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月日（曜日） 行　　　　　事　　　　　名 場　　　　　所

１月25日㈫ 新春交流広場
ホテル信濃路
　同封の案内をご覧ください

２月７日㈪
つきいちアーキ・セミナー
「地震災害時における避難所等の応
急危険度判定」の説明会

長野市生涯学習センター４階　大学習室１
　同封の案内をご覧ください

２月20日㈰ ワカサギ釣り 野尻湖

３月11日㈮ ボウリング大会 ヤングファラオ

ながの支部 今後の予定  １月～３月上旬

★ つきいち
アーキ・セミナー
in 西鶴賀＆飯綱町

◆ 野外彫刻のお問い合わせ ◆

　長野市文化スポーツ振興部　文化芸術課
〒380－8512　長野市大字鶴賀緑町1613番地

TEL 026―224―7504

　『 ANIMAL2008 』

平成19年
第34回長野市野外彫刻賞

三沢　厚彦／作
城山公園 （ふれあい広場東）

令和３年12月撮影

　ブロンズ製のライオンが公園の丘から周りを見

ています。

　木彫りの彫刻をブロンズで鋳ぬいた作品で、ノミ

の彫り跡が見事に再現されています。

　ボリュームのあるたてがみ、躍動感のある背

中、愛らしい顔や尾の表情など緊張と緩和が融合

されており、見る角度を変えることにより様々な

表情が見られる作品です。

【長野市ホームページより抜粋】

内　　容

・新年のご挨拶　
長野建設事務所　建築課長　塚田昌宏　

長野市長　荻原健司　
長野市建設部　建築指導課長　前田伸一　

支部長　土倉武幸　
・10月つきいちアーキ・セミナー　
・行政庁だより（長野県建設部建築住宅課）　
・11月つきいちアーキ・セミナー　
・特別賛助委員会だより（株式会社コーケン）　
・特別賛助委員会だより（LIXIL）　
・行政庁だより（建設部建築指導課）　
・行政庁だより（長野市教育委員会文化財課）　
・「二級建築士受験準備講座」のお知らせ　
・特別寄稿　街道シリーズ　
・須 古 宇　
・支部日誌・会員の動き・訃報　
・事務局だより　
・編集後記　



