
 

 

    

 
三寒四温を繰り返し、春の気配を感じる時期、会員

の皆様におかれましては益々ご多忙のことと存じます
今年度を振り返り、
す。
 
 
県南支部ホームページ
http://kenken
 
県南支部
https://www.facebook.com/kenkennannan/
 
小さな情報は県南支部

こまめな更新ではありませんが、現在の支部活動の状況を知りたい場

合にはこちらをご覧ください。催し等の最新情報が得られます。

ご活用ください。

ホームページでは会員のオープンハウスなど掲載可能です。ご希望の

方はホームページよりお問い合わせください。

 
 
■ 

 
 違反なくそう運動法令説明会が
IBEC
定の経験を

地震の被害そのものの説明はもちろん、応急危険度
判定という制度そのものについて、現場組織の状況、
市民への対応、災害時の仕事量など、実体験で得られ
た生の情報をいただきました。災害はないほうが良い
のですが、避けることはできません。災害時に何が必
要で何が可能か。そのシステムはどのように機能する
か。建築士の意識の向上もしかり、住民への理解と協
力が得られるよう周知徹底が必要であると感じました。
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▶磯永講師
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 違反なくそう運動

違反なくそう運動法令説明会が
IBEC 上席研究員の磯永氏に
定の経験を講義いただきました。

地震の被害そのものの説明はもちろん、応急危険度
判定という制度そのものについて、現場組織の状況、
市民への対応、災害時の仕事量など、実体験で得られ
た生の情報をいただきました。災害はないほうが良い
のですが、避けることはできません。災害時に何が必
要で何が可能か。そのシステムはどのように機能する
か。建築士の意識の向上もしかり、住民への理解と協
力が得られるよう周知徹底が必要であると感じました。

講演タイトル

講演 1 熊本地震の被災建築物応急

危険度判定に行って

講演 2 住宅の耐震診断、耐震改修

について

講演 3 建築物等の定期報告制度に

ついて

磯永講師 
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ホームページでは会員のオープンハウスなど掲載可能です。ご希望の

方はホームページよりお問い合わせください。

違反なくそう運動 法令説明会

10/14(

違反なくそう運動法令説明会が
上席研究員の磯永氏に

講義いただきました。
地震の被害そのものの説明はもちろん、応急危険度

判定という制度そのものについて、現場組織の状況、
市民への対応、災害時の仕事量など、実体験で得られ
た生の情報をいただきました。災害はないほうが良い
のですが、避けることはできません。災害時に何が必
要で何が可能か。そのシステムはどのように機能する
か。建築士の意識の向上もしかり、住民への理解と協
力が得られるよう周知徹底が必要であると感じました。
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        ▶建築相談
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三寒四温を繰り返し、春の気配を感じる時期、会員
の皆様におかれましては益々ご多忙のことと存じます

開催された行事の
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ページにて更新しております。

こまめな更新ではありませんが、現在の支部活動の状況を知りたい場

合にはこちらをご覧ください。催し等の最新情報が得られます。

ホームページでは会員のオープンハウスなど掲載可能です。ご希望の

方はホームページよりお問い合わせください。 

法令説明会 

10/14(金)朝霞市産業文化ｾﾝﾀｰ

違反なくそう運動法令説明会が開催されました
上席研究員の磯永氏に、熊本地震の応急危険度判

講義いただきました。 
地震の被害そのものの説明はもちろん、応急危険度

判定という制度そのものについて、現場組織の状況、
市民への対応、災害時の仕事量など、実体験で得られ
た生の情報をいただきました。災害はないほうが良い
のですが、避けることはできません。災害時に何が必
要で何が可能か。そのシステムはどのように機能する
か。建築士の意識の向上もしかり、住民への理解と協
力が得られるよう周知徹底が必要であると感じました。

 講師

熊本地震の被災建築物応急

危険度判定に行って 

磯永聖次氏

 

住宅の耐震診断、耐震改修 朝霞市開発建築課

 

建築物等の定期報告制度に 埼玉県川越建築安全

ｾﾝﾀｰ

▶建築相談 
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参加者 32

朝霞市産業文化ｾﾝﾀｰ

開催されました。
熊本地震の応急危険度判

地震の被害そのものの説明はもちろん、応急危険度
判定という制度そのものについて、現場組織の状況、
市民への対応、災害時の仕事量など、実体験で得られ
た生の情報をいただきました。災害はないほうが良い
のですが、避けることはできません。災害時に何が必
要で何が可能か。そのシステムはどのように機能する
か。建築士の意識の向上もしかり、住民への理解と協
力が得られるよう周知徹底が必要であると感じました。

