
第５期　平成20年度（2008年度）　委員長　下川滝美

年 月日 主な活動記録

2008 見学会 岐阜シティータワー４３

〃 委員会 第１回　女性委員会

委員会 第２回　女性委員会

〃 ブロック会 平成20年度建築士会東海北陸ブロック会　前期愛知会議

７月18日～17日 全建女 第19回全国女性建築士連絡協議会

委員会 第３回　女性委員会

〃 研修会 INAX・トステム製品から見るエコについて

建物調査 岐阜地区本巣方面

〃 委員会 第４回　女性委員会

委員会 小委員会（20周年記念事業委員会）

講演会 第28回文化講演会　 講師：堀部　安嗣　氏

委員会 小委員会（20周年記念事業委員会）

委員会 小委員会（20周年記念事業委員会）

委員会 第５回　女性委員会

〃 建物調査 東濃地区多治見方面

全国大会 第51回建築士会全国大会　（とくしま大会）

委員会 小委員会（20周年記念事業委員会）

委員会 小委員会（20周年記念事業委員会）

建物調査 飛騨地区高山方面

委員会 小委員会（20周年記念事業委員会）

委員会 第６回　女性委員会

2009 らくだ会 第８回　気楽にらくだ会・女性委員会20周年記念事業 

委員会 小委員会（素材のゆくえ調査委員会）

委員会 小委員会（素材のゆくえ調査委員会）

委員会 小委員会（素材のゆくえ調査委員会）

2月21日～22日 ブロック会 平成20年度東海北陸ブロック会　後期定例静岡（掛川）会議　

委員会 第７回　女性委員会

2008 ６月 らくだ（女性委員会便り）　22号発行

11月 らくだ（女性委員会便り）　23号発行

2009 ４月 らくだ（女性委員会便り）　24号発行
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2月24日

2月5日

2月6日

9月26日

10月9日

10月16日

10月25日

11月4日

11月8日

11月15日

11月17日

12月16日

1月17日

2月12日

9月27日

５月16日

6月28日

7月25日

8月26日

9月16日



第５期　平成21度（2009年度）　委員長　下川滝美

年 月日 主な活動記録

2009 ブロック会 第1回　運営委員会

ブロック会 建築士会東海北陸ブロック会後期高山大会準備委員会

見学会 赤坂の古い街並み

〃 委員会 第１回　女性委員会

ブロック会 建築士会東海北陸ブロック会後期高山大会準備委員会

ブロック会 第２回　運営委員会

〃 勉強会 「最近の建築士法改正について」

〃 委員会 第２回　女性委員会

ブロック会 平成21年度前期定例会議　三重（桑名）会議（ブロック女性委員会20周年記念）

〃 ブロック会 第３回　運営委員会

〃 女性委員会 第３回　女性委員会

７月17日～18日 全建女 第20回全国女性建築士連絡協議会長野大会

ブロック会 第４回　運営委員会

〃 勉強会 「森林づくりに間伐材が果たす役割」

〃 委員会 第４回　女性委員会

講演会 文化講演会　 手塚貴晴氏　手塚由比氏

全国大会 第５２回　建築士会全国大会　やまがた大会

見学会 佐川美術館とウォーリズ建築見学

〃 委員会 第５回　女性委員会

見学会 各務原市内見学会

2010 らくだ会 第９回　気楽にらくだ会ｉｎ高山 

2月27日～28日 ブロック会 平成21年度後期定例会議　福井県若狭会議

〃 委員会 第６回　女性委員会

研修会 講演会「フランク・ロイド・ライトについて」

〃 委員会 第７回　女性委員会

2009 12月 らくだ（女性委員会便り）　25号発行

2010 ４月 らくだ（女性委員会便り）　26号発行
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3月25日