　新年あけましておめでとうございます。

　長野県建築士会ながの支部の皆様には、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げ

ます。

　また、平素より建築・住宅行政の推進にあたりまして、ご支援、ご協力を賜り、厚く御

礼申し上げます。

　さて、近年、大雨による被害が続いて発生するなど、地球温暖化に起因する気候変動の

影響が深刻さを増しております。

　気候危機ともいえる非常事態を突破するため、県では昨年６月に「長野県ゼロカーボン

戦略」を策定いたしました。2030年度までに温室効果ガス正味排出量を６割削減すること

を目標としており、住宅分野においては、高い断熱性能を有し、信州の恵まれた環境を最

大限に活用したゼロエネ住宅の指針を策定し、エネルギー消費量の少ない、信州らしいゼ

ロエネ住宅の普及・促進を図ってまいります。

　また、建築物の耐震化においては、長野県耐震改修促進計画（第Ⅱ期）の期間終了に伴

い、内容を見直し、令和３年３月に第Ⅲ期計画を策定いたしました。

　令和７年度末の住宅耐震化率の目標92％に向け、より一層の推進を図ってまいります。

　これらの推進には、建築における豊富な知識、経験を有する皆様方のお力添えが不可欠

であり、より一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

　結びに、長野県建築士会ながの支部の益々のご発展と、本年が皆様にとりまして良い年

となりますようお祈り申し上げ、新年の御挨拶とさせていただきます。

新年のごあいさつ

長野建設事務所　建築課長　塚　田　昌　宏

2 つちおと 2022年１月

信州おぶせ岩松院
〒381-0211 長野県上高井郡小布施町雁田

tel026-247-5504 fax026-247-6560

表紙に戻る



新年のごあいさつ

長野市長　荻　原　健　司

　明けましておめでとうございます。

　長野県建築士会ながの支部の皆さまには、健やかな新年をお迎えのこととお喜び申し上

げます。また、日頃は市政に対し御理解と御協力を賜り、心から感謝申し上げます。

　昨年10月の長野市長選で多くの市民の皆様の温かい御支援を賜り、初当選の栄に浴し、

長野市政を担当させていただくこととなりました。

　長野市長としてのスタートを切った今、身の引き締まる思いとともに、長年の願いで

あった長野市への恩返しができる喜びを感じています。

　長野市発展の礎となった長野冬季オリンピックでは、大勢の皆様に応援をいただき素晴

らしい舞台を作っていただきました。今度は私が市長として市民の皆様の暮らしを支え、

長野市の未来を切り開いていく番だと決意しています。

　本年は、令和元年東日本台風災害と新型コロナウイルスという二つの大きな困難を克服

するための躍進の幕開けの年としたいとの想いをもって市政運営に取り組んでまいります。

　このため、緊急対策として、感染症の専門家等で構成する会議から助言をいただきなが

ら感染拡大を防ぎつつ、今春に行われる善光寺御開帳を日本一の門前町大縁日で盛り上げ

るなど、新型コロナ収束後を見据えた景気刺激策を効果的に実施してまいります。併せ

て、令和元年東日本台風災害からの復旧・復興を強力に進めるとともに、変化に対処でき

る力（レジリエンス）を高め、災害に強いまちづくりを進めます。

　また、市民の皆様がいきいきと健康的に暮らし、幸福感を持てるよう「健幸増進都市」

を目指してまいります。

　台風災害からの復興や新型コロナ対策をはじめ、様々な市政課題に対するこれまでの取

組を、これからは私の経験や考えでアップデートし、長野市に新しい息吹と爽やかな風を

吹き込みながら、市政を更に前進させてまいります。

　結びに、今年一年の皆さまの御多幸と御健康を心から祈念申し上げ、新年のあいさつと

いたします。

32022年１月 つちおと表紙に戻る



新春のごあいさつ

長野市建設部　建築指導課長　前　田　伸　一

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　日ごろから本市の建築行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　令和元年東日本台風災害から２年が経過し、被災地では個々の住宅再建も進んでいま

