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◎中原　岳夫
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　西　　博康
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△飯田　　匡
　田中　直人
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　竹本　孝輔
　萩原　　学
　水島　靖典
　山下　真輝

■環境分科会
　木谷　晃之
　北野　勝也
　寺井　千佳
　仲村　憲一
△橋本　直樹
　桝井　貴廣
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　森山　正和
　山口　拓也
　茂木麻美子
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　門野　　陽
△桜井　和男
　森川　勝浩
　藤丸　啓一
　河合　智寛
　吉田　正友
　岡田　淑子
　中野　敬史
■法令分科会
△奥山　陽二
　河野　　学
　古橋　佑太
　𠮷田　悠起
■ひと・まち・建築小委員会
　居内　章夫
　石井眞由美
　上田　寛彬
　太田　栄治
　加嶋　章博
　片岡　政規
　貴志　泰正
　佐伯　先史
△澤田　純一
▲髙木　秀晃
　鞆野　淳司
　西田　佳代
　平野　尉仁
　増田　敬彦

（順不同）

◎委員長
○副委員長
▲小委員会委員長
△ 幹事・小委員会
副委員長

常任理事会
第 8回常任理事会
3 月22日（水） 17：30～19：00
協会＆WEB会議
出席者　指田会長ほか 8名
議　事（ 1） 2023年度の役員（理事）、評議員の

推薦状況
　　　（ 2） 6月定時総会ほか当日のスケジュール
　　　（ 3） その他（次回の新入会員ガイダン

スの企画について 他）

編集委員会
第12回編集委員会
3 月 8 日（水） 18：00～19：40
WEB会議
出席者　中原委員長ほか10名
議　事（ 1） 4月号　編集委員会特集
　　　（ 2） 5月号　設備委員会特集
　　　（ 3） 6月号　片岡安賞
　　　（ 4） 7月号　青年技術者特集
　　　（ 5）10月号　施工材料分科会特集（案）
　　　（ 6） その他　会誌の表紙、特集扉のレ

イアウト、分科会の名称変更、作
品作風の名称、新入会員ガイダン
ス報告、法令分科会幹事交代

第 5回建築計画系分科会
3 月14日（火） 18：00～19：05
協会＆WEB会議
出席者　東幹事ほか 7名
議　事（ 1） 8月号分科会特集
第 6回建築計画系分科会
3 月27日（月） 18：00～18：40
WEB会議
出席者　東幹事ほか 5名
議　事（ 1） 4月号編集委員会特集
　　　（ 2） 8月号分科会特集
第11回設備分科会
3 月 1 日（水） 18：00～18：50
WEB会議
出席者　橋本幹事ほか 6名
議　事（ 1）「設備の頁」の企画
　　　（ 2） 4月号編集委員会特集
　　　（ 3） 5月号設備分科会特集
第 7回施工材料分科会
3 月 6 日（月） 17：00～18：00
協会＆WEB会議
出席者　桜井幹事ほか 6名
議　事（ 1） 4月号編集委員会特集
　　　（ 2）10月号分科会特集
第11回法令分科会
3 月 8 日（水） 16：00～17：00
協会＆WEB会議
出席者　古橋幹事ほか 3名
議　事（ 1） 2023年 4 月号特集等　編集委員会

課題関連
　　　（ 2）「法令コーナー」企画検討
　　　（ 3）2023年度法令分科会特集企画検討
　　　（ 4）2023年度スケジュール他

事業委員会
第 7回情報見学小委員会
3 月 9 日（木） 18：05～18：45
WEB会議
出席者　中尾委員長ほか11名
議　事（ 1） 本年度事業、見学会実施報告と開催

予定
　　　（ 2）第 3回青年技術者交流会実施報告
　　　（ 3） 新年度（ 4月から）の委員長・副

委員長の選任
　　　（ 4）新入会員ガイダンス
　　　（ 5）その他　新入委員紹介・新年度懇親会

出版委員会
第11回出版委員会
3 月28日（火） 17：00～18：00
協会＆WEB会議
出席者　西委員長ほか 7名
議　事（ 1）既刊書籍経過報告
　　　（ 2）制作進行中の書籍
　　　（ 3）今後の出版テーマ
　　　（ 4）講習会・セミナーの企画

教育委員会
第69回工高生デザインコンクール募集規定作成会
3 月17日（金） 18：00～19：00
WEB会議
出席者　平岡審査員長ほか 8名

　　　　谷口委員長、橋寺教育委員長ほか 3名
課　題　「わくわくする小さな駅」
第 2回講習会小委員会
3 月14日（火） 18：00～18：30
WEB会議
出席者　川井委員、伊藤維俊氏ほか 4名
議　事（ 1） 2022年度の建築工事実務講習会　

実施報告
　　　（ 2）その他　委員交代
第 5回史料研究会
3 月13日（月） 18：00～18：45
WEB会議
出席者　橋寺委員長ほか 5名
議　事（ 1）「再読」の担当
　　　（ 2）新企画
　　　（ 3）イケフェス街歩きルート
第12回大阪府住まい・まちづくり普及協議会　
全体会議
3 月17日（金） 10：30～12：00
WEB会議
議　題（ 1）出前講座
　　　（ 2）補助金
　　　（ 3）その他

未来創生プロジェクト
第12回2040委員会
3 月17日（金） 19：30～22：00
PARK Lab.＆WEB会議
出席者　駒井リーダーほか 8名
議　事（ 1）企画内容
　　　（ 2）今後の委員会活動
第10回Ｕ-35委員会
3 月16日（木） 19：30～22：00
竹中工務店＆WEB会議
出席者　平岡リーダーほか 9名
議　事（ 1）活動／予定
　　　（ 2）次回予定／その他
U-35委員会　8th action「建築とみち」
3 月25日（土） 11：00～18：00
茨木市市役所前線
出席者　平岡リーダーほか14名
参加者　約1,000名
第11回Ｕ-35委員会
3 月28日（火） 19：30～20：00
WEB会議
出席者　平岡リーダーほか11名
議　事（ 1）活動／予定
　　　（ 2）次回予定／その他

見学会
大阪国際中学校高等学校　見学会
3 月28日（火） 15：00～17：00
講　師　㈱安井建築設計事務所
　　　　清原健史氏　山崎拓氏
委　員　情報見学小委員会　森委員ほか 4名
参加者　26名
第 7回学生のための現場見学会
京都市立芸術大学移転整備工事（C地区） 見学会
3 月30日（木） 13：30～16：00
講　師　㈱竹中工務店京都支店
　　　　作業所長 三日市正晃氏、篠原博氏
委　員　建築次世代委員会　永野委員ほか 5名
参加者　21名

実行委員会
第 2回論考コンクール実行委員会
3 月10日（金） 18：00～19：40
WEB会議
出席者　吉村委員長ほか 4名
議　事（ 1）第 7回要項改訂
　　　（ 2）第 7回審査委員の体制
　　　（ 3）第 7回テーマ設定

講演会
第 3回青年技術者交流会
3 月 3 日（金） 18：00～21：00
ドーンセンター＆WEB会議
出席者　発表者： 松島将太氏、南澤智規氏、

村岡幹尚氏
　　　　参加者： 指田会長、中尾常任理事ほか

19名
　　　　司　会： 事業委員会情報見学小委員会 

岡﨑拓巳委員、本田隆作委員
　　　　委　員：同上　滝澤創也委員
内　容　 WEB会議にて発表者によるプレゼン。

司会、参加者による質疑応答。参加し
た青年技術者による交流懇親会


