
 荒井 洋  　安藤政英　　　池森 梢     尾日向辰文　　　勝山敏雄　　　菊池弘之　　 北村浩康　　 轟  真也　　 　須田考雄　 　 　松下重雄     　高橋重徳
 片倉隆幸　　藤松幹雄　　新井 優　　丸山幸弘 　 長島三夫　　　 林　隆　　 山口  満　　山口康憲　　山田健一郎　　　 吉田　満　　　  加賀　修(㈱日建ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ） 　赤羽吉人 　   　川上恵一　　　坂田守夫
 清水国寿

 会　 長 　 　加賀　修（㈱日建ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）
 西澤広智　　　有賀良和（㈱日創建材）  西澤広智          監査：赤羽吉人　　  副会長　 　 岸本貴志（㈱本久）　　丸山淳治（㈱ﾃｵﾘｱﾗﾝﾊﾞｰﾃｯｸ） 事務局  佐藤清美

・会運営の為の総務全般 菊池弘之 ・荒井 洋 ・片倉隆幸 ・藤松幹雄
清水国寿
岸本貴志
　（㈱本久）

竹内祐一 ・鎌田賢太郎 ・君島弘章 ・小林克己 ・小林秀行 ・高見澤正孝（㈱カネト） ・笠井大治（三協立山アルミ㈱)
百瀬万里子 ・下崎明久 ・林 隆 ・福島 透 ・白勢佳久（㈱シンケン） ・鈴木孝典（ダイダン㈱） 
吉田 満 ・笹崎　茂（㈱ニュースト） ・有賀道夫（㈱双葉）

・前川直樹（㈱ＬＩＸＩＬ） ・高田淳太郎（ＹＫＫＡＰ㈱）

小宮山吉登 ・赤羽吉人 ・甘利享一 ・市川英一 ・伊藤公積 ・齋藤昌彦（㈱角藤） ・坂本 浩（元旦ビューティ工業㈱）
林 隆 ・荻原　白 ・川上恵一 ・北村浩康 ・吉川一久 ・平井 治（小松ｳｫｰﾙ工業㈱） ・坂田守夫（坂田工業㈱）
丸山淳治 ・君島弘章 ・清水国寿 ・鈴木芳彦 ・須田考雄 ・遠山善秀（㈱シノダ設備） ・山内圭祐（㈱新和建材）

3. 会員作品展及び会員活動紹介の企画•運営 ・高橋重徳 ・児野　登 ・土屋長命 ・轟 真也 ・坂田 誠 (大光電機㈱) ・白井 健（㈱ダイフレックス）
4. 建築他団体及び行政も含めた災害対策への対応 ・中澤栄二 ・西澤広智 ・松下重雄 ・丸山和男 ・鈴木悠樹（田島ルーフィング㈱） ・浦本正則（東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱）
5. 出前講座の企画運営 ・宮本仁夫 ・湯本弘行 ・依田政司 ・林　秀樹（トライアン㈱） ・竹内喜久雄（㈱長野ナブコ）

・小池幸信（長野三菱電機機器販売㈱・加賀 修（㈱日建ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）
・田中 亮（フジテック㈱） ・清水純夫（富国物産㈱）
・中島 信(丸山硝子㈱） ・金子憲寿（㈱メカ・エンジ）
・西宮登喜男（㈱綿内瓦工業）

勝山敏雄 ・青柳　悟 ・小川原吉宏 ・北村浩康 ・小林秀行 ・高野正和（㈱岩野商会）  ・竹内雄治（ケイミュー㈱）
鎌田賢太郎 ・小林千恵 ・竹花彰男 ・野口大介 ・宮坂直志 ・堀内茂雄（㈱刷新） ・小林義孝（信越ビーアイビー㈱）
轟 真也 ・山下和希 ・白勢佳久（㈱シンケン） ・石澤隆志（炭平ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱）
舟橋浩二 ・星川嘉諒（征矢野建材㈱） ・新井由美子（(有)泰成電機工業）  

・青柳岳史（㈱タクト） ・深澤英基（中部電力㈱）
・蚊野　真（長野ピーエス㈱） ・有賀良和（㈱日創建材）　　　　　　　

高田武弘 ・浜　恒徳（(有)平成熱学） ・本澤　篤（㈱マナテック） 
(総合資格学院） ・橋本正勝(綿半ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱）
吉川一久 ・伊藤正明 ・小川原吉宏 ・上村保弘 ・川上恵一 ・柏原 亨（大阪ｶﾞｽｹﾐｶﾙ㈱）　 ・荻野秀彬（オスモ＆エーデル㈱）　
窪寺弘行 ・菊池弘之 ・北原一樹 ・木下 光 ・小宮山吉登 ・勝野智明（㈱勝野木材） ・佐藤隆志（㈱ｺｰﾃｨﾝｸﾞｺ-ﾎﾟﾚｰｼｮﾝ） 
鈴木敏之 ・清水国寿 ・下崎明久 ・俵 周次郎 ・西澤広智 ・小林基英（小林木材㈱） ・星川嘉諒（征矢野建材㈱）
宮坂直志 ・場々洋介 ・福島 透 ・松下重雄 ・百瀬万里子 ・松本朗彦（竹村工業㈱） ・塩澤賢一（都築木材㈱）　
山口 満 ・山口康憲 ・宮戸洸一 ・藤森雄一(㈱中部測地研究所） ・塚田豊彦（㈱塚田造園）