す。会員の皆様にご協力をいただいた「総合住宅相談会」は、２年間で計13回開催し、延

べ172世帯からの相談が寄せられました。被災者の方々に寄り添った親身なご対応をいた

だいたことに、心より感謝を申し上げます。

　さて、本市では昨年11月に加藤前市長から荻原新市長へと市政の襷が手渡され、新市長

の基本政策に基づき、これまでの取組について全庁で必要なアップデートに取り組んでい

ます。建築指導課としても、防災・減災対策、空き家対策などの更なる推進を目指してま

いります。

　住宅・建築物の耐震対策では、令和７年度まで５年間延長した「長野市耐震改修促進計

画」に基づき耐震化の促進に取り組んでおり、今年度より「住宅耐震改修事業補助金」の

補助率を２分の１から５分の４に拡充し、更なる耐震化の促進に力を注いでおります。

　空き家対策については、民法や不動産登記法改正の動向、国の特定空家等ガイドライン

改正などを受け、今年度「長野市空家等対策計画」の見直し作業を進めており、年度内に

取りまとめる予定です。また、今後も「空き家ワンストップ相談会」を定期的に開催し、

空き家の活用や適性管理にも繋げていきたいと思います。

　また、法令関係では、令和２年の国土交通省告示の改正で瓦屋根の緊結方法が強化さ

れ、本年１月１日から施行されました。長期優良住宅の普及の促進に関する法律でも、建

築等計画の認定について区分所有住宅に係る申請区分が見直され、住棟認定などの制度が

本年２月20日から施行されます。

　本市では、今後とも災害に強いまちづくり、魅力あるまちづくりを目指してまいります

ので、会員の皆様には引き続きのご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

　結びに、長野県建築士会ながの支部の益々のご発展と、本年が会員の皆様にとりまして

良い年となりますよう、心からお祈り申し上げ新年のご挨拶といたします。

4 つちおと  2022年１月 表紙に戻る



新春のごあいさつ

支部長　土　倉　武　幸

　新年明けましておめでとうございます。日頃より支部活動に対してご支援ご協力誠にあ

りがとうございます。

　さて、昨年もコロナに明け暮れた 1年でありました。後半一旦収束に向かったかと思わ

れたものの、年末にはオミクロン株が拡がりを見せ、再び予断を許さない状況になってお

ります。

　そんな不自由な状況下ではありますが、昨年は各委員会、ブロックを中心に着実な活動

を推進いただき本当にありがとうございました。

　特に被災建築物の応急危険度判定について、長野市以外の管内市町村において協定を締

結しながら、組織体制の整備が遅れておりましたが、各市町村担当者との協議を開始する

ことができました。また、制約が多かった西鶴賀エリアリノベーションや青年女性委員会

による峰の原高原の活動も、リアルな動きが活発になってきております。

　今後、コロナの落ち着きと共により積極的な活動をお願いするところですが、長野県建

築士会が抱える課題にも、県下最多の会員を擁する支部として、より積極的にコミットし

てまいります。財政的な問題に対応しながら、会員の皆様の役に立つ建築士会への変化を

推進してまいりますので、皆様のご協力を切にお願い申し上げます。

　本年が皆様にとって実り多き年になりますようお祈り申し上げて、新年のご挨拶とさせ

ていただきます。

52022年１月 つちおと

令和3・4年度ながの支部

委員会委員加入のお知らせ

　令和３年12月14日に開催されました、支部幹事会

において委員会加入について承認されました。

青年・女性建築士委員会 関　　　博　之

あなたの“伝えたい”をお手伝い

自分史、 旅行記、 絵画集、
写真集、 詩集 etc...

