
2022.5.31
林　隆   新井 優　　  小川原 吉宏　　 尾日向 辰文　　片倉 隆幸　　  勝山 敏雄　　  吉川 一久　　　 久米 勇一        清水 国寿 　須田 考雄　 　 　松下 重雄     　高橋 重徳      赤羽 吉人
池森 梢      小宮山 吉登      山田 健一郎     吉田 満   下﨑 明久　　俵 周次郎　　　 野口 大介　  　  丸山 幸弘 　  宮坂 直志　　   山崎 慎一郎 （㈱山崎屋木工製作所） 　川上 恵一　　　  坂田 守夫        荒井 洋
長島  三夫

   会　 長 　    山崎 慎一郎 （㈱山崎屋木工製作所）
藤松 幹雄 高見澤 正孝（㈱カネト）    副会長　     石澤 隆志 （炭平コーポレーション㈱）   　 国分裕志（信越ビーアイビー㈱）

担当副代表
会運営のための総務全般 ・池森　梢 ・小宮山 吉登 ・高見澤正孝（㈱カネト）
1．総会、幹事会、相談役を囲む会の運営 鈴木 敏之 ・清水 国寿 ・丸山 幸弘 ・有賀 良和（㈱日創建材）
2．スケジュールと財務の管理、会員の増強 山口 満 ・山田 健一郎
3．倶楽部ニュースの配信 国分 裕志
4．緊急時対応（災害その他） （信越ﾋﾞｰｱｲﾋﾞｰ(株)）

5．団体としての職能を考える（本音で語る会）
6．設計依頼相談窓口の運営
7．設計者選定の仕組みづくりの支援、行政との連携　

・荒井 洋 ・新井 優 ・菊池 弘之 ・吉原 太朗（㈱ｲﾝﾃﾙﾅながの）　 ・大竹 知也（大阪ｶﾞｽｹﾐｶﾙ㈱）　
クラブ活動の広報全般 小澤 伸行 ・吉川 一久 ・君島 弘章 ・熊谷 善紀 ・坂本 浩（元旦ビューティ工業㈱） ・国分 裕志（信越ビーアイビー㈱）
1．出版（信州の建築家とつくる家） 鈴木 敏之 ・松下 重雄 ・百瀬 万里子 ・白勢 佳久（㈱シンケン） ・石澤 隆志（炭平ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱）
2．ホームページの運営（取材、原稿依頼） 竹内 祐一 ・青柳 岳史（㈱タクト） ・蚊野　真（長野ピーエス㈱）
3．新しい建築家通信（活動の記録）　 山田 真一 ・堀川 潤也（㈱ニュースト） ・宮崎 正毅（瑞穂木材㈱）

・山崎 慎一郎（㈱山崎屋木工製作所） ・山口 長武（㈲ヤマショー）　
・田中 格（㈱ＬＩＸＩＬ） ・竹腰 博毅（林友ハウス工業㈱）
・和田 庄平（スタジオ写楽）

・赤羽 吉人 ・甘利 享一 ・市川  英一 ・高野 正和（㈱岩野商会）  ・土方 雅彦（オスモ＆エーデル㈱）・齋藤 昌彦（㈱角藤）
会員相互の連携、交流促進、資質向上 勝山 敏雄 ・伊藤 公積 ・荻原 白 ・川上 恵一 ・坂本 浩(元旦ﾋﾞｭｰﾃｨ工業㈱) ・佐藤 隆志(㈱ｺｰﾃｨﾝｸﾞｺ-ﾎﾟﾚｰｼｮﾝ) ・坂田 守夫（坂田工業㈱）
1．夏と冬のセミナー開催 久米 勇一 ・菊池 弘之 ・北原 一樹 ・木下 光 ・堀内 茂雄（㈱刷新） ・遠山 善秀（㈱シノダ設備） ・白勢 佳久（㈱シンケン） 
2．技術交流会の企画運営 百瀬 万里子 ・窪寺 弘行 ・小林 秀行 ・嶋本 耕三 ・松澤 勇二（末広商事㈱） ・岩垂 智昭（征矢野建材㈱） ・矢澤 幸一（泰成㈱）  
3．仕事を語る会・見学会の企画運営 石澤 隆志 ・鈴木 芳彦 ・須田 考雄 ・高橋 重徳 ・青柳 岳史（㈱タクト） ・藤森 徳雄(㈱中部測地研究所） ・塚田 豊彦（㈱塚田造園）
4．会員が開催する見学会の募集・紹介 ・竹花彰男 ・児野 登 ・土屋 長命 ・林　秀樹（トライアン㈱） ・加賀 修(㈱日建エンジニアリング)・有賀 良和（㈱日創建材）

・中澤 栄二 ・西澤 広智 ・丸山 幸弘 ・有賀 通夫（㈱双葉） ・本澤　篤（㈱マナテック） ・岸本 貴志(㈱本久)
・宮本 仁夫 ・山崎 慎一郎（㈱山崎屋木工製作所） ・田中 格（㈱ＬＩＸＩＬ）

・塩沢 悠一(YKKAP㈱) ・橋本 正勝(綿半ソリューションズ㈱）・和田 庄平（スタジオ写楽）
伊東 亮一 ・青栁 悟 ・片倉 隆幸 ・山田 啓介（(有)エムケーワイ）　 ・齋藤 昌彦（㈱角藤）

