
平成25年度　設備設計　№1

（一社）長野県設備設計協会  平成２５年度

会 　   種 場       所 時間 出席者 内      容 議  題　等

25 4 13 臨時総会 松本市 「しづか」 （11:00～） 9名
①役員改選
②法人化について

4 23 賛助会理事会（委員会） 長野建築センター （12:00～13:00） 10名

①新年度役員改選について
②平成25年度事業計画について
③平成25年度予算案について
④技術研修会の予定について
⑤本会活性化について
⑥賛助会からの要望事項

4 23 事業委員会 松本市 「しづか」 （18:00～） 6名
①平成25年度事業委員会予算について
②平成25年度事業委員会活動計画について

5 11 新旧役員合同「理事会」 ふく八 （17:00～） 11名 新旧理事・監事 ①総会準備

5 17
「一般社団法人
長野県設備設計協会」設立

5 17
(一社)長野県空調衛生設備業
協会　通常総会

ホテル信濃路 （17:00～） 岡宮会長出席

5 22

第31回 通常総会
賛助会報告会
技術研修会
設立祝賀会

メルパルク長野

（13:15～）
（14:30～）
（15:00～）
（懇親会 17:30）

16名
66名
84名
117名

来賓　9名
「一般社団法人」設立祝賀会

【技術研修会】
〈㈱角藤〉
再生可能エネルギー「地中熱利用ヒートポンプシステ
ム」について
〈東テク㈱〉
空気質への新提案「低濃度二酸化塩素ガス供給シス
テム」について

5 30
(一社)長野県電設業協会
第41回 通常総会

ホテルメトロポリタ
ン長野

（16:45～） 岡宮会長出席

6 15 理事会 すき楼 12:00～ 10名
①研修旅行について
②（一社）長野県設備設計協会 運用規定について

6 21
(一社)長野県建築士事務所
協会 第38回定時総会

松本市
ホテルブエナビスタ

（15:30～） 岡宮会長出席

年 月 日
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（一社）長野県設備設計協会  平成２５年度

会 　   種 場       所 時間 出席者 内      容 議  題　等年 月 日

25 6 20 現場代理人研修会 ホテル信濃路 （13:00～16:00） 1名
(一社）長野県空調衛生設備業協会
主催

6 25 会計打合せ 長野建築センター （15:30～） 真岸会計事務所、事務局

6 26
賛助会理事会（委員会）
新旧理事引継ぎ会

耳より
（17:00～）
（18:00～）

16名
①新役員発足について
②年間活動計画について
③本会委員会への参画について

8 24 理事会 すき楼 （12:00～） 9名
①研修旅行について
②（一社）長野県設備設計協会 運用規定について

9 ７
「免震工事における設備配管
の免震継手について」講習会
と見学会

モリヤホール
県庁本館棟及び議
会棟他現場見学

(13:30～15:00）
(15:30～16:30）

(公社）空気調和・衛生工学会
北信越支部　主催
(当会共催)

9
27
～
29

先進施設の視察・
研修会

北海道 函館市、
札幌市泊

①茅部郡森町
②恵庭市黄金南

32名

①北海道電力㈱森発電所（地熱発電所）
②サマーエンジニアリング㈱
惠庭市黄金ふれあいセンター（土壌蓄熱式
輻射床暖房システム）

11 29 理事会 長野建築センター （12:00～） 5名

①研修旅行の決算報告
②協会構成員の改定の件
③新年名刺交歓会の件
④新入賛助会員の件

11 29
緊急用浄水装置  「キュー助」
取扱い説明会

竹村製作所
長野本社工場

（15:00～17:00） 19名 正会員 4名、賛助会員 15名

11 29 懇親会 ふく八 （18:00～） 16名 正会員 6名、賛助会員 10名

12 9 会計打合せ 長野建築センター （13:00～） 真岸会計事務所、事務局
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（一社）長野県設備設計協会  平成２５年度

会 　   種 場       所 時間 出席者 内      容 議  題　等年 月 日

25 12 20 技術講習会 守谷ホール （15:00～17:00） 25名 会員 13名、会員外 12名
「設備設計者としてこれだけは押さえておきたい
構造について」
講師：県建設部施設課　副参事　川島 聡 氏

12 20 懇親会 ふく八 （18:00～） 12名 会員 10名、会員外 2名

26 1 10
2014年第11回
新春名刺交歓会
(長野建築センター主催)

メルパルク長野 （16:00～） 2名 岡宮会長、千村副会長 出席

1 17
平成26年新春名刺交歓会・
技術研究会

メルパルク長野
14:30～16:30
17:00～

65名
116名

技術研究会 (正会員14名、賛助会員51名）
名刺交歓会

【技術研修会】
〈三菱重工冷熱㈱〉
「寒冷地対応ヒートポンプ」について
・業務用エコキュート
・空冷ヒートポンプモジュールチラー
〈パナソニック㈱ES社〉
「CEC/Lの大幅改正について」

3 29 理事会 すき楼 （12:00～） 9名

①総会の準備
・25年度事業報告及び事業費決算見込み
・26年度事業計画
会員拡大の件（ｾﾞﾈｺﾝ、ｻﾌﾞｺﾝ等の設備部門の
件）　　　　　②新入賛助会員の件
③その他　　・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ購入の件
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（一社）長野県設備設計協会  平成２５年度
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