
平成29年度　設備設計　№1

（一社）長野県設備設計協会　　平成２９年度

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

29 4 7 総務委員会 すき楼 （12:00～） 6名
①平成29年度 事業予定について
②平成29年度 総会について

4 15 平成29年　臨時総会
アイビースクエア
守谷ホール

（16:00～） 11名 本人出席11名、委任状7通 役員改選について

本会会員・賛助会新旧理事
合同懇親会

ふく八 （18:00～） 25名
服部顧問
正会員 11名、賛助会員13名　出席

顧問 服部県会議員へ陳情書提出

5 1
長野県施設課
業務要望等準備打合せ会

長野県庁
建設部施設課

（10:00～）
(施設課長補佐)
岡宮会長、千村副会長、佐藤副会長、
鈴木

5 13 新旧役員  理事会 すき楼 （12:00～） 9名 新旧理事 、新旧監事 ①平成29年度 通常総会の準備

5 19
(一社)長野県空調衛生設備業協会
平成29年度通常総会（懇親会）

ホテル信濃路 （17:10～） 岡宮会長 出席

5 26

平成29年度 第35回 通常総会
賛助会報告会
技術研修会
懇親会

メルパルク長野

（13:15～）
（14:30～）
（15:00～）
（17:30）

18名
50名
64名
110名

本人出席18名、委任状4通
懇親会 来賓 7名

〈技術研修会〉
【ダイキンHVACソリューション東京㈱】
GHP&EHPのハイブリッド空調について
【昭和電機産業㈱】
山洋電気㈱による停電の基礎知識と対策について

5 25
(一社)長野県電設業協会
第45回通常総会（懇親会）

ホテル
メトロポリタン長野

（16:45～） 岡宮会長 出席

5 31

(一社)日本設備設計事務所協会
①第65回臨時総会
②協会創立50周年記念行事案
内説明会
③総会懇親会

東京千代田区
「如水会館」

①（15:45～17:00)
②(17:00～17:30)
③(18:00～20::00)

① 佐藤会長 出席
②③ 佐藤会長、岡宮前会長 出席

臨時総会を経て
(一社)日本設備設計事務所協会連合会へ移行

年 月 日
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（一社）長野県設備設計協会　　平成２９年度

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

29 6 8
(一社)長野県建築士事務所協会
第42回定時総会

松本市
ホテル ブエナビスタ

総会
（14:00～15:20)
式典
(15:30～:16:20)
懇親会
(16:30～）

佐藤会長 出席

6 14
長野建築センター
理事会・平成29年度総会

長野ダイヤモンドビル
502号会議室

（1２:00～）  1名 佐藤会長 出席

①長野建築センターの新年度予算について
②平成28年度収支決算並びに監査報告の承認
について
②平成29年度収支予算（案）の決定について

6 15
顧問  服部宏昭県議会議員
平成29年度 北信濃会総会

ホテル信濃路 （17:00～） 佐藤会長 出席

7 21 総務委員会
高見澤ダイヤモンドビル
502号会議室

（12:00～13:05） 9名 ①ゴルフコンペについて

7 29
本会・賛助会
「合同理事会」・「暑気払い」

ふく八 （17:00～） 17名
本会理事 8名、　賛助会理事 9名
出席

①今年度の研修旅行について

8 26
本会・賛助会
「合同理事会」

ふく八 （17:30～） 16名
本会理事 8名、　賛助会理事 8名
出席

①研修旅行について

9 1 協会旗　作製

9 15 親睦ゴルフ大会 京急カントリークラブ
（8:30 集合）
（9:15 スタート）

23名 正会員 8名、 賛助会員 15名  参加

9 15
『災害時引用給水供給ボランティ
ア活動時の協会装備品』   作製

・のぼり旗（飲料給水供給所）
・キャップ・ヘルメット・ベスト（会員に配布）
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29 10 20