講師 

磯永聖次氏 

 

朝霞市開発建築課

 

埼玉県川越建築安全

ｾﾝﾀｰ 

-   2017

三寒四温を繰り返し、春の気配を感じる時期、会員
の皆様におかれましては益々ご多忙のことと存じます。

ご報告いたしま

ページにて更新しております。 

こまめな更新ではありませんが、現在の支部活動の状況を知りたい場

合にはこちらをご覧ください。催し等の最新情報が得られます。 

ホームページでは会員のオープンハウスなど掲載可能です。ご希望の

32 名 
朝霞市産業文化ｾﾝﾀｰ 

。元
熊本地震の応急危険度判

地震の被害そのものの説明はもちろん、応急危険度
判定という制度そのものについて、現場組織の状況、
市民への対応、災害時の仕事量など、実体験で得られ
た生の情報をいただきました。災害はないほうが良い
のですが、避けることはできません。災害時に何が必
要で何が可能か。そのシステムはどのように機能する
か。建築士の意識の向上もしかり、住民への理解と協
力が得られるよう周知徹底が必要であると感じました。 

朝霞市開発建築課 

埼玉県川越建築安全

■ 

 
 平成
ま大会」のキックオフ会議が埼玉建築士会で行われま
した。

毎年全国を回って開催されている全国大会が平成
年度に大宮ソニックシティを会場として、行われます。
準備委員会が発足し、会員のみなさまの協力のもと、
大会が盛大に行われるよう進めていく予定です。
 今後みなさまにご協力をお願いすることもあるかと
思いますが、よろしくお願いいたします。

準備の進行状況につきましては、この支部通信を通
してもご報告して参りたいと思います。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 

 
 違反なくそう運動法令説明会が好評でした磯永氏に
応急危険度判定についての
省エネの講義をしていただきました
に関しても研究と挑戦をされているその内容について
講義いただきました。徐々にスタンダードとなりつつ
ある建築物エネルギーの考え方を嚙み砕いてご説明い
ただきました。参加者の業務に役立てる講義となった
ことと思います。
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 全国大会キックオフ会議

平成 30年 10
ま大会」のキックオフ会議が埼玉建築士会で行われま
した。 

毎年全国を回って開催されている全国大会が平成
年度に大宮ソニックシティを会場として、行われます。
準備委員会が発足し、会員のみなさまの協力のもと、
大会が盛大に行われるよう進めていく予定です。

今後みなさまにご協力をお願いすることもあるかと
思いますが、よろしくお願いいたします。

準備の進行状況につきましては、この支部通信を通
してもご報告して参りたいと思います。

 実務者講習会

違反なくそう運動法令説明会が好評でした磯永氏に
応急危険度判定についての
省エネの講義をしていただきました
に関しても研究と挑戦をされているその内容について
講義いただきました。徐々にスタンダードとなりつつ
ある建築物エネルギーの考え方を嚙み砕いてご説明い
ただきました。参加者の業務に役立てる講義となった
ことと思います。

講演タイトル

講演 1 「耐震等級

講演 2 「建築物省エネ法

～CO2

2017.04 発行･編集

   (一社)埼玉建築士会

全国大会キックオフ会議
参加者

10 月 26 日に開催予定の全国大会「さいた
ま大会」のキックオフ会議が埼玉建築士会で行われま

毎年全国を回って開催されている全国大会が平成
年度に大宮ソニックシティを会場として、行われます。
準備委員会が発足し、会員のみなさまの協力のもと、
大会が盛大に行われるよう進めていく予定です。

今後みなさまにご協力をお願いすることもあるかと
思いますが、よろしくお願いいたします。

準備の進行状況につきましては、この支部通信を通
してもご報告して参りたいと思います。

実務者講習会 

12/15(

違反なくそう運動法令説明会が好評でした磯永氏に
応急危険度判定についての
省エネの講義をしていただきました
に関しても研究と挑戦をされているその内容について
講義いただきました。徐々にスタンダードとなりつつ
ある建築物エネルギーの考え方を嚙み砕いてご説明い
ただきました。参加者の業務に役立てる講義となった
ことと思います。 

