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

30 4 12 総務委員会
高見澤ダイヤモンドビ
ル502号会議室

（12:00～） 7名 本人出席 7名、委任状 5通 ①平成30年度 事業計画と予算要求について

総会資料広告及び技術資料募集 賛助会員 16社から申込

30 5 11 第1回　理事会
高見澤ダイヤモンドビ
ル502号会議室

（12:00～) 14名
本人出席12名
賛助会  正副会長 出席
（※賛助会　正副会長に案内）

①平成29年度 決算報告と監査報告について
②平成29年度 事業報告について
③平成30年度 事業計画について
④平成30年度 予算案について
⑤会員、賛助会員名簿の確認・校正

5 16
(一社)長野県空調衛生設備業協会
平成30年度通常総会（懇親会）

ホテル信濃路 （17:30～） 佐藤会長 出席

5 25

平成30年度 第36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

（14:30～）
（15:10～）
（16:00～）
（18:00～）

19名
54名
66名
117名

本人出席19名、委任状2通
懇親会 来賓 3名

〈技術研修会〉
【木村工機㈱】
工場・産業分野向け最新空調機の紹介
【㈱トヨトミ】
ペレットストーブ他最新機器の紹介

5 29
(一社)長野県電設業協会
第46回通常総会（懇親会）

ホテル
メトロポリタン長野

（16:45～） 佐藤会長 出席

30 6 4 賛助会理事会 （委員会）
高見澤ダイヤモンドビ
ル502号会議室

（1２:00～） 12名 ①平成30年度 活動内容について

6 8
(一社)長野県建築士事務所協会
第43回定時総会

ホテル
メトロポリタン長野

式典から
(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30年度　第38回総会

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平成29年度 収支決算並びに監査報告の承認
②平成30年度 収支予算(案)の決定について
③役員改選について

6 14

（一社）日本設備設計事務所協
会　　連合会
JAFMECビジョン策定特別委員
会　　第１回　キックオフ会議

日設事連本部　会議
室

（13:30～17：00) 佐藤会長  出席
佐藤会長が連合会西田会長より委員に任命され、第
６回まで開催された全ての会議に出席し、今年度連
合会より発表される予定です。

6 21 第2回　理事会
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（※賛助会　正
副会長に案内）

①第36回通常総会について
②平成30年度 理事会等日程案について
③事業計画と委員会活動について
④技術研修会について

6 22
顧問  服部宏昭県議会議員
平成30年度 北信濃会総会

ホテル信濃路 （17:00～） 佐藤会長 出席

6 28
（一社）日本設備設計事務所協
会　　連合会
第66回定時総会・懇親会

東京千代田区
「如水会館」

総会
（15:00～17:00)
懇親会
（17:30～19:00)

佐藤会長  出席

30 7 2 臨時　会議 千村設備設計　事務所 （17:30～19:00） 7名

ビッグハット　2018デンセンサマーフェア出
展　　　　　浄水装置デモ運転の実施につい
て　　　　　　　　　　　　　　　7月20日技術セミ
ナーの参加について

・フェア実施参加者日程調整と役割分担
（竹村製作所　技術者2名　協力要請）
・技術セミナー参加・出席者の呼びかけ依頼

7
6
・
7

社会奉仕活動
協会所有  緊急用浄水装置の
運転見学会

長野市ビッグハット
（2018デンセンサマー
フェア会場内）

(13:00～17:00)
(11:00～17:00）

5名 見学者 70名 （竹村製作所　2名　技術協力出席）

7 20 第3回　理事会 モリヤホール （14:00～15:30） 12名
本人出席 10名、　委任状 2通
賛助会  正副会長 出席
（※賛助会　正副会長に案内）

①6月21日理事会決定事項確認・未決事項協議 他
②協会事業の担当委員会について
③出前講座について

〃 〃 技術セミナー及び商品説明会 モリヤホール （16:00～18:00) 38名
正会員 16名、賛助会員 13名、
行政 5名、一般 4名

【㈱ＬＩＸＩＬ】
・防災拠点用トイレ「レジリエンストイレ」商品説明
【中部電力㈱ 販売カンパニー長野営業部
(一社）日本エレクトロヒートセンター】
・業務用厨房施設の換気設備設計指針について

