13枚=1,300円 ﾒｲﾝﾃｰﾌﾞﾙ氏名

サービス料 130円

消費税 114円

小　　計 499,544円

その他経費 0円

合　　計 532,333円

収支差額 -16,333円

項　　　　目

項　　　　目

第3回定時総会収支計算書
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（報告事項７） 
 
 

第２回「設備設計関係協会全国会長会議」報告について 
 
 
 

 

開催日時 平成２７年６月２５日（木）１３:３０～１７:００ 

 

開催場所  全水道会館４Ｆ大会議室 

 

議  案 １ 連合会に関する経過報告及び概要説明 

      ２  今後の対応等に関する意見交換 

     ３ その他 
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(報告事項 ７)

番号 受付日 行事 出席者

1 　4月　３日（金 ） 平成２７年度第４回定時総会へのご臨席について（電業協会） 欠席

2 4月　６日（月 ） 201５年通常総会（総会・講演会・懇親会）のご案内（ＪＩＡ静岡） 三ツ井会長

3 4月　22日（水 ） NPO法人静岡県建築物安全確保支援協会第１回理事会の開催について 三ツ井会長

4 4月　22日（水 ） NPO法人静岡県建築物安全確保支援協会理事職の留任について（依頼） 三ツ井会長

5 4月　22日（水 ） （一社）静岡県設備協会第３回定時総会の開催について 三ツ井会長

6 4月　27日（月 ） （一社）静岡県建築士事務所協会平成２７年度定時総会ご案内について 植田副会長

7 5月　1日（金） （公社）静岡県建築士会平成２７年度定時総会開催のご案内 三ツ井会長

8 　5月　12日（火 ） 衆議院議員　木内実君と語る会の開催について 欠席

9 5月　13日（水 ） (一社)静岡県フロン回収事業協会第１２回通常総会開催のご案内 欠席

10 5月　14日（木） (一社)静岡県浄化槽協会第２回定時総会のご案内 三ツ井会長

11 5月　14日（木） 平成２７年「自民党静岡三区支部大会」ご臨席のお願い 欠席

12 　5月　18日（月 ） NPO法人静岡県建築物安全確保支援協会平成２７年度通常総会の開催について 三ツ井会長

13 　5月　25日（月 ） （一社）静岡県冷凍空調工業会第４階定時総会ご臨席のお願い 欠席

14 　5月　28日（木） 「井林たつのり君を囲む会」のご案内 欠席

15 　6月　1日（月） 天の一と企業・団体合同勉強会
三ツ井会長、植田副会長、山森
専務理事、川端中部地区幹事長

関係団体からの招待依頼等リスト（平成２７年度）
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