8月27日

9月5日

10月16日

11月13日

12月4日

1月16日

6月27日

4月9日

4月23日

4月25日

5月23日

5月28日



第６期　平成22度（2010年度）　委員長　飯沼あい子

年 月日 主な活動記録

2010 研修会 ＨＰ更新講習会

〃 委員会 第１回女性委員会

委員会 第２回女性委員会

ブロック会 平成22年度前期定例会議　石川県金沢会議

7月7日~11日 ぎふ建築士の日・フェスティバル

委員会 第３回女性委員会

7月16日~17日 全建女 平成22年全国女性建築士連絡協議会(東京大会）

見学会 郷邸迎賓館見学

〃 委員会 第４回女性委員会

講演会 第30回　建築文化講演会 講師：伊礼智氏

委員会 第５回女性委員会

ブロック会 東海北陸ブロック会後期高山大会準備委員会

全国大会 第53回建築士会全国大会　佐賀大会

ブロック会 東海北陸ブロック会後期高山大会準備委員会

研修会 郡上建物調査

委員会 第６回女性委員会

2011 委員会 第７回女性委員会

委員会 第８回女性委員会

２月26日~27日 ブロック会 平成22年度後期定例会議　岐阜県高山大会

らくだ会 第10回らくだ会in郡上

〃 委員会 第９回女性委員会

2010 ９月 らくだ（女性委員会便り）27号発行

2011 ４月 らくだ（女性委員会便り）28号発行
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1月17日

2月10日

3月17日

10月8日

10月15日

10月22日

10月28日

12月3日

12月24日

9月18日

4月27日

6月10日

6月26日

7月11日

9月3日



第６期　平成23度（2011年度）　委員長　飯沼あい子

年 月日 主な活動記録

2011 委員会 第１回　女性委員会

ブロック会 平成23年度前期定例会議　富山会議

委員会 第２回　女性委員会

７月16日~17日 ぎふ建築士の日フェスティバル

委員会 第３回　女性委員会

〃 勉強会 「いまさら聞けない太陽光発電の話」

第１回　住育の出前講座（住育教室）

委員会 第４回　女性委員会

〃 勉強会 「名古屋市科学館見学とLEDを学ぶ」

第２回　住育の出前講座（住育教室）

委員会 第５回　女性委員会

〃 岐阜県建築士会60周年記念事業

第３回　住育の出前講座（住育教室）

第４回　住育の出前講座（住育教室）

第５回　住育の出前講座（住育教室）

第６回　住育の出前講座（住育教室）

2012 委員会 第６回　女性委員会

２月17日~18日 全建女 平成23年度　第22回全国女性建築士連絡協議会　京都大会

2月25日~26日 ブロック会 平成23年度後期定例会議　三重県鈴鹿大会

らくだ会 第11回気楽にらくだ会（中山道　鵜沼宿・太田宿）

委員会 平成23年度女性委員会総会＆川原町散策

2011 ９月 らくだ（女性委員会便り）29号発行

2012 ５月 らくだ（女性委員会便り）30号発行
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1月19日

3月11日

4月28日

10月26日

11月12日

11月18日

11月22日

11月24日

12月1日

10月13日

5月12日

6月25日

7月14日

9月15日

10月4日



第７期　平成24度（2012年度）　委員長　宇佐美　泉

年 主な活動記録

2012 委員会 第１回　女性委員会

〃 講習会 ｢東日本大震災における地震保険の話｣

ブロック会 平成２４年度前期定例会議　福井会議

委員会 第２回　女性委員会

〃 講習会 ｢家相を学ぶ｣

9月1日~2日 建築士の日フェスティバル

講演会 第３２回　建築文化講演会　谷尻誠氏

全国大会 第５５回建築士会全国大会　いばらき大会

見学研修会 『椅子の彫刻家』フィン･ユールをたずねて

委員会 第３回　女性委員会

〃 研修会 ｢ＬＥＤについて｣

第１回　住育の出前講座（住育教室）

2013 委員会 第４回　女性委員会

〃 研修会 ｢インテリアについて｣

2月16日~17日 ブロック会 平成２４年度後期定例会議　犬山会議

委員会 第5回　女性委員会（総会）

〃 らくだ会 第12回　気楽にらくだ会（長良川うかいミュージアム）

2012 ９月 らくだ（女性委員会便り）31号発行

2013 ４月 らくだ（女性委員会便り）32号発行
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4月11日