〃 〃 暑気払　納涼会 ふく八 （18:00～） 19名 正会員、賛助会役員  出席

7 24
職業PR（設備設計者の業務）
実施

長野県
松本技術専門学校

（10:00～12:00) 佐藤会長  出席
松本技術専門学校の20数名の生徒に職業ＰＲを実
施

30 8 7

（一社）日本設備設計事務所協
会　　連合会
JAFMECビジョン策定特別委員
会　　第２回　委員会

日設事連本部　会議
室

（13:30～17:00) 佐藤会長  出席

8 10 総務委員会
高見澤ダイヤモンドビ
ル502号会議室

（12:00～） 8名 本人出席 8名、 委任状 4通
①ゴルフコンペ（10月5日開催）について
②小委員会業務について

8 24 第4回  理事会
高見澤ダイヤモンドビ
ル502号会議室

（12:00～） ８名
本人出席　7名、 委任状 5通
賛助会  副会長 出席
（※賛助会　正副会長に案内）

①ゴルフコンペ開催の実施要綱説明・報告と承認
（総務委員会）
②技術研修旅行の実施に「向けて（10月26日・27日
予定）・研修視察地候補について（事業委員会）

8 28
長野設計協同組合
長野市立小中学校クール化プロ
ジェクト打合会議

高見澤ダイヤモンドビ
ル502号会議室

（13:30～） 5名
佐藤会長、岡田副会長
（長野設計共同組合）正副理事長3名

①長野市小中学校クール化プロジェクトについて
設計協力要請・設計料

30 9
2
・
3

第2回 東海・北信越ブロック協議
会・懇親会

富山市吉作
「呉羽ハイツ」

(15:00～17:00)
(18:00～19:30）

佐藤会長 出席
担当主催県　（一社）富山県設備設計事務所協
会

9 11 第5回  理事会
高見澤ダイヤモンドビ
ル502号会議室

（12:00～） 7名
本人出席6名、 委任状 5通
賛助会  副会長 出席
（※賛助会　正副会長に案内）

①ゴルフコンペについて
②技術研修旅行について

30 10 12 親睦ゴルフ大会
長野京急カントリー
クラブ

（8:30 集合）
（9:15 スタート）

16名 正会員 2名、 賛助会員 14名  参加

年 月 日

（一社）長野県設備設計協会　　平成３０年度



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

（一社）長野県設備設計協会　　平成３０年度

10 16

（一社）日本設備設計事務所協
会　　連合会
JAFMECビジョン策定特別委員
会　　第３回　委員会

日設事連本部　会議
室

（13:30～17:00) 佐藤会長  出席

10
25
・

26
先進施設の視察及び研修会

静岡県富士市、
東京

19名 正会員 8名、　賛助会員 11名 　参加

【視察】
◦東芝キヤリヤ㈱ 富士工場
◦東芝スマートコミュニティセンター・東芝照明ラボラト
リー

30 11 9 第6回  理事会
高見澤ダイヤモンドビ
ル502号会議室

（12:00～） 8名
本人出席 7名、委任状 4通
賛助会副会長　出席
（※賛助会　正副会長に案内）

①親睦ゴルフコンペ実施報告（総務委員会）
②先進施設の視察及び研修会の実施報告（事業委
員会）③日帰り技術研修について
④平成30年7月西日本豪雨災害支援について

30 12 4

（一社）日本設備設計事務所協
会　　連合会
JAFMECビジョン策定特別委員
会　　第４回　委員会

日設事連本部　会議
室

（11:00～17:00) 佐藤会長  出席

12 7 第7回  理事会
高見澤ダイヤモンドビ
ル502号会議室

（12:00～） 10名
本人出席 9名、委任状 3通
賛助会副会長　出席
（※賛助会　正副会長に案内）

①平成31年 新年名刺交歓会について

12 7
平成30年7月西日本豪雨災害
支援金

8社 当協会からは　支援金額 83,500円
（一社）日本設備設計事務所協会連合会では全国か
ら　　　募り 2,749,300円を義援金として送りました

31 1 11
長野建築センター
2019年 第16回  新春名刺交歓会

ホテル国際21 （16:00～） 佐藤会長  出席

1 16 総務委員会
高見澤ダイヤモンドビ
ル502号会議室

（12:00～） 6名 本人出席 6名、委任状 6通
①新年名刺交歓会(1月25日開催)の役割分担につい
て

1 25
平成31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～)

78名
133名

技術研究会
(来賓3名、正会員24名、賛助会員51名）
名刺交歓会
(来賓8名、正会員20名、賛助会員105名）

<技術研究会>
【㈱遠藤照明】
・最新照明設計とソフトウェアの紹介
【㈱マナテック】
・高精度空調と省エネ 他

1 29
顧問  服部宏昭県議会議員
長野後援会　役員会

ホテル信濃路 （11:00～） 佐藤会長 出席

1 29

（一社）日本設備設計事務所協
会　　連合会
「第3回指定代表者会議」
「平成31年新年のつどい」

東京千代田区
「如水会館」

（15:00～16:30)
（17:00～18:30)

佐藤会長  出席

31 2 12

（一社）日本設備設計事務所協
会　　連合会
JAFMECビジョン策定特別委員
会　　第５回　委員会

日設事連本部　会議
室

（11:00～17:00) 佐藤会長  出席

31 3 6
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 7 賛助会委員会(理事会） 長野市 「はな村」 （17:30～） 13名
①後任副会長について
②年間活動の反省

3 7
賛助会 竹越副会長  送別会・
親睦会

　　　　〃 （18:30～） 13名 賛助会役員・正会員有志

3 11
平成30年北海道胆振東部地震
への支援金

2社 支援金額 20,000円
（一社）日本設備設計事務所協会連合会 1,859,543
円

3 15 第8回　理事会
高見澤ダイヤモンドビ
ル502号会議室

（12:00～） 8名
本人出席7名、委任状4通
賛助会会長　出席
（※賛助会　正副会長に案内）

①2019年 新年名刺交歓会について
②技術研修会について
（㈱角藤・長野ピーエス㈱のご協力・提案）
③災害義援金について
④臨時総会・通常総会について
⑤その他
・1月末現在の協会予算の収支報告
・県施設課との懇談会について
・協会創立周年事業について
・協会年会費について

3 16
当協会顧問　服部宏昭後援会
合同県政報告書

飯綱町町民会館 （14:00～） 佐藤会長 出席 県議選に出馬され見事に当選されました。

3 19

（一社）日本設備設計事務所協
会　　連合会
JAFMECビジョン策定特別委員
会　　第６回　委員会

日設事連本部　会議
室

（11:00～17:00) 佐藤会長  出席