（一社）日本設備設計事務所協
会連合会
創立50周年及び連合会移行記
念式典・講演会・祝賀会

東京千代田区
「如水会館」

式典
（14:00～15:00)
後援会
（15:15～16:45)
祝賀会
（17:00～19:00)

佐藤会長  出席

10
26
～
27

先進施設の視察及び研修会 名古屋 21名 正会員 9名、　賛助会員12名 　参加

【視察】
・中部電力 テクノフェア2017研修
・ＴＯＴＯ名古屋ショールーム
・木村工機㈱名古屋ショールーム 等各研修

10 27 第1回 東海・北信越ブロック会議
名古屋クラウンホテ
ル

（14:00～17:00） 佐藤会長 出席 担当　（一社）愛知県設備設計監理協会

11 14
長野県建設部建築政策課建設
業係主催「建設業に係る法令遵
守講習会」

安曇野建設事務所
講堂

（13:30～15:30） 佐藤会長 出席

11 17
理事会
（本会・賛助会会長）

松本市　しづか （18:00～） 9名 本人出席9名、委任状3通 ①研修旅行の報告

12 8
理事会
（本会・賛助会正副会長）

高見澤ダイヤモンドビル
502号会議室

（12:00～） 9名
本人出席8名、委任状4通
賛助会副会長　出席

①平成30年 新年名刺交歓会の準備について

30 1 10
長野建築センター
2018年 第15回  新春名刺交歓会

メルパルク長野 （16:00～） 佐藤会長  出席

1 26
平成30年
新年名刺交歓会・技術研究会

メルパルク長野

技術研究会
(14:30～16:30)
名刺交歓会
(17:00～)

59名
121名

技術研究会
(来賓3名、正会員22名、賛助会員34名）
名刺交歓会
(来賓8名、正会員19名、賛助会員94）

<技術研究会>
【サンポット㈱】
・ガスFF式温風暖房機　集中制御システムの紹介
・地中熱ヒートポンプ　導入事例の紹介
【㈱ JVCケンウッド・公共産業システム】
・議会・会議ソリューションの紹介

1 30

（一社）日本設備設計事務所協
会連合会
「第2回指定代表者会議」
「平成30年新年のつどい」

東京千代田区
「如水会館」

（15:30～16:30)
（17:00～18:30)

佐藤会長  出席
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（一社）長野県設備設計協会　　平成２９年度

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

30 2 6 阿部知事を囲む政経懇談会
ホテル
メトロポリタン長野

（18:00～） 佐藤会長 出席

2 8 長野建築センター 理事会
高見澤ダイヤモンドビル
502号会議室

（12:00～） 佐藤会長 出席 ①来年度の組織の体制について

3 15
長野建築センター
理事会

高見澤ダイヤモンドビル
502号会議室

（12:00～）
①建築センターの運営と各団体の負担金について
②建築センターの決算見込みと新年度予算について
③役員改選について

3 16
理事会
（本会・賛助会正副会長）

高見澤ダイヤモンドビル
502号会議室

（12:00～） 10名
本人出席8名、委任状4通
賛助会正副会長　出席

①平成30年5月25日（金）　第36回通常総会に向けて
・事業報告及び予算執行状況
・総会迄の日程確認（案内送付日・総会審議資料確
認理事会日・名簿作成・懇親会席次表作成日・総会
資料発注日　等の確認）
②退会者の報告　等について
③県施設課との意見交換会の開催について
④建築センター理事会の報告

3 22
（賛助会員あて）
総会資料広告及び技術資料の
募集

申込　賛助会員 15社

3 28
長野施設課・長野県設備設計協
会　　（業務要望等）意見交換・懇
談会

長野県庁
議会棟 2F

（13:50 集合）
（14:00～）

5名

県建設部荒城施設課長、高野企画幹
兼設備設備係長、
県議会議員 服部顧問
当協会　佐藤会長、鈴木副会長、
岡宮理事、千村理事、山口理事

長野県建設部への要望等　意見交換懇談会
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（一社）長野県設備設計協会　　平成２９年度
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