
〈 平成２０年７月１日現在 〉

登録窓口 開催日 会場名 会場住所 定員

（社）北海道建築士事務所協会  8月21日（木） 　旭川市勤労者福祉総合センター 　旭川市6条4丁目　　    　 200

（社）北海道建築士事務所協会  8月25日（月） 　ポールスター札幌 　札幌市中央区北4条西6丁目　　 350

（社）北海道建築士事務所協会  8月28日（木） 　函館市民会館 　函館市湯川町１丁目32－1　　 100

（社）北海道建築士事務所協会  9月11日（木） 　釧路全日空ホテル 　釧路市錦町3丁目7 200

（社）北海道建築士事務所協会  9月24日（水） 　ポールスター札幌 　札幌市中央区北4条西6丁目　 300

（社）青森県建築士事務所協会  9月10日（水） 　青森市文化会館　５階大会議室   青森市堤町1-4-1 300

（社）岩手県建築士事務所協会 9月19日(金)   盛岡市総合福祉センター   岩手県盛岡市若園町2-2 230

（社）宮城県建築士事務所協会 8月25日(月)   フォレスト仙台   仙台市青葉区柏木1-2-45 250

（社）秋田県建築士事務所協会 8月19日(火)   秋田テルサ   秋田市御所野地蔵田3-1-1 120

（社）山形県建築士事務所協会 8月6日(水)   山形ビッグウイング   山形市平久保100 150

（社）福島県建築士事務所協会 8月26日(火) 　ビッグパレットふくしま　コンベンションホール   郡山市安積町日出山字北千保198 250

（社）茨城県建築士事務所協会 8月28日(木) 　茨城県建設技術研修センター   水戸市青柳町4193 300

（社）栃木県建築士事務所協会 8月28日(木)   とちぎ福祉プラザ   宇都宮市若草1-10-6 165

（社）群馬県建築士事務所協会 9月2日（火） 　社団法人群馬県建築士事務所協会　３階大会議室 　群馬県前橋市元総社町二丁目２３番地７ 35

（社）群馬県建築士事務所協会  9月10日（水） 　社団法人群馬県建築士事務所協会　３階大会議室 　群馬県前橋市元総社町二丁目２３番地７ 35

（社）埼玉県建築士事務所協会 9月18日(木) 　埼玉会館小ホール   さいたま市浦和区高砂3-1-4 504

（社）千葉県建築士事務所協会 9月11日(木) 　千葉市文化センター３階アートホール   千葉市中央区中央2-5-1 500

（社）東京都建築士事務所協会 9月8日(月) 　あいおい損保新宿ビル　ホール 　東京都渋谷区代々木３丁目２５－３ 378

（社）東京都建築士事務所協会 9月22日(月) 　あいおい損保新宿ビル　ホール 　東京都渋谷区代々木３丁目２５－３ 378

（社）神奈川県建築士事務所協会 8月8日(金)   横浜市開港記念会館　　講堂   横浜市中区本町1-6 400

（社）新潟県建築士事務所協会 8月20日(水)   朱鷺メッセ メインホール   新潟市中央区万代島6-1 250

（社）山梨県建築士事務所協会 9月9日(火)   山梨県自治会館　講堂   山梨県甲府市蓬沢1-15-35 100

（社）長野県建築士事務所協会 9月17日(水)   長野県松本文化会館　中ホール   長野県松本市水汲69-2 300

（社）長野県建築士事務所協会 9月26日(金)   長野県県民文化会館　小ホール   長野県長野市若里１-１-３ 200

（社）富山県建築士事務所協会 9月25日(木)   富山県民会館 　富山県富山市新総曲輪4-18 150

（社）石川県建築士事務所協会 8月1日(金)   石川県地場産業振興センター　大ホール 　石川県金沢市鞍月2-1 482

（社）福井県建築士事務所協会 8月28日(木）   福井県生活学習館（愛称：ユー・アイ ふくい） 　福井市下六条町１４－１ 130

（社）岐阜県建築士事務所協会 9月3日(水) 　岐阜産業会館 　岐阜県岐阜市六条南2丁目11-1 100

（社）静岡県建築士事務所協会 8月11日(月)   静岡労政会館 　静岡市葵区黒金町5-1 312
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登録窓口 開催日 会場名 会場住所 定員

