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会の動き

■総会
◎第34回通常総会
　日　時　平成20年５月23日
　会　場　パレスグランデール

■理事会
◎平成19年度第５回常務理事会
　日　時　平成20年４月22日
　会　場　山形県高度技術研究開発センター

◎平成19年度第６回理事会
　日　時　平成20年４月22日
　会　場　山形県高度技術研究開発センター

◎平成19年度第７回理事会
　日　時　平成20年５月23日
　会　場　東根グランドホテル

◎第１回常務理事会
　日　時　平成20年６月18日
　会　場　山形県高度技術研究開発センター

◎第１回理事会
　日　時　平成20年６月18日
　会　場　山形県高度技術研究開発センター

◎第２回常務理事会
　日　時　平成20年８月８日
　会　場　山形建築会館

◎第３回常務理事会
　日　時　平成20年10月１日
　会　場　山形建築会館

◎第２回理事会
　日　時　平成20年10月24日
　会　場　山形県高度技術研究開発センター

◎第３回理事会
　日　時　平成20年12月22日
　会　場　山形県高度技術研究開発センター

◎第４回常務理事会
　日　時　平成21年２月10日
　会　場　山形建築会館

◎第４回理事会
　日　時　平成21年２月27日
　会　場　山形県高度技術研究開発センター

■講習会
◎適合証明技術者業務講習会
　日　時　平成20年８月６日
　会　場　山形ビッグウイング
　受講者　97名

◎管理建築士資格取得講座
　日　時　平成20年８月６日
　山形会場　山形ビッグウイング
　受講者　307名
　庄内会場　三川町なの花ホール
　受講者　85名

◎改正建築士法・政省令解説講習会
　日　時　平成20年11月25日
　会　場　山形ビッグウイング
　受講者　380名

■全国大会
◎建築士事務所全国大会（東京大会）
　日　時　平成20年10月３～５日
　会　場　東京都帝国ホテル
　参加者　10名

■キャンペーン事業
◎木造住宅耐震診断相談・建築なんで
も相談
　日　時　平成20年10月18日
　会　場　山形市霞城セントラル
　相談者　９名
◎セミナー「安心して家を建てるために」
　参加者　20名

■苦情相談
◎苦情相談
　日　時　平成20年10月18日
　　　　　　　　　11月20日
　会　場　山形建築会館
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渉外関係

■日事連関係
◎正副会長会議・常任理事会・日事政
　研役員会
　日　時　平成20年５月16日
　出席者　伊藤会長
◎管理建築士講習業務連絡会議
　日　時　平成20年６月６日
　出席者　事務局
◎常任理事会・全国会長会議・第50
　回通常総会
　日　時　平成20年６月16日
　出席者　伊藤会長、事務局長
◎平成20年度事務局連絡会議
　日　時　平成20年６月25日
　出席者　事務局
◎管理建築士講習の講師講習会
　日　時　平成20年７月29日
　出席者　高橋副会長、
　　　　　藤原・石山常務理事外
◎第１回教育情報委員会
　日　時　平成20年８月27日
　出席者　高橋副会長
◎日事連厚生年金基金代表委員会
　日　時　平成20年９月18日
　出席者　伊藤会長
◎自由民主党建築設計議員連盟総会
　日　時　平成20年10月２日
　出席者　伊藤会長
◎第２回教育情報委員会
　日　時　平成20年10月15日
　出席者　高橋副会長
◎改正建築士法・政省令解説講習の講
　師講習会
　日　時　平成20年11月５日
　出席者　山形県 佐藤主査
◎建築士定期講習事務局説明会
　日　時　平成20年11月10日
　出席者　事務局
◎日事連厚生年金基金代表委員会
　日　時　平成20年11月17日
　出席者　伊藤会長
◎重要事項説明のポイント講師説明会
　日　時　平成20年11月21日
　出席者　石山常務理事
◎全国会長会議・政研フォーラム
　日　時　平成20年12月２日
　出席者　伊藤会長、事務局長
◎建築設計サポートセンター業務委託説明会
　日　時　平成21年１月28日
　出席者　事務局長
◎建築士定期講習説明会
　日　時　平成21年１月30日
　出席者　高橋副会長、藤原・石山常務理事、
　　　　　事務局長
◎日事連厚生年金基金代表委員会
　日　時　平成21年２月17日
　出席者　伊藤会長
◎第３回教育情報委員会
　日　時　平成21年２月26日
　出席者　高橋副会長
◎建築設計サポートセンター業務意見
　交換会
　日　時　平成21年３月18日
　出席者　伊藤会長、事務局長
◎全国会長会議・平成21年度予算総
　会・日事政研総会
　日　時　平成21年３月30日
　出席者　東京 八重洲富士屋ホテル