講演タイトル 

「耐震等級 3のすすめ」

「建築物省エネ法

CO2-40％の挑戦～」

発行･編集/県南支部広報委員会

埼玉建築士会 

全国大会キックオフ会議 
参加者 102 名（県南

11/22(火)建産連研修ｾﾝﾀｰ

日に開催予定の全国大会「さいた
ま大会」のキックオフ会議が埼玉建築士会で行われま

毎年全国を回って開催されている全国大会が平成
年度に大宮ソニックシティを会場として、行われます。
準備委員会が発足し、会員のみなさまの協力のもと、
大会が盛大に行われるよう進めていく予定です。

今後みなさまにご協力をお願いすることもあるかと
思いますが、よろしくお願いいたします。

準備の進行状況につきましては、この支部通信を通
してもご報告して参りたいと思います。

12/15(木)朝霞市産業文化ｾﾝﾀｰ

違反なくそう運動法令説明会が好評でした磯永氏に
応急危険度判定についての引き続きの講演
省エネの講義をしていただきました。建築物の省エネ
に関しても研究と挑戦をされているその内容について
講義いただきました。徐々にスタンダードとなりつつ
ある建築物エネルギーの考え方を嚙み砕いてご説明い
ただきました。参加者の業務に役立てる講義となった

講師

のすすめ」 磯永聖次氏

 

「建築物省エネ法 

％の挑戦～」 

磯永聖次氏

 

県南支部広報委員会

 県南支部 

名（県南 14 名
建産連研修ｾﾝﾀｰ

日に開催予定の全国大会「さいた
ま大会」のキックオフ会議が埼玉建築士会で行われま

毎年全国を回って開催されている全国大会が平成
年度に大宮ソニックシティを会場として、行われます。
準備委員会が発足し、会員のみなさまの協力のもと、
大会が盛大に行われるよう進めていく予定です。 

今後みなさまにご協力をお願いすることもあるかと
思いますが、よろしくお願いいたします。 

準備の進行状況につきましては、この支部通信を通
してもご報告して参りたいと思います。 

参加者 20
朝霞市産業文化ｾﾝﾀｰ

違反なくそう運動法令説明会が好評でした磯永氏に
引き続きの講演に加えて

建築物の省エネ
に関しても研究と挑戦をされているその内容について
講義いただきました。徐々にスタンダードとなりつつ
ある建築物エネルギーの考え方を嚙み砕いてご説明い
ただきました。参加者の業務に役立てる講義となった

講師 

磯永聖次氏 

磯永聖次氏 

 

  
 

県南支部広報委員会 

 

名） 
建産連研修ｾﾝﾀｰ 

日に開催予定の全国大会「さいた
ま大会」のキックオフ会議が埼玉建築士会で行われま

毎年全国を回って開催されている全国大会が平成 30
年度に大宮ソニックシティを会場として、行われます。
準備委員会が発足し、会員のみなさまの協力のもと、

今後みなさまにご協力をお願いすることもあるかと

準備の進行状況につきましては、この支部通信を通

20 名 
朝霞市産業文化ｾﾝﾀｰ 

違反なくそう運動法令説明会が好評でした磯永氏に
加えて、

建築物の省エネ
に関しても研究と挑戦をされているその内容について
講義いただきました。徐々にスタンダードとなりつつ
ある建築物エネルギーの考え方を嚙み砕いてご説明い
ただきました。参加者の業務に役立てる講義となった



 

 

 
 
 
 
■ 

 
 本年も
ザイン学部、日本大学芸術学部の
員の作品
 会員の建築作品（パネルと模型）、学生の建築作品（パ
ネルと模型）、プロダクト（椅子と杖）、インスタレー
ション（竹を使った作品）、賛助会員の商品紹介展示と、
内容は様々で、バラエティーに富んだ建築展となりま
した。
ませんでしたが、この活動を通して、地域の人と未来
の建築士とのふれあいがもてたことはこの上ない喜び
です。
 今後の発展を願いたいと思います。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■「高気密高断熱の家」

 
森会員

た。実務者講習会の流れから、省エネを配慮した高断
熱住宅の現場見学会です。

木造
る理論の積み上げとデザインの両立は、設計者による
設計者のための説明により、より具体的に体感できま
した。
で、いろいろ勉強になりました。
他現場でも現場見学会を予定されているとのことです。