9月8日

10月19日

11月18日

12月3日

12月6日

月日

6月8日

6月23日

8月10日

2月7日



第７期　平成25度（2013年度）　委員長　宇佐美　泉

年 月日 主な活動記録

2013 研修会 ｢バリアフリーの町づくり見学｣

ブロック会 平成25年度前期定例会議　富山会議

委員会 第１回　女性委員会

7月13日~14日 建築士の日フェスティバル

7月13日~14日 全建女 平成25年度　第23回全国女性建築士連絡協議会(東京）

委員会 第２回　女性委員会

研修会 ｢夏休みバリアフリー教室１回目｣

研修会 ｢夏休みバリアフリー教室２回目｣

委員会 第３回　女性委員会

〃 研修会 ｢幸せになる家～方角と家相を知る｣＆茶話会

全国大会 第56回建築士会全国大会　「しまね大会」

見学会 「家具のパモウナ」家具製作工場見学会

講演会 第33回　建築文化講演会　三方一博志氏

2014 委員会 第４回　女性委員会＆新年会

3月1日~2日 ブロック会 平成25年度後期定例会議　加賀大会

らくだ会 第13回　気楽にらくだ会（セミナー）

〃 委員会 第５回　女性委員会（総会）

2013 10月 らくだ（女性委員会便り）33号発行

2014 ４月 らくだ（女性委員会便り）34号発行

平成25年４月１日岐阜県建築士会は社団法人から公益社団法人へ移行
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3月13日

5月25日

6月8日

6月14日

7月19日

7月22日

8月22日

9月29日

10月19日

10月31日

11月9日

1月17日



第７期　平成26度（2014年度）　委員長　宇佐美　泉

年 月日 主な活動記録

2014 委員会 第１回　女性委員会

〃 研修会 ｢色のお話｣＆茶話会

ブロック会 平成26年度前期定例会議　岐阜会議

建築士の日フェスティバル

研修会 ｢水のお話｣＆「パナソニックリビングショールーム見学」

〃 委員会 第２回　女性委員会

研修会 ｢心地いい暮らし・収納と片付け｣

〃 委員会 第３回　女性委員会

見学会 『株式会社　水生活製作所工場』

全国大会 第57回建築士会全国大会　「ふくしま大会」

講演会 第34回建築文化講演会　永山祐子氏

2015 委員会 第４回女性委員会＆新年会

2月27日~28日 全建女 平成26年度　第24回全国女性建築士連絡協議会(東京）

3月14日~15日 ブロック会 平成26年度後期定例会議　となみ大会

らくだ会 第14回　気楽にらくだ会（美濃保育園見学と美濃和紙を学ぶ）

〃 委員会 第５回女性委員会（総会）

2014 ９月 らくだ（女性委員会便り）35号発行

2015 ６月 らくだ（女性委員会便り）36号発行
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10月24日

11月8日

1月29日

3月28日

5月8日

6月21日

6月28日

7月16日

9月11日

10月13日



第７期　平成27度（2015年度）　委員長　宇佐美　泉

年 月日 主な活動記録

2015 委員会 第１回　女性委員会

ブロック会 平成27年度前期定例（三重）会議

研修会 ｢火災予防の話～火事を出さないために～｣

〃 委員会 第２回　女性委員会

委員会 第３回　女性委員会

〃 研修会 大塚家具見学会

9月25日~26日 全建女 平成27年度　第25回全国女性建築士連絡協議会（東京）

講演会 第35回建築文化講演会　中村拓志氏

建築士の日フェスティバル

全国大会 第58回建築士会全国大会　「石川大会」

研修会 ｢オフィスの片づけセミナー｣

〃 委員会 第４回　女性委員会

2016 らくだ会 第15回　気楽にらくだ会（みんなの森　ぎふメディアコスモス）

〃 委員会 第５回　女性委員会

2月20日~21日 ブロック会 平成27年度後期定例会議　愛知大会

委員会 第６回　女性委員会（総会）

2015 10月 らくだ（女性委員会便り）37号発行

2016 ６月 らくだ（女性委員会便り）38号発行
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10月30日