■北海道・東北ブロック協議会
◎第１回北海道・東北ブロック協議会
　会長会議
　日　時　平成20年４月23日
　会　場　田沢湖 駒ケ岳観光ホテル
　出席者　伊藤会長、事務局長
◎建築行政共用データベースシステム
　概要説明会
　日　時　平成20年７月４日
　会　場　宮城県 建築士事務所協会
　出席者　事務局
◎第３回南東北連絡協議会
　日　時　平成20年７月８日
　会　場　上山 葉山館
　出席者　伊藤会長、両副会長外
◎北海道・東北ブロック苦情解決業務
　準備説明会
　日　時　平成20年10月31日
　会　場　ホテルメトロポリタン盛岡
　出席者　伊藤会長、高橋副会長外

◎第２回北海道・東北ブロック協議会
　会長会議
　日　時　平成20年12月１日
　会　場　東京 TKP日本橋ビジネスセンター
　出席者　伊藤会長、事務局長
◎第３回北海道・東北ブロック協議会
　会長会議
　日　時　平成21年２月25日
　会　場　仙台 パレスへいあん
　出席者　伊藤会長、事務局長
◎第４回南東北連絡協議会
　日　時　平成21年３月11日
　会　場　仙台 法華クラブ仙台
　出席者　伊藤会長、両副会長外

■渉外関係
◎山形県住宅建築物地震対策推進協議会
　日　時　平成20年５月14日
　会　場　山形県庁
　出席者　伊藤会長
◎（社）山形県建築士会山形支部総会
　日　時　平成20年５月19日
　会　場　遠藤副会長
　出席者　山形グランドホテル
◎山形県鉄構工業組合総会
　日　時　平成20年５月21日
　会　場　パレスグランデール
　出席者　伊藤会長
◎（社）山形県建築士会通常総会
　日　時　平成20年５月26日
　会　場　パレスグランデール
　出席者　伊藤会長
◎村山地区木造住宅耐震化推進会議
　日　時　平成20年５月26日
　会　場　村山総合支庁
　出席者　高橋副会長
◎山形県建築協会定時総会
　日　時　平成20年５月29日
　会　場　ホテルメトロポリタン山形
　出席者　伊藤会長
◎高齢者すまいの地震あんしん事業打合会
　日　時　平成20年６月５日
　会　場　山形県庁
　出席者　各地区担当者
◎木造住宅耐震補強のポイント実務講習会
　日　時　平成20年６月19日
　会　場　東京 お茶の水セントラルビル
　出席者　高橋副会長
◎山形県住宅フェア総会
　日　時　平成20年６月20日
　会　場　山形県高度技術研究開発センター
　出席者　伊藤会長
◎第３回建築５団体連絡協議会〔改正
　建築士法の円滑な施行について〕
　日　時　平成20年６月23日
　会　場　山形県庁
　出席者　遠藤副会長
◎山形県住宅建築関係事業支援協議会
　設立総会
　日　時　平成20年６月25日
　会　場　あこや会館
　出席者　伊藤会長
◎山形のすまい温暖化対策地域協議会
　設立総会
　日　時　平成20年７月10日
　会　場　山形県庁
　出席者　石山常務理事
◎山形の家づくり大賞コンペ事前審査
　委員会
　日　時　平成20年７月17日
　会　場　あこや会館
　出席者　遠藤副会長
◎管理建築士講習の講師講習会
　日　時　平成20年７月29日
　会　場　東京 建築会館
　出席者　高橋副会長外３名
◎公益法人制度説明会
　日　時　平成20年８月５日
　会　場　山形県庁
　出席者　事務局長
◎山形県住宅建築物地震対策推進協議
　会耐震ワーキング検討会
　日　時　平成20年８月７日
　会　場　山形県庁
　出席者　藤原常務理事
◎高齢者すまいの地震あんしん事業打合会
　日　時　平成20年８月８日
　会　場　山形建築会館
　出席者　各地区担当者

