
2017年9月吉日
東京ＥＡＣ会員 各位

東京設計管理研究会
会長 高島 久

2017年度 東京EAC総会 並びに
60周年 記念式典のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
日頃は、東京設計管理研究会の活動にご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当会も今年で創立６０周年を迎えることとなりました。つきましては、
下記のとおり記念式典を開催致しますので、ご多忙の折り誠に恐縮に存じますが
何とぞご臨席いただきたくご案内申し上げます。

敬具

記

１．日 時 ： ２０１７年１２月 ８日（金）
(1) 2017年度総会 (13:00～13:45）
(2) 60周年記念式典 (14:00～14:40)
(3) 記念講演 (14:40～16:00) 
(4) 記念写真撮影 (16:00～16:30)
(5) 懇親会 (17:00～20:00)
＊詳細は別紙プログラムを参照下さい。

２．開催場所 ： ミューザ川崎
〒212-8557 神奈川県川崎市幸区大宮町1310
Tel 044-520-0100 (代）

http://www.muzakawasaki.com/index.html
なお、懇親会はﾋﾞｽﾄﾛ&ﾊﾞﾙ ReEn（リアン）にて行います。

https://tabelog.com/kanagawa/A1405/A140501/14060904/
＊アクセスは上記HP又は別紙地図をご参照下さい。

[ 備 考 ]
１．出欠の連絡については、１０月３１日（火）までに担当幹事(西山)まで

別紙出欠連絡表にて（なるべく）メール又はＦＡＸにてお願いします。

２．懇親会費：会員は 一律 4,000円/人

３．連絡先： 東京設計管理研究会 2017年度総会 並びに 創立60周年記念式典
担当幹事 西 山 洋 一
〒321-0132 宇都宮市雀の宮7-11-23
TEL  028-653-6581   FAX  028-601-7422
E-Mail suzume_nishiyama@ams.odn.ne.jp

以上



６０周年 記念式典 並びに 記念講演

２０１７年度 東京EAC総会
No. 内　　容 担　　当 時　　間

1 開会の辞 司会 １３：００～１３：０２ 司会…石塚副会長　　書記…林田副会長

2 議長の選出 司会 １３：０２～１３：０４

3 総会成立確認 議長 １３：０４～１３：０５ 議長…西山参与（会場承認要）

4

審議事項
　① 2017年度 事業報告
　② 2017年度 会計報告
　③ 2017年度 会計監査報告
　④ 2018年度 活動方針と事業計画案について
　⑤ 2018年度 予算案について
　⑥ 役員選出
　⑦ 新役員紹介

会長
副会長

会計幹事
会計監査

１３：０５～１３：３５

5 功労者表彰 会長 １３：３５～１３：４３ 三菱重工；五味氏、コマツ；田村氏

6 閉会の辞 司会 １３：４３～１３：４５

備　　　　　考

・2017年度 活動経過報告と採決
・2018年度 活動計画報告と採決

No. 内　　容 担　　当 時　　間

1 開会の挨拶 高島会長 １７：００～１７：０２ 進行；金子幹事

2 乾      杯 現顧問 １７：０２～１７：０５ 乾杯；阿部顧問

3
ご来賓挨拶
　・関西ＥＡＣ会長
　・東京EAC歴代会長　他

各来賓 １７：０５～１７：１５

4 ご 歓 談 全　　員 １７：１５～

5
アトラクション
　・会友発表、余興
　・福引

吉田会友 １８：００～１９：３０

6 閉会の辞 石塚副会長 ～２０：００

会友発表；福間会友（写真展示）
余興；山中 仁様、吉川幹事

挨拶；関西EAC 中谷会長
挨拶；東京EAC 歴代会長　他

備　　　　　考

ミューザ川崎

ミューザ川崎

ビストロ＆バル
ReEn（リアン）

No. 内　　容 担　　当 時　　間

1 開会の辞 石塚副会長 １４：００～１４：０２ 司会；林田副会長

2 東京設計管理研究会会長挨拶 高島会長 １４：０２～１４：１０

3

ご来賓挨拶
　　１）関西設計管理研究会
　　２）（公社）日本設計工学会
　　３) (一社）日本機械設計工業会
　　４) (一社）日本画像情報マネジメント協会

代表ＥＡＣ
各来賓

１４：１０～１４：３０

4 功労者表彰 高島会長 １４：３０～１４：４０ 対象者；元会員（事務局担当）新田光弘様

5

記 念 講 演
   ｢木造古塔に魅せられて｣
　　 ・木塔のなりたちとその形態（表現上）の変遷・
       構造という観点に傾注すると非常に興味深い
       ものを認識することができる．塔身の構造の
       変化を端的にいえば，構法の合理化，部材の
       規格化，ディテールの日本化の３点に集約で
       きるであろう．（詳細は添付資料参照）

講師：
平野重雄 様 １４：４０～１６：００ 講師ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ事前配布

6 閉会の辞 石塚副会長 １６：００ 記念写真撮影へ；幹事誘導

備　　　　　考

１） 会長　  中谷　光男 様
２） 会長　  笹島　和幸 様
３） 会長　  森　　彰  　 様
４） 理事長 高橋　道彦 様

記 念 写 真 撮 影（16：00～16：30）



記念講演題目 並びに 講演者プロフィール



東京設計管理研究会
６０周年記念式典 担当幹事 西山 洋一行き
メール suzume_nishiyama@ams.odn.ne.jp
FAX ０２６－６０１－７４２２

東京ＥＡＣ ６０周年記念式典
出欠連絡表

ご出席者 総 会 記念式典 懇親会

１

２

３

注）それぞれの枠内に、ご記入ください。

出席 ○ ； 欠席 ×

出欠の連絡については、１０月３１日（火）までに担当幹事（西山）まで

（なるべく）メール 又は ＦＡＸにてお願いします。

会 社 名



６０周年記念式典 会場案内図

ミューザ川崎
〒212-8557 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 
ＴＥＬ 044-520-0100 （代）



６０周年記念式典懇親会 会場案内図

ビストロ＆バル ReEn（リアン）
神奈川県川崎市幸区中幸町３-32-4 アネックスプラザ5F 
TEL 044-542-8177

懇親会会場
ReEn (ﾘｱﾝ）

ミューザ川崎

式典会場のフロアを出てすぐ左手のエスカレーターで２階フロアまで
（直行）で下り、右手に回り込むと１階フロアへのエスカレーターが
あるので、1階フロアまで下りてください。
右手奥の出口を出て左折し、交差点を過ぎた右手に懇親会会場のお店
が入っているアネックス・プラザ川崎ビルがあります。

階段を上がった右手にエレベーターがありますので、５階まで上がって
下さい。お店の入り口があります。