11月19日

1月28日

3月31日

5月14日

6月20日

7月16日

9月17日

10月17日

10月18日



第8期　平成28度（2016年度）　委員長　髙野　栄子

年 月日 主な活動記録

2016 委員会 第１回　女性委員会

〃 研修会 「大名古屋ビルヂングハウジング・デザインセンター見学会」

建築士の日フェスティバル

ブロック会 平成２８年度前期定例（愛知）会議

研修会 ｢クローゼットの片づけセミナー｣

〃 委員会 第２回　女性委員会

7月22日~23日 全建女 平成28年度　第26回全国女性建築士連絡協議会（奈良）

研修会 ｢相続税について｣

〃 委員会 第３回　女性委員会

第１回　たくみ女子会

全国大会 第５９回建築士会全国大会　「大分大会」

第36回 建築文化講演会　大西麻貴氏

委員会 第４回　女性委員会

〃 見学会 ｢モザイクタイルミュージアム｣

2017 委員会 第５回　女性委員会＆新年会

第２回　たくみ女子会

2月25日~26日 ブロック会 平成２８年度後期定例会議　つるが大会

らくだ会 第１６回　気楽にらくだ会（岐阜公園周辺を散策する会）

〃 委員会 第６回女性委員会

＊岐阜県歴史的建築物ガイドブック・目録の製作

平成２８年度通年での活動

岐阜県建築指導課からの委託事業

2016 ９月 らくだ（女性委員会便り）39号発行

2017 ５月 らくだ（女性委員会便り）40号発行
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10月22日

11月12日

11月17日

1月19日

3月23日

2月4日

9月16日

5月26日

6月25日

6月25日

7月14日

9月8日



第8期　平成29度（2017年度）　委員長　髙野　栄子

年 月日 主な活動記録

2017 委員会 第１回　女性委員会

ブロック会 平成29年度前期定例（石川）会議

研修会 ｢中古住宅（空き家）・土地についてのセミナー｣

〃 委員会 第２回　女性委員会

7月15日~16日 全建女 平成29年度　第27回全国女性建築士連絡協議会（東京）

建築士の日フェスティバル

講演会 第37回 建築文化講演会　猪熊純氏

研修会 ｢介護保険における住宅改修｣

〃 委員会 第３回　女性委員会

委員会 第４回　女性委員会

全国大会 第60回建築士会全国大会　「京都大会」

2018 委員会 第５回　女性委員会＆新年会

2月24日~25日 ブロック会 平成29年度後期ブロックぎふ大会

らくだ会 第17回　気楽にらくだ会＆第３回たくみ女子会

2017 10月 らくだ（女性委員会便り）41号発行

2018 ５月 らくだ（女性委員会便り）42号発行
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11月2日

12月8日

1月12日

3月10日

5月25日

6月24日

7月13日

7月29日

9月2日

9月7日



第９期　平成30度（2018年度）　委員長　長瀬　八州余

年 主な活動記録

2018 委員会 第１回　女性委員会

ブロック会 平成30年度前期定例（富山）会議

建築士の日フェスティバル

全建女 平成30年度　第28回全国女性建築士連絡協議会（高知）

委員会 第２回　女性委員会

見学会 大野町「北岡田家」

全国大会 第61回建築士会全国大会「さいたま大会」

2019 委員会 第３回　女性委員会

第４回　たくみ女子会

ブロック会 平成30年度後期定例（亀山）会議

建築士免許証明書授与式

らくだ会 第18回　気楽にらくだ会

委員会 第４回　女性委員会

2018 らくだ（女性委員会便り）43号発行

2019 らくだ（女性委員会便り）44号発行
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月日

10月26日

1月26日

1月26日

3月2日

3月2日

10月

5月

２月23日～24日

9月25日

5月24日

3月3日

6月23日

7月28日

7月28日～29日

9月25日



第９期　令和元年度（2019年度）　委員長　長瀬　八州余

年 主な活動記録

2019 見学会

委員会 第１回　女性委員会

研修会

19

月日

4月20日

5月28日

6月13日

「活断層の地震についてのセミナー」

5月28日

（公社）岐阜県建築士会女性委員会３０周年記念事業　　　聴

竹居・アサヒビール大山崎山荘美術館見学会

（公社）岐阜県建築士会女性委員会３0周年記念事業　　　祝

賀会並びに見学会