◎山形県建築士会専攻建築士審査評議会
　日　時　平成20年８月27日
　会　場　山形建築会館
　出席者　伊藤会長
◎山形の家づくり大賞コンペ現場審査会
　日　時　平成20年８月31日～９月１日
　会　場　山形・上山・寒河江・東根・中山
　出席者　遠藤副会長
◎山形の家づくり大賞コンペ実行委員会
　日　時　平成20年９月17日
　会　場　あこや会館
　出席者　遠藤副会長
◎木造住宅耐震補強のポイントと実務講習会
　講　師　高橋副会長
　日　時　平成20年９月26日
　会　場　東京 エレクトロンホール宮城
◎山形の家づくり大賞コンペ表彰式
　日　時　平成20年10月２日
　会　場　山形グランドホテル
　出席者　遠藤副会長
◎木造住宅耐震補強のポイントと実務
　講習会
　講　師　高橋副会長
　日　時　平成20年10月３日
　会　場　山形ビッグウイング
◎国土交通大臣表彰
　日　時　平成20年10月８日
　会　場　東京 住宅金融支援機構
　出席者　高橋副会長
◎公益認定基準、一般法人移行認可基
　準説明会
　日　時　平成20年10月22日
　会　場　山形県庁
　出席者　事務局長
◎新公益法人制度申請手続説明会
　日　時　平成20年11月26日
　会　場　山形県庁
　出席者　事務局長
◎山形県土木部長との意見交換会
　日　時　平成20年12月５日
　会　場　山形県庁
　出席者　伊藤会長外４名
◎高橋邦雄氏国土交通大臣表彰祝賀会
　日　時　平成20年12月15日
　会　場　山形市 亀松閣
　出席者　伊藤会長外
◎建築設計サポートセンター設置に係
　る打合会
　日　時　平成20年12月19日
　会　場　山形県庁
　出席者　伊藤会長外３名
◎第４回建築５団体連絡協議会
　日　時　平成20年12月25日
　会　場　村山総合支庁
　出席者　伊藤会長外２名
◎山形県住宅・建築物地震対策推進協
　議会幹事会
　日　時　平成21年１月９日
　会　場　山形県庁
　出席者　藤原常務理事
◎山形県住宅・建築物地震対策推進協
　議会総会
　日　時　平成21年１月16日
　会　場　山形県庁
　出席者　伊藤会長
◎山形の家づくり大賞コンペ実行委員会
　日　時　平成21年１月27日
　会　場　あこや会館
　出席者　遠藤副会長
◎やまがた県産木材利用センター設立総会
　日　時　平成21年１月27日
　会　場　山形国際ホテル
　出席者　事務局長
◎特例民法法人の定期監査
　日　時　平成21年２月２日
　会　場　山形建築会館
　出席者　事務局
◎鈴木正彦前福島県建築士事務所協会
　会長叙勲祝賀会
　日　時　平成21年２月９日
　会　場　福島市 ホテル辰巳屋
　出席者　伊藤会長外
◎高齢者すまいの地震あんしん事業打合会
　日　時　平成21年３月13日
　会　場　山形県庁
　出席者　伊藤会長外
◎建築設計サポートセンター業務打合会
　日　時　平成21年３月17日
　会　場　村山総合支庁
　出席者　伊藤会長外３名
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【今後の全国大会の予定は下記の通りとなっています】

会長杯ゴルフコンペ

西村山地区研修会

合同委員会

地　区　名 日　　時 会　　場 参加人数
米　沢　・　長　井 平成20年７月14日

日　　時 会　場
山形ビッグウイング

あこや会館
パレスグランデール

平成21年１月26日～27日平成20年６月23日　　　
７月28日　　　
８月25日～26日
９月29日～30日
10月20日～21日
11月17日～18日
11月25日　　　
12月15日～16日
12月24日　　　

平成21年１月19日～20日

満菊屋本店 17名
西村山・村山・最上 　　　　７月16日 河北町プラザシンフォニー 35名
田　　川・酒　　田 ７月23日 酒田ガーデンパレスみずほ 52名
山　　　　　　　形 ７月25日 山形パレスグランデール 50名

■地区研修会
（前期）

■耐震判定委員会

最　　　　　　　上 １月30日 居食や  とも 11名
山　　　　　　　形 平成21年１月28日 ホテルメトロポリタン山形 42名

西　　　村　　　山 　　　　２月６日 一龍 18名
村　　　　　　　山 ２月６日 どんべい 14名
米　沢　・　長　井 ２月10日 ハイジアパーク南陽 17名
鶴　　岡・酒　　田 ２月13日 グランドエルサン 37名

（後期）

日　　時 会　場

あこや会館２月16日～17日
２月23日～24日
３月23日～24日
３月30日～31日

ウエルサンピア
あこや会館 日　　時 会　場

平成20年６月30日

■合同委員会

山形建築会館

日　　時 会　場
平成20年12月５日
平成21年２月19日
平成21年３月12日

■情報広報委員会
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