お気軽にご相談ください。

写
真
集
②

写
真
集
①

表紙に戻る



6 つちおと  2022年１月

中心市街地リノベーションから見えてきた

「古い建物の改修の法的な課題と実務対応について」
建築活動委員会　緑　川　直　彦

委員会活動報告『10月つきいちアーキ・セミナー』 まちなか特別委員会・建築活動委員会共催

　新型コロナ流行の第五波もようやく沈静化しつつあった

10月23日に「つきいちアーキセミナー」を開催しました。

まちなか特別委員会と建築活動委員会の共催です。セミ

ナーには、今年の８月に完成した「まちなか（西鶴賀）エ

リアリノベーション」木造店舗改修プロジェクトのＣ－９

棟の現地に10名、リモートで８名が参加。まちなか特別委

員会の久米えみ委員長にプロジェクトの振り返りと、テー

マの“中心市街地リノベーションから見えてきた「古い建

物の改修の法的な課題と実務対応について」”と題して説

明いただきました。

　また、市街地の古い木造建物改修の法的な課題や実務的な対応の仕方について参考になるような手引集を作っては

どうかと久米委員長から提案があり、意見交換を実施。「改修は案件ごとに状況が様々で、具体事例に踏み込んで手

引集を作ろうとすると“労多くして功少なし”となるのでは…」といった意見もあり、手引集の作成は時に見送りと

なりました。

　今回は木造の町屋を改修する際の手引集として京都市が作った「京町家できること集」を参考にして意見交換を

行ったのですが、これが踏み込んだ内容でなかなか良く出来ています。こちらは京都市のホームページ（京都市情報

館）からダウンロードできますので、興味のある方はご一読ください。

　「まちなか（西鶴賀）エリアリノベーション」を見学し、将来の展望についても説明いただきまし

た。次回は９区画内の２区画を、主に学生向けのシェアハウスに改修する計画があるそうです。集合

住宅や寮などに比べて法的規制が緩やかな点、一緒に暮らすニーズが多くありそうな点、地域活性化

への期待などから生まれてきた計画とのこと。今後の進展を応援したいと思いました。 「京町家できること集」

行政庁だより 長野県建設部建築住宅課

　　　「令和３年度 被災建築物
応急危険度判定士養成講習会」　　　

　前回、平成28年度（平成28年４月１日～平成29年３月31日）に受講された

方は更新をお願いいたします。

　詳しい内容は、県ホームページまたはＱＲコードよりアクセスしてください。

長野市での講習会開催日は２月15日㈫・18日㈮です。 「講習会のご案内」

表紙に戻る



72022年１月 つちおと

　令和３年11月27日㈯に飯綱町のリノベーション施設「いいづなコネクトＷＥＳＴ」「いいづなコネクトＥＡＳＴ」

でつきいちアーキ・セミナーが行われました。　つきいちアーキセミナーは、個人的にはながの支部各事業の中でも

特に興味を持ち毎回楽しみにしているイベントですが、今回は驚きと感激に終始した一日となり、故に大変勉強にな

りました。先ずは企画いただきました皆様、講師・アドバイザーの方々に感謝申し上げます。

　いいづなコネクトＷＥＳＴは　旧牟礼西小学校《右写真：上》

　いいづなコネクトＥＡＳＴは　旧三水第二小学校《右写真：下》

　廃校となった二つの小学校をリノベーションして、『飯綱町をカッ

コいい田舎町にする』をコンセプトとする“株式会社カンマッセいい

づな”が管理・運営・活用している施設です。（なんとこの“株式会

社カンマッセいいづな”は我らがながの支部の土倉支部長が主催され

ている会社なのです。）

　既存施設が学校施設であっ

たことから、これを一般施設

（商用・宿泊・イベント等）

にリノベーションするにあた

り幾多の苦労があったこと～

またそれらのアプローチ、切

り口について、参加者からの鋭い質問のあったこと。さすがにその道のプロ

の皆様故に、出る質問の濃いこと・・・・また、これに応える設計担当され

た広瀬さんの細かい説明、“なるほど”と感嘆ばかり。法規面・構造面・意

匠面のハード面で乗り越えなければならないハードルがこんなにあるもの

か？　広瀬さんご苦労様でした♪

　今後、各地区・地方行政においてこのような試みは増えてくると思われま

すが、ハード面ばかりでなくソフト面についても、今回のセミナーでは教えられたことが数多くありました。自分が

住んでいる地域においても、少子化→過疎化傾向はさらに進んでしまうと危惧されており、うつむいて嘆くよりもこ

うべを上げて地域を上げてこのようなスキームを企画・推進すべきと痛感しました。

　あいにくの雪模様の陽気でしたが、参加された皆様お疲れ様でした。

委員会活動報告『11月つきいちアーキ・セミナー』

～ いいいいいいづなでいい見学会 ～に参加して
元旦ビューティ工業株式会社　坂　本　　　浩

レストラン コインランドリー スポーツクラブ

表紙に戻る
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LIXIL
バーチャルショールームへようこそ

相談したい時は
オンラインショールームへ

専⽤サイト

説
明
動
画

予
約
サ
イ
ト

専
⽤
サ
イ
ト https://www.lixil.co.jp/showroom/virtual/

バーチャルショールーム LIXIL 検索

https://www.lixil.co.jp/showroom/online_customer_service/

エクステリア展⽰数最⼤の
東京エクステリアショールームを
PC・スマホ・タブレットで

ウォークスルー
歩き回るように
商品をチェック☑

て 

人・物・心そして感動を運ぶ
昇降機の事なら何でもご相談下さい。

取扱い機種
・クレーン
・エレベーター
・福祉機器
・各種リフト
・垂直搬送機

本社 長野県岡谷市２３９８番地１

℡

長野支店 長野市大字風間

℡

昇降設備としてコンベア上で行わ 
れる安心・安全なリフターです。 
法的に昇降機としての適用を 

受けず幅広く対応可能。 

自社工場で製造された 
クレーンは長野県内外、 
工場などの多くの現場で 
活躍しています。 

介護施設はもちろん、個人宅 
にも導入実績多数 
ベッド・浴室・トイレ・玄関・・・ 
「よいしょ！」で辛い思いを 
していませんか？ 

県内で唯一、㈱キトーのクレーンビルダーに登録！！ 

特別賛助委員会だより

表紙に戻る
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https://www.lixil.co.jp/showroom/online_customer_service/

エクステリア展⽰数最⼤の
東京エクステリアショールームを
PC・スマホ・タブレットで

ウォークスルー
歩き回るように
商品をチェック☑

て 

人・物・心そして感動を運ぶ
昇降機の事なら何でもご相談下さい。

取扱い機種
・クレーン
・エレベーター
・福祉機器
・各種リフト
・垂直搬送機

本社 長野県岡谷市２３９８番地１

℡

長野支店 長野市大字風間

℡

昇降設備としてコンベア上で行わ 
れる安心・安全なリフターです。 
法的に昇降機としての適用を 

受けず幅広く対応可能。 

自社工場で製造された 
クレーンは長野県内外、 
工場などの多くの現場で 
活躍しています。 

介護施設はもちろん、個人宅 
にも導入実績多数 
ベッド・浴室・トイレ・玄関・・・ 
「よいしょ！」で辛い思いを 
していませんか？ 

県内で唯一、㈱キトーのクレーンビルダーに登録！！ 

特別賛助委員会だより

表紙に戻る



 
 
 
 
建築基準法施行規則及び建築動態統計調査※規則の一部改正等に伴い、令和４年４月１日

から、建築工事届（第 40 号様式）及び建築物除却届（第 41 号様式）の様式が一部変更と

なります。 

 