(
ます

 第 14 回「建築展」

本年も建築展
ザイン学部、日本大学芸術学部の
員の作品も例年以上に展示いたしました

会員の建築作品（パネルと模型）、学生の建築作品（パ
ネルと模型）、プロダクト（椅子と杖）、インスタレー
ション（竹を使った作品）、賛助会員の商品紹介展示と、
内容は様々で、バラエティーに富んだ建築展となりま
した。気温のせいもあってか、来場者数はあまり伸び
ませんでしたが、この活動を通して、地域の人と未来
の建築士とのふれあいがもてたことはこの上ない喜び
です。 

今後の発展を願いたいと思います。

「高気密高断熱の家」

森会員(幹事
た。実務者講習会の流れから、省エネを配慮した高断
熱住宅の現場見学会です。

木造 2 階建て一戸建て住宅。熱エネルギー計算によ
る理論の積み上げとデザインの両立は、設計者による
設計者のための説明により、より具体的に体感できま
した。なかなか会員の現場を見る機会はありませんの
で、いろいろ勉強になりました。
他現場でも現場見学会を予定されているとのことです。

(個人邸のため、写真等の掲載は控えさせていただき
ます) 

東洋大学ライフデザイン学部▶

回「建築展」 

1/

建築展が開催されました
ザイン学部、日本大学芸術学部の

も例年以上に展示いたしました
会員の建築作品（パネルと模型）、学生の建築作品（パ

ネルと模型）、プロダクト（椅子と杖）、インスタレー
ション（竹を使った作品）、賛助会員の商品紹介展示と、
内容は様々で、バラエティーに富んだ建築展となりま

気温のせいもあってか、来場者数はあまり伸び
ませんでしたが、この活動を通して、地域の人と未来
の建築士とのふれあいがもてたことはこの上ない喜び

今後の発展を願いたいと思います。

「高気密高断熱の家」

幹事)の施工中現場見学会を開催いたしまし
た。実務者講習会の流れから、省エネを配慮した高断
熱住宅の現場見学会です。

階建て一戸建て住宅。熱エネルギー計算によ
る理論の積み上げとデザインの両立は、設計者による
設計者のための説明により、より具体的に体感できま

なかなか会員の現場を見る機会はありませんの
で、いろいろ勉強になりました。
他現場でも現場見学会を予定されているとのことです。

個人邸のため、写真等の掲載は控えさせていただき

東洋大学ライフデザイン学部▶

の学生作品 

 
参加者

1/14(土)朝霞市産業文化ｾﾝﾀｰ

が開催されました。東洋大学ライフデ
ザイン学部、日本大学芸術学部の参加

も例年以上に展示いたしました
会員の建築作品（パネルと模型）、学生の建築作品（パ

ネルと模型）、プロダクト（椅子と杖）、インスタレー
ション（竹を使った作品）、賛助会員の商品紹介展示と、
内容は様々で、バラエティーに富んだ建築展となりま

気温のせいもあってか、来場者数はあまり伸び
ませんでしたが、この活動を通して、地域の人と未来
の建築士とのふれあいがもてたことはこの上ない喜び

今後の発展を願いたいと思います。 

「高気密高断熱の家」見学会 

2/11(土)さいたま市某現場

の施工中現場見学会を開催いたしまし
た。実務者講習会の流れから、省エネを配慮した高断
熱住宅の現場見学会です。 

階建て一戸建て住宅。熱エネルギー計算によ
る理論の積み上げとデザインの両立は、設計者による
設計者のための説明により、より具体的に体感できま

なかなか会員の現場を見る機会はありませんの
で、いろいろ勉強になりました。同時進行中の同規模
他現場でも現場見学会を予定されているとのことです。

個人邸のため、写真等の掲載は控えさせていただき

 

◀日本大学藝術学部

の学生

東洋大学ライフデザイン学部▶ 

参加者・来場者 55
朝霞市産業文化ｾﾝﾀｰ

東洋大学ライフデ
参加をいただき、会

も例年以上に展示いたしました。 

会員の建築作品（パネルと模型）、学生の建築作品（パ
ネルと模型）、プロダクト（椅子と杖）、インスタレー
ション（竹を使った作品）、賛助会員の商品紹介展示と、
内容は様々で、バラエティーに富んだ建築展となりま