（社）愛知県建築士事務所協会 9月5日(金)   名古屋市公会堂　４階ホール 　名古屋市昭和区鶴舞1-1-3 400

（社）三重県建築士事務所協会 8月22日(金)   三重県総合文化センター 生涯学習センター 視聴覚室 　津市一身田上津部田1234 143

（社）滋賀県建築士事務所協会 9月10日(水)   ﾋﾟｱｻﾞ淡海・滋賀県立県民交流ｾﾝﾀｰ大会議室 　大津市におの浜1-1-20 200

（社）京都府建築設計事務所協会 9月25日(木)   ひと・まち交流館 　京都市下京区西木屋町通り上ノ口上る梅湊町83-1 180

（社）大阪府建築士事務所協会 8月22日(金)   たかつガーデン   大阪市天王寺区東高津町7-11 200

（社）大阪府建築士事務所協会 8月28日(木)   国際交流センター 　大阪市天王寺区上本町8-2-6 300

（社）兵庫県建築士事務所協会 8月27日(水)   兵庫県民会館11階パルテホール 　神戸市中央区下山手通4-16-3 180

（社）奈良県建築士事務所協会 8月28日(木)   春日野荘   奈良市法蓮町757-2 180

（社）和歌山県建築士事務所協会 9月26日(金)   和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛　602・603会議室 　和歌山市手平2-1-2 120

（社）鳥取県建築士事務所協会 8月26日(火)   鳥取県立倉吉未来中心 　倉吉市駄経寺町212-5 150

（社）島根県建築士事務所協会 9月2日(火)   ホテル宍道湖 　松江市西嫁島2-10-16 150

（社）岡山県建築士事務所協会 8月28日(木) 　コンベックス岡山 　岡山市大内田６７５ 370

（社）広島県建築士事務所協会 8月19日(火)   ウェルサンピア福山 　福山市緑町9-7 100

（社）広島県建築士事務所協会 9月2日(火)   八丁堀シャンテ 　広島市中区上八丁堀8-28 300

（社）山口県建築士事務所協会 9月17日(水)   山口県セミナーパーク 　山口県山口市秋穂二島1062 300

（社）徳島県建築士事務所協会 9月4日(木)   徳島県建設センター７階「鶴の間」   徳島市富田浜2-10 150

（社）香川県建築士事務所協会 9月18日(木)   サンメッセ香川　２階大会議室 　高松市林町2217-1 250

（社）愛媛県建築士事務所協会 9月19日(金)   松山市コミュニティセンター 大会議室 　松山市湊町7-5 150

（社）高知県建築士事務所協会 9月10日(水)   高知城ホール 　高知県高知市丸ノ内2-1-10 117

（社）福岡県建築士事務所協会  8月20日（水） 　福岡建設会館 　福岡市博多区博多駅東3-14-18福岡建設会館5階 150

（社）福岡県建築士事務所協会  8月26日（火） 　北九州市立福祉会館 　北九州市戸畑区汐井町1-6 180

（社）福岡県建築士事務所協会  9月2日（火） 　福岡建設会館 　福岡市博多区博多駅東3-14-18福岡建設会館5階 300

（社）佐賀県建築士事務所協会 9月17日(水)   佐賀市文化会館　大会議室 　佐賀県佐賀市日の出1-21-10 100

（社）長崎県建築士事務所協会 9月11日(木) 　長崎県市町村会館 　長崎市栄町４番９号 180

（社）熊本県建築士事務所協会 8月27日(水)   熊本県立劇場　地下大会議室 　熊本市大江2-7-1 160

（社）大分県建築士事務所協会 9月11日(木)   大分県教育会館 　大分市大字下郡字長谷496-38 300

（社）宮崎県建築士事務所協会 8月26日(火)   JA・AZMホール別館202研修室 　宮崎市霧島1-1-1 120

（社）鹿児島県建築士事務所協会 9月12日(金)   鹿児島県歴史資料センター黎明館・講堂 　鹿児島市城山町7-2 150

（社）沖縄県建築士事務所協会 9月30日(火)   沖縄産業支援センター 　那覇市字小禄1831-１ 200