・丸山淳治（㈱ﾃｵﾘｱﾗﾝﾊﾞｰﾃｯｸ） ・南波健一（㈲ナチュラルウッド）
・鈴木吉明（根羽村森林組合） ・小笠原守（㈱ハローヒート） 
・大橋　潤(フジクリーン工業㈱) ・宮崎正毅（瑞穂木材㈱）
・岸本貴志（㈱本久） ・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㈱） ・新海　長（SGO信州）
・和田庄平（写楽）

荒井 洋 ・新井 優 ・勝山敏雄 ・片倉隆幸
・菊池弘之 ・吉川一久 ・轟　真也
・林 隆 ・藤松幹雄 ・山口康憲

地域サミット：荒井 洋  /　総務委員会：山口 満　 /　広報委員会：吉田　満　 /　保存問題委員会：窪寺弘行　 /　支部資格制度委員会：片倉隆幸
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：轟　真也

財務委員会：山口康憲  /  JIA災害対策会議：山口康憲　/　表彰事業委員会（優秀建築選タスクホース）：勝山敏雄　/　全国学生卒業設計コンクール実行委員会：北村浩康　/　教育表彰委員会CPD-WG：丸山幸弘

長島三夫

（藤松幹雄）

尾日向辰文

（新井 優）

・正会員、協力会員の資質向上と相互の連携及び交流促進

安藤政英

（丸山幸弘）

山田健一郎

（藤松幹雄）

・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
　の事業への連携•協力

（片倉隆幸）
3.公益法人として社会に開かれたJIAの活動内容を発信する

7. 夏冬のセミナー開催
8. 地域活動費削減による予算減の対応策の研究

1. HPの活発な更新・整備・運用を目指す

1. 会員集会•技術交流会の企画•運営

まちづくり委員会

丸山幸弘災害対策ＷＧ

1. 県産材活用の促進

    まちづくり運動との連携、協力

池森 梢
3. 関連他団体、行政機関、教育研究機関及び地域の

・ 地域の景観•まちづくり活動への参画•協力

5. まちづくりを通じて建築関連団体との積極的な交流をはかる

　　JIA関東甲信越支部

JIA本部

交流委員会

・ワーキンググループを立ち上げ地震等の災害に備え

1. 緊急時の初動体制の整備、連絡網対応の構築
2.他団体との役割分担を考え県クラブに相応しい活動を考える

4. 歴史的建造物等の調査•研究•記録の継続

　（文化講演会・県内学生卒業設計コンクール・会員作品展の3部構成

　　（地域材を活用した建築の年間200棟完成を目指す）

2019年度　JIA長野県クラブ役員・委員会構成
2019.5.20

委員会事業

代　　　表
副  代 表

副委員長委員長

相談役
幹　　事

本部役員

5. 登録建築家制度の推進及びCPD取得推進サポート

広報委員会

委員会

2. 公益事業に相応しい建築家通信・クラブニュースの発行

4.クラブにふさわしい出版を目指す

・クラブ活動の広報全般

委　　員

3. 本部・支部との連携
4. 会員・協力会員数の増強を図る

2. 会員・協力会員等の交流促進と活性化

1. 第14回建築祭の開催

2. まちなみウォッチングと視察勉強会の企画•開催

2. 本部・支部・他団体事業への参加協力
　（全国学生卒業設計コンクール、北関東甲信越学生課題設計コンクール）

・県産材を中心とした地場産業活性化への積極的な参加と

（㈱建築資料
研究社）

（㈱ﾃｵﾘｱﾗﾝﾊﾞｰ
ﾃｯｸ）

事業委員会

会計幹事

監 　　査

J
I
A
長
野
県
ク
ラ
ブ

総務委員会

 理事：山口康憲

　人的交流を通じて地域に貢献する

・丸山幸弘

　　　　　　　　　　　　　　　職能を通じた地域貢献を研究する

支部役員

1. 総会・幹事会の運営
2. 財務の総括

協力会

・新井 優

9.　収益事業の可能性の模索

6. 業務環境改善と職能確立に向けての活動の企画•運営
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