気温のせいもあってか、来場者数はあまり伸び
ませんでしたが、この活動を通して、地域の人と未来
の建築士とのふれあいがもてたことはこの上ない喜び

 

参加者 6
さいたま市某現場

の施工中現場見学会を開催いたしまし
た。実務者講習会の流れから、省エネを配慮した高断

階建て一戸建て住宅。熱エネルギー計算によ
る理論の積み上げとデザインの両立は、設計者による
設計者のための説明により、より具体的に体感できま

なかなか会員の現場を見る機会はありませんの
同時進行中の同規模

他現場でも現場見学会を予定されているとのことです。
個人邸のため、写真等の掲載は控えさせていただき

 

◀恒例の集合写真

日本大学藝術学部 

の学生の皆さま 

55 名 
朝霞市産業文化ｾﾝﾀｰ 

東洋大学ライフデ
、会

会員の建築作品（パネルと模型）、学生の建築作品（パ
ネルと模型）、プロダクト（椅子と杖）、インスタレー
ション（竹を使った作品）、賛助会員の商品紹介展示と、
内容は様々で、バラエティーに富んだ建築展となりま

気温のせいもあってか、来場者数はあまり伸び
ませんでしたが、この活動を通して、地域の人と未来
の建築士とのふれあいがもてたことはこの上ない喜び

6 名 
さいたま市某現場 

の施工中現場見学会を開催いたしまし
た。実務者講習会の流れから、省エネを配慮した高断

階建て一戸建て住宅。熱エネルギー計算によ
る理論の積み上げとデザインの両立は、設計者による
設計者のための説明により、より具体的に体感できま

なかなか会員の現場を見る機会はありませんの
同時進行中の同規模

他現場でも現場見学会を予定されているとのことです。 
個人邸のため、写真等の掲載は控えさせていただき
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 ご案内しております通り、県南支部のホームページ
は会員の業務の一助となるべく、検索システムを構築
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 県南支部平成

平成 29 年の県南支部通常総会を
木曜日に北朝霞の『シティイン北朝霞
で午後 5 時から開催致します。後日正式な案内を送り
ます。会員の皆様の参加をお願い致します。

 ホームページ会員検索の募集

ご案内しております通り、県南支部のホームページ
は会員の業務の一助となるべく、検索システムを構築
しております。現在個人事務所や会社経営者の方の登
録が多いですが、
に登録できます。
点をご理解いただくうえでも是非ご登録ください。

ご用命は支部ホームページのお問い合わせからお願
いいたします。まずは掲載相談からでも構いません。

 支部長のつぶやき

会員の皆さま、今年
もう 4月です。早いですね～今年も
た。後 9カ月で今年も終わります（
 
また、来年平成

があるので、今年の
会員が京都に乗り込みます。
まだまだ先と思っていた、全国大会が来年なんです

ね。今後、各会員
ると思いますが、何卒よろしくお願い致します。
とにかく会員の皆様が得になる情報や講習会を計画

したいと思います。
本年度も支部事業を計画していきますので、是非会

員の皆様の参加をお待ちしております。
何卒よろしくお願い申し上げます。

 会員状況 
会員数 70 名
正会員 61 名

29 年度会費
(普)1516868

会費の納入

支部ホームページお問い合わせまで

2017.04 発行･編集

県南支部平成 29 年通常総会

年の県南支部通常総会を
に北朝霞の『シティイン北朝霞

時から開催致します。後日正式な案内を送り
ます。会員の皆様の参加をお願い致します。

ホームページ会員検索の募集

ご案内しております通り、県南支部のホームページ
は会員の業務の一助となるべく、検索システムを構築
しております。現在個人事務所や会社経営者の方の登
録が多いですが、会社員の方も勤務先を検索システム
に登録できます。会社に対して
点をご理解いただくうえでも是非ご登録ください。

ご用命は支部ホームページのお問い合わせからお願
いいたします。まずは掲載相談からでも構いません。

つぶやき… 

会員の皆さま、今年も桜が咲き始めました。そして
月です。早いですね～今年も
カ月で今年も終わります（

平成 30 年に建築士会全国大会
があるので、今年の 12 月には埼玉から
会員が京都に乗り込みます。
まだまだ先と思っていた、全国大会が来年なんです

会員に皆様の協力をお願いすることにな
ると思いますが、何卒よろしくお願い致します。
とにかく会員の皆様が得になる情報や講習会を計画

したいと思います。 
本年度も支部事業を計画していきますので、是非会

員の皆様の参加をお待ちしております。
何卒よろしくお願い申し上げます。

 
名  
名 同一会員

年度会費 振込先 埼玉りそな銀行
)1516868 埼玉建築士会県南支部

の納入の方は上記までお振込み下さい。

ご意見・ご要望は、

支部ホームページお問い合わせまで

kenken-nannan.

