
一般社団法人　東京都建築士事務所協会　渋谷支部

17:30～

安藤 臼井 (井桁) 安田 塚部 瀬戸 野崎 瀬尾 山本 武田 中島 (古谷) 宮岡 (小林) 11　 名

（欠席者）

臼井　勝之  

瀬戸　英二

1.

（1） 報告・予定

1 渋谷区新春交歓会

11：00～

2 東京土建渋谷支部旗開き2015

19：30～

3 新春賀詞交歓会　最終打合せ

15：00～17：00

4 新春交礼会

18：00～19：30

5 新春賀詞交歓会

18：00～20：00

6 全日不動産賀詞交歓会

7 世田谷支部　新年会

18：00～20：15

8 第11回耐震相談会

9 目黒支部　新年会

18：30～20：30

10

11 大田支部　新年会

銀座アスター　蒲田賓館
グランデュオ蒲田西館7階

出席者数   3 　 名 安藤、臼井、山本18：00～

臼井、井桁、山本

14：00～ 瀬尾、野崎

（耐震キャンペーン21～23）

　　 相談件数   3    件

瀬尾

ＪＩＡ　建築家横河建｢語る会｣

㈱テラ設計工房 出席者数

渋谷東武ﾎﾃﾙ地下2階 鳳凰の間

芝松　都立大学駅前店

1月16日

  1 　名

出席者数    75  名

1月22日

1月21日

出席者数   3 　 名

   4   名

  3 　名出席者数

区役所6階建築紛争調整室

18：30～20：30 出席者数

臼井、井桁、山本

1月20日

18:00～
セルリアンタワー東急ホテル
地下2階　ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ

出席者数 　2　 名 臼井、井桁

銀座アスター三軒茶屋賓館2階

1月30日

1月29日

建築家会館大ホール(青山）

1月29日

渋谷区商工会館クラブ室

支部役員

新宿京王プラザ　4階 出席者数 　3   名 臼井、井桁、瀬尾

1月9日

平成27年2月5日

支部長　臼井勝之

平成27年2月期役員会（議案書）

日　時： 平成27年2月5日（木）

出席者：

進　行：

場　所：

山本、安田、瀬戸、他

塚部、臼井、瀬尾、井桁

   8   名

1月13日

1月5日

セルリアンタワー東急ホテル
地下2階　ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ

出席者数    4  名 臼井、井桁、瀬尾、山本

書　記：

報告事項：

平成27年1月・2月・3月　報告・予定

1月15日

京王プラザホテル4階 花の間 出席者数 安藤、臼井、井桁、瀬尾



12 品川支部　新年会

13 2月期役員会

17：30～18：15

14 2月期第３ブロック役員会 品川 渋谷

目黒 世田谷

18：15～19：30 大田

15 村上英子　自由民主党幹事長就任祝賀会の集い

16 新会員交流懇談会

17 第12回耐震相談会

18 耐震診断ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ打ち合せ会 中止

19 第7回支部長会議

20 3月期役員会

17：30～18：15

21 3月期第3ブロック役員会

18：15～19：30

22 第13回耐震相談会

23 品川 渋谷

受付 17:30 目黒 世田谷

大田

（2） 前回議事録

① 議事録の承認 臼井勝之

（3） 理事会・支部長会・委員会報告

① 理事会 安藤欽也

② 支部長会 臼井勝之

安藤、臼井15：00～ 本部9階会議室 出席者数 　　　名

　　　名 臼井

2月25日

渋谷区商工会館クラブ室 出席者数 　 　名 支部役員

2月27日

14：00～ 渋谷区役所前駐車場　地下1階D会議室 出席者数

2月3日

品川区中小企業センター
大会議室3階

出席者数   2 　 名 臼井、瀬尾18:00～

支部役員

2月5日

渋谷区商工会館クラブ室 出席者数 　　　名

渋谷区商工会館クラブ室

14：00～

出席者数 　    名

区役所6階建築紛争調整室 井桁

2月13日

18：30～ ワシントンホテル2階 臼井

　　相談件数  　　件

2月19日

臼井

2月12日

18：30～  セルリアンタワー東急ホテル 出席者数 　    名

出席者数 　 　名

2月5日

出席者数   　 名

3月24日

18:00～20：00 渋谷区商工会館第一会議室

山本

第3ブロック技術研修会

3月19日

14：00～ 区役所6階建築紛争調整室 　　相談件数  　　件

出席者数 　 　名 支部役員

3月5日

渋谷区商工会館クラブ室

3月5日



③ 委員会報告

a. 会員委員会 世田谷支部

b. 情報委員会 大田支部

ｃ. 業務委員会 井桁正美

ｄ. 事業委員会 山本　誠

e. 法制委員会 目黒支部

ｆ. 研修委員会 品川支部

④ 編集専門委員会 安田浩司

ホームページ専門委員会

⑤ 建築相談室専門委員　　・ 指導委員会 古谷幸雄 小林志朗

⑥ 耐震診断相談会報告 瀬尾敏明 野崎岳夫

⑦ 入退会報告 臼井勝之

(入会）

　　　㈱赤津設計事務所

(退会）　　　宮原建築設計室一級建築士事務所

(会員数）　　106名

⑧ 会計報告 山本　誠

⑨ 賀詞交歓会報告 臼井勝之 塚部　彰

(平成27年1月16日(金）18：00～20：00　東武ホテル 地下2階 鳳凰の間）

2 審議事項：

(1) 平成２７・２８年度役員の承認に関する件 臼井勝之

(2) 役員会について  臼井勝之

 【3月5日(木）、6日（金）クラブ室、夜間　仮予約済】　【4月2日（木）クラブ室、夜間　予約済】  【 5月 未定】

(3) 支部決算総会について 臼井勝之

(4) 渋谷区民防災マニュアル　応急危険度判定員について 臼井勝之

(5) 訃報　　高橋事務局長　ご尊父 臼井勝之

(6) その他

　　・ 支部ホームページについて 47社掲載 臼井勝之

　　・ 会員増強について 臼井勝之 瀬尾敏明

終わりに 宮岡誠穂

　　　㈱匠設計コンサルタント
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