新様式・建築工事届（第二面）                      

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Ｑ：今までの様式は使えなくなるのですか？ 

Ａ：使えなくなります。 令和４年４月１日時点で確実に新様式へ切り替える必要が 

あります。ご協力をお願いします。 

 

Ｑ：新様式はどこで手に入りますか？ 

Ａ：市ＨＰに掲載予定です。 

 

Ｑ：令和４年４月１日より前に、新様式で提出できますか？ 

Ａ：令和４年３月 31 日までは、新様式での受付は行いませんのでご注意ください。 

令和４年４月１日から 

工事届・除却届の様式が変わります。 

主な変更点 
 

【建築工事届】 

・建築主の業種欄がなくなりました。 

・建築主の資本の額等の欄が選択式となり

ました。 

・工事予定期間（〇月間）は、６欄で建築

物ごとに記載することとなりました。 

・住宅部分の概要のうち、種類欄が「住宅

の種類」と「住宅の建て方」の二つに分

かれました。 

【建築物除却届】 

・住宅の利用関係の欄がなくなりました。 

【共通】 

・記入順や注意書きが修正されました 

様式変更についてのＱ＆Ａ 

※建築動態統計調査とは…国が施策に役立つ統計をとるため、

統計法及び建築基準法第 15 条に基づき実施しているもの。

「建築着工統計調査」と「建築物滅失統計調査」がある。 

 建設部建築指導課 審査担当 電話：224-5048 

10 つちおと  2022年１月

行政庁だより 建設部建築指導課

表紙に戻る



112022年１月 つちおと

「二級建築士受験準備講座」の開講について

職業訓練法人 長野地域職業訓練協会・長野地域職業訓練センターからのお知らせ

１　学科・製図コース
⑴　学　　科（40回）
①　受講期間
　令和４年２月５日㈯から令和４年７月２日㈯
　延20日間

②　日　　時
　原則毎週土曜日（週１回）
　午前９時30分～午後４時30分（昼食１時間）

③　講座内容　法則・計画・構造・施工
　（各部門10回　合計40回）

⑵　設計製図（18回・製図用具持参）
①　受講期間
　令和４年７月９日㈯から令和４年９月３日㈯
　延９日間

②　日　　時
　原則毎週土曜日（週１回）
　午前９時30分～午後４時30分（昼食１時間）

⑶　受 講 料（教科書は別途受講生負担）
　　　雇用保険等加入者	 75,000円
　　　雇用保険等未加入者	 85,000円
⑷　会　　場
　　　長野職業訓練センター２階　第３教室
⑸　募集人数　10名

２　製図コース（製図コース限定で受講する場合は過
去に学科合格者に限る）
⑴　製　　図（18回・製図用具は各自持参）「学科
コースと合同」
①　受講期間
　令和４年７月９日㈯から令和４年９月３日㈯
　延９日間

②　日　　時
　原則毎週土曜日（週１回）
　午前９時30分～午後４時30分（昼食１時間）

⑵　受 講 料（教科書は別途受講生負担）
　　　雇用保険等加入者	 35,000円
　　　雇用保険等未加入者	 40,000円
⑷　会　　場
　　　長野職業訓練センター２階　第３教室
⑸　募集人数　10名

３　申込方法
　別紙受講申込書に記入の上、Fax又は直接申込ん
で下さい。長野市大豆島4034「長野地域職業訓練セ
ンター」
　　TEL	 026－221－0505
　　FAX 026－221－0036

４　受付期間
　　令和３年12月20日㈪から令和４年１月21日㈮まで

住宅の新築や建物の解体などを

計画されている皆さまへ
◆長野市内で開発や工事の計画を立てるときには、まずその土地が遺跡（埋蔵文化財包蔵地）の範囲

内か否かを、以下の方法で確認してください。
　　①　長野市のホームページから行政地図情報（ＧＩＳ）で検索する。
　　②　ファックスや電子メールで埋蔵文化財センターに照会する。
　　③　長野市役所や埋蔵文化財センターで遺跡地図を閲覧する。

◆遺跡がある場所（埋蔵文化財包蔵地の範囲内）で、土地の掘削を伴う建築や土木工事などを行うと
きには、文化財保護法による工事着手前の届出が義務付けられています。

（文化財保護法第 93 条第 1 項）

行政庁だより 長野市教育委員会文化財課

◆お問い合わせは…

　長野市教育委員会文化財課　長野市埋蔵文化財センター
　　　〒381－2212　長野市小島田町1414番地（長野市立博物館内）
　　　　　　　　　 電話 026－284－0004　　FAX 026－284－0106
　　　　　　　　　 電子メール maibun@city.nagano.lg.jp