発行･編集/県南支部広報委員会

通常総会のご案内
６月１日（木）

年の県南支部通常総会を平成
に北朝霞の『シティイン北朝霞 

時から開催致します。後日正式な案内を送り
ます。会員の皆様の参加をお願い致します。

ホームページ会員検索の募集 

ご案内しております通り、県南支部のホームページ
は会員の業務の一助となるべく、検索システムを構築
しております。現在個人事務所や会社経営者の方の登

会社員の方も勤務先を検索システム
対して自分が士

点をご理解いただくうえでも是非ご登録ください。
ご用命は支部ホームページのお問い合わせからお願

いいたします。まずは掲載相談からでも構いません。

 

も桜が咲き始めました。そして
月です。早いですね～今年も 1/4
カ月で今年も終わります（”＾

建築士会全国大会
月には埼玉から

会員が京都に乗り込みます。 
まだまだ先と思っていた、全国大会が来年なんです

に皆様の協力をお願いすることにな
ると思いますが、何卒よろしくお願い致します。
とにかく会員の皆様が得になる情報や講習会を計画

本年度も支部事業を計画していきますので、是非会
員の皆様の参加をお待ちしております。
何卒よろしくお願い申し上げます。……佐藤彰宏

同一会員 1 名 賛助会員

埼玉りそな銀行
埼玉建築士会県南支部

の方は上記までお振込み下さい。

ご意見・ご要望は、 

支部ホームページお問い合わせまで

nannan.com 

県南支部広報委員会

のご案内 
６月１日（木）

平成 29 年 6 月 1
 3Ｆ瑠璃ホール

時から開催致します。後日正式な案内を送り
ます。会員の皆様の参加をお願い致します。 

ご案内しております通り、県南支部のホームページ
は会員の業務の一助となるべく、検索システムを構築
しております。現在個人事務所や会社経営者の方の登

会社員の方も勤務先を検索システム
自分が士会員である

点をご理解いただくうえでも是非ご登録ください。
ご用命は支部ホームページのお問い合わせからお願

いいたします。まずは掲載相談からでも構いません。

も桜が咲き始めました。そして
1/4 が終わりまし
＾ω＾）… 

建築士会全国大会・埼玉大会
月には埼玉から 100 名以上の

まだまだ先と思っていた、全国大会が来年なんです
に皆様の協力をお願いすることにな

ると思いますが、何卒よろしくお願い致します。 
とにかく会員の皆様が得になる情報や講習会を計画

本年度も支部事業を計画していきますので、是非会
員の皆様の参加をお待ちしております。 

……佐藤彰宏

賛助会員 8 社 
2017/4/1 現在

埼玉りそな銀行 朝霞支店
埼玉建築士会県南支部 

の方は上記までお振込み下さい。 

 

支部ホームページお問い合わせまで。 

 

 
 

県南支部広報委員会 

６月１日（木） 

1 日
Ｆ瑠璃ホール

時から開催致します。後日正式な案内を送り

ご案内しております通り、県南支部のホームページ
は会員の業務の一助となるべく、検索システムを構築
しております。現在個人事務所や会社経営者の方の登

会社員の方も勤務先を検索システム
会員である利

点をご理解いただくうえでも是非ご登録ください。 
ご用命は支部ホームページのお問い合わせからお願

いいたします。まずは掲載相談からでも構いません。 

も桜が咲き始めました。そして
が終わりまし

 

埼玉大会
名以上の

まだまだ先と思っていた、全国大会が来年なんです
に皆様の協力をお願いすることにな

 
とにかく会員の皆様が得になる情報や講習会を計画

本年度も支部事業を計画していきますので、是非会

……佐藤彰宏 

 
現在 

 

朝霞支店 

 