地域への県クラブ独自の情報発信と支部及び他の地域会の 小澤 伸行 ・勝山 敏雄 ・北村 浩康 ・吉川 一久 ・山下郁也（小松ｳｫｰﾙ工業㈱） ・堀内 茂雄（㈱刷新）
事業への連携・協力 鎌田 賢太郎 ・熊谷 善紀 ・嶋本 耕三 ・高橋 正嘉 ・白勢 佳久（㈱シンケン） ・岩垂 智昭（征矢野建材㈱）
1．建築祭の開催 轟 真也 ・竹内 祐一 ・俵 周次郎 ・長島 三夫 ・矢澤 幸一（泰成㈱）  ・青柳 岳史（㈱タクト）
　（文化講演会・長野県学生卒業設計コンクール） 舟橋 浩二 ・野口 大介 ・藤松 幹雄 ・宮坂 直志 ・原山 勝彦（タニコー㈱） ・太田 秀久(㈱テオリアランバーテック)
2．本部、支部、他団体事業への参加協力 （㈱建築資料研究社） ・山下 和希 ・小林 千恵 ・小笠原 守（㈱ハローヒート） ・浜 恒徳（(有)平成熱学）
　（全国学生卒業設計コンクール） 高田 武弘 ・岸本 貴志(㈱本久) ・橋本 正勝(綿半ソリューションズ㈱）
　（北関東甲信越学生課題設計コンクール） ・新海 長（SGO信州） ・丸山淳治(モカウッドジャパン㈱)

・甘利 享一 ・荒井 洋 ・新井 優 ・大竹 知也（大阪ｶﾞｽｹﾐｶﾙ㈱）　 ・土方 雅彦（オスモ＆エーデル㈱）

県内の優れた建築を選定・記録して文化としての建築の価値を 場々洋介 ・池森 梢 ・伊東 亮一 ・小川原 吉宏 ・坂本 浩（元旦ビューティ工業㈱） ・山下郁也（小松ｳｫｰﾙ工業㈱）
広く社会に伝える 鎌田 賢太郎 ・小宮山 吉登 ・清水 国寿 ・福島 透 ・多賀 淳（三協立山アルミ㈱) ・坂田 誠（大光電機㈱）
1．JIA長野建築賞（仮称）の創設 嶋本 耕三 ・藤松 幹雄 ・山田 真一 ・白井 健（㈱ダイフレックス） ・松本 朗彦（竹村工業㈱）
2．審査員・講師の派遣 山口 満 ・平良 直輝（田島ルーフィング㈱） ・原山 勝彦（タニコー㈱） 
3．会員の受賞作品紹介・アーカイブ ・永井 孝一（中部電力ミライズ㈱） ・滝澤 真一（東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱）

・竹内 喜久雄（㈱長野ナブコ） ・蚊野　真（長野ピーエス㈱）
・堀川 潤也（㈱ニュースト） ・馬場 光夫・畑田孝太郎（フジテック㈱）
・田中 格（㈱ＬＩＸＩＬ） ・塩沢 悠一(YKKAP㈱)

・新井 優 ・伊藤 正明 ・川上 恵一 ・勝野 智明（㈱勝野木材） ・高見澤正孝（㈱カネト）
時代の要請に応える地域の建築のあり方を考える 荒井 洋 ・北村 浩康 ・吉川 一久 ・清水 国寿 ・小林 基英（小林木材㈱） ・多賀 淳（三協立山アルミ㈱)
1．建築を構成する要素の研究（地域材利用、温熱性能、構造性能） 勝山 敏雄 ・下﨑 明久 ・竹内 祐一 ・轟 真也 ・岩垂 智昭（征矢野建材㈱） ・永井 孝一（中部電力ミライズ㈱）
2．設計実務に連動する勉強会を企画 高橋 正嘉 ・長島 三夫 ・西澤 広智 ・福島 透 ・塩澤 賢一（都築木材㈱） ・太田 秀久(㈱テオリアランバーテック)
3．先進地視察、フィールドワーク 丸山淳治 ・藤松 幹雄 ・丸山 幸弘 ・山口 満 ・蚊野　真（長野ピーエス㈱） ・南波 健一(㈲ナチュラルウッド)
4．関連他団体、行政機関との連携・協力 (ﾓｶｳｯﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱) ・山下 和希 ・吉田 満 ・鈴木 吉明（根羽村森林組合） ・小笠原 守（㈱ハローヒート） 

・浜 恒徳（(有)平成熱学） ・宮崎 正毅（瑞穂木材㈱）
・金子 憲寿（㈱メカ・エンジ） ・山崎 慎一郎（㈱山崎屋木工製作所）
・山口 長武（㈲ヤマショー）　 ・米田 満（㈱山二）
・竹腰 博毅（林友ハウス工業㈱） ・塩沢 悠一(YKKAP㈱)

　　JIA関東甲信越支部 地域サミット：林　隆  /　総務委員会：山口　満　 /　広報委員会：竹内 祐一　 /　保存問題委員会：下﨑 明久　/　選挙管理委員会：野口 大介　/　建築・まちづくり委員会：赤羽 吉人　/　災害対策委員会：丸山 幸弘　/　北関東甲信越学生課題設計コンクール：伊東 亮一

全国学生卒業設計コンクール実行委員会：鎌田 賢太郎　
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・長島 三夫
・片倉 隆幸

  監 事    赤羽 吉人

俵　周次郎

  幹 事    藤松 幹雄

（炭平ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱)

交流委員会

山田 健一郎

宮坂 直志

・尾日向 辰文

池森　梢

委員会事業

小宮山 吉登

小川原 吉宏

（総合資格学院）

JIA本部

会計幹事

吉田　満 下崎 明久

吉田　満広報委員会

総務委員会

尾日向 辰文山田 健一郎

支部役員

表彰委員会

地域環境委員会

事業委員会

相談役

委　　員

協力会   事務局

野口 大介
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