届出をせず、遺跡内で工事を行った場合、
工事を中断していただくことがあります！

「二級建築士受験準備講座」のお知らせ

詳細はこちらから

表紙に戻る
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12 つちおと  2022年１月

特別寄稿　街道シリーズ

ＹＵＭＥ追い人

街 道
　東海道五十三次の内

第
23 回

金谷宿～菊川の里まで歩く

日
本
橋

品
川
宿

川
崎
宿

岡
部
宿

藤
枝
宿

島
田
宿

金

谷

宿

表紙に戻る
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14 つちおと  2022年１月

須高三会合同講習会および
新年会中止のご案内

公益社団法人 長野県建築士会ながの支部
〒380-0813	長野市大字南長野南県町686-1　長野建設事務所建築課内
http：//kenchikushikai.info/	 ℡	 026－225－9980
e-mail：jimukyoku@kenchikushikai.info	 	 026－225－9981

　令和４年が幕を開けました。昨年もコロナが猛威を振るいました。収束傾向になったとは

言え新型のオミクロンというウィルスが出現し予断を許さない状況です。人々の暮らしに

マスクが欠かせない時代。人の表情が見えないというのは、コミュニケーションをする上で不安を感じます。

Withコロナと言いますが、先が見えない状況。人間の進化が問われていると思います。「コロナのおかげでこ

んな良い時代になった！」そんな希望を持ちたいです。	 （Ｈ．Ｓ）

事務局だより

◇会費納入について

　11月２日の口座引落にて会費を納入いただきました
会員さま、ご協力ありがとうございました。
　また、まだ納入いただいていない方は、年度末も近
づいてきましたので、早めに納入いただきますようお
願いいたします。
　なお、令和４年１月17日㈪以降に、先にお送りして
ある振込取扱票でゆうちょ銀行の窓口又はＡＴＭで現
金にてお支払いいただくと、新たに払込
人様に110円をご負担いただくこととなり
ますので、ご留意ください。
　詳細はゆうちょ銀行ホームページでご
確認ください。ＱＲよりアクセスできます。

◇長野県収入証紙販売中

　支部事務局では長野県収入証紙を販売しております。
確認申請、建設業許可申請等にご入用な方は、ぜひ支
部事務局でお買い求めください。

支 部 日 誌 事	務	局

開催日 行　	事	　名

11月25日(木) 特別賛助委員会（レストランやま）

11月27日(土)
つきいちアーキ・セミナー「いいいいいいづ
なでいい見学会」（いいづなコネクトＷＥＳＴ）

12月７日(火) 三役会（web会議）

12月14日(火) 幹事会（web会議）

12月14日(火) 編集部会（テレワーク活用）

開催日 行　	事	　名

10月24日(日) 青年・女性建築士委員会（峰の原高原）

11月7日(日) 青年・女性建築士委員会（峰の原高原）

11月12日(金) まちづくり・防災合同委員会（web会議）

11月16日(火) 三役会（web会議）

11月21日(日) 青年・女性建築士委員会（峰の原高原）

11月23日(火)
まちなか特別委員会

（西鶴賀空き家Ｃ－３）

会員増強に
ご協力ください

11月末現在　360名

入会者　11月　なし

退会者　11月　なし

会員の動き

訃 報

　南部ブロックの池田　富平氏が 11 月 6 日に死去

されました。

　ご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し

上げますとともに、心からご冥福をお

祈り申し上げます。

◆題字「須古宇」 には先輩の魂を引き継ぐという意味があります。 

　例年１月に開催しております、須高三会合同講習会および新年会ですが、新型コロナウイルス感染症の終息が見通

せない状況を鑑み、会員の皆さまや皆さまのご家族の健康を考え、本年度も止むを得ず中止とさせていただきます。

　昨年度の５月の須高三会合同懇親会から中止が続いており、皆さまにお会いできる機会がなく非常に残念です。

　また、講習会・新年会を楽しみにしていただいておりました、会員の皆さまには大変申し訳ございません。何卒ご

理解くださいますようお願い申し上げます。

　（須高ブロックの方へは 12 月会報に「ご案内」を同封しましたのでご確認ください。）

表紙に戻る
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