


（正会員役員） （賛助会役員）

代 表 幹 事 小川　修市 幹 事 長 山田　  健

副代表幹事 大月　　始 副幹事長 横田亜都伯

副代表幹事 長尾　　悟 幹    事 大島　右三

幹　事 赤木　　定 小橋　尚志

佐々木　満 金尾　秀寿

大丸　和子 畝本　進二

広瀬　真司 松本かおり

大垣　克己 小野　　優

於東　利夫 小川　芳樹

中田　利幸 会　  計 植田誠二郎

森　　茂樹 相 談 役 長島　　誠

海野　雅之

監　査 山縣健太郎

顧　問 蜜石　陽平

・

赤木　　定 佐々木　満 大丸　和子 広瀬　真司

於東　利夫 森　　茂樹 蜜石　陽平 中桐　愼治

江川　治男 大塚　正次 齋藤　仁昭 大石　雅弘

高田　聖次 大垣　克己 山縣健太郎 柴田　晴夫

河本ぼあら 杉井　昭夫 安井　倫紀 中田　利幸

貴田    茂 和田　洋子 丸川眞太郎 赤澤　輝彦

川下　勝也 宮﨑　勝秀 海野　雅之 土田　利行

平田　和廣 料冶  敏宏

副委員長 畝本　進二 小橋　尚志 大島　右三 金尾　秀寿

小川　芳樹 小野　　優 植田誠二郎 松本かおり

米田　光雄 松本　  貴 赤木　宏聡 前田　  浩

宮脇　悠一 金谷　庸一 横田亜都伯 黒﨑　義文

浜野　未雪 小林　正憲 東　　直輝 沖　　昌幸

工藤　陽次　 林　  康幸 橋本　清高

田口　　亨 野上　　健 西山　信司 福田  敏章

浅田　浩信 長代　吉弘 二宮　潤悟 藤原　光啓

森川　和治 廣山　和正 藤井　將登

長島　　誠 山田　  健 内藤　大喜 實森　健二

冨山　克典 時岡　剛人 谷田　和幸 近藤　俊彦

上村　祐子 安田　英行 広瀬　誠二 朝井　雅裕

山下　隆実

上田憲一郎

２０２１年度組織図
（令和3年度）

＜同好会会長＞

マラソン

外国語

建球会

㈱三友土質エンジニアリング

㈱ＧＥＮ設計 （監査）

ＯＫＴＣ

ピンポン

大石　雅弘

江川　治男

和田　洋子

長島　　誠

（垣内　英男）

ケイミュー㈱岡山営業所

（登森　裕也）

委員長 山縣健太郎

高祖　敏明

㈱芝岡 ㈱建築工房いづき

岡山安全ガス㈱

日東物産㈱ 山田工業㈱ タニコー㈱ 大光電機㈱岡山営業所

服部興業㈱ リテール㈱ ㈱日鋼商会 文化シャッター㈱

山陽技研㈱

㈱ベルテック

パナソニック㈱ ㈱LIXIL 三谷セキサン㈱岡山営業所㈱ビリーフ

積水ホームテクノ㈱ ㈱福井厨房 ダイシン電機㈱

㈱西友環境

平松エンタープライズ㈱

オスモ＆エーデル㈱ コクヨ山陽四国販売㈱ ㈱コクエイ

岩水開発㈱ 三協立山㈱三協アルミ社岡山営業所

（丸岡　正季）

賛助会員
48社

㈱徳山電機製作所 シンニチロ建工㈱ 岡山ビルサッシ工業㈱ ㈱中央設備

赤木電機㈱

小松ウオール工業㈱岡山営業所

㈱きんでん岡山営業所

㈱ＡＤＦ･アヤベ  

浅野産業㈱

平田建築設計事務所 ㈲料治建築設計事務所

㈱創和設計 一級建築士事務所㈲バジャン ㈱丸川建築設計事務所 ＶＡＮＳ　岡山事務所

相談役 長島　　誠

副幹事長 横田亜都伯

㈱坪井建築設計 ㈱宮﨑建築設計事務所

㈱木村設計

幹事長 山田　　健建築設計ぼあら ㈱地域設計 ㈱フォルム設計 ㈲ナウ建築設計

㈲コア構造設計

大月　　始

㈱PANDAYA architecture

長尾　　悟江川建築設計事務所 大塚建築設計事務所 ㈱ウェルフェアオフィス ㈱ADO建築設計事務所

顧問 蜜石　陽平

委員長 ㈱倉森建築設計事務所 ㈱グランツ設計 ㈲おおまる設計 ユソニアン建築事務所

正会員
33社

副委員長
おどう建築設計事務所 一級建築士事務所　モリ設計 代表幹事

委員会 ＜総務・広報委員会＞ ＜親睦委員会＞ ＜事業委員会＞ ＜テーマ･交流委員会＞ ＜ヴィジョン委員会＞

小川　修市㈱ＧＥＮ設計 ㈲中桐建築設計事務所

小川　修市

（事務局） （副代表幹事） （副代表幹事）

大野　眞美 大月　　始 長尾　　悟

山縣健太郎

（代表幹事）

（特別会員）

山本　幸子

㈲コア構造設計 ㈱オカカン

㈱ユー・ディ・ディ設計

㈱PANDAYA　architecture

一級建築士事務所モリ設計 日東物産㈱

おどう建築設計事務所 ㈱両備リソラ

㈲ナウ建築設計

㈲おおまる設計 ㈱徳山電機製作所

ユソニアン建築事務所

松本かおり

岡山安全ガス㈱ 小野　　優

㈱倉森建築設計事務所 シンニチロ建工㈱ 金尾　秀寿

小川　芳樹

㈱グランツ設計 ㈱中央設備 畝本　進二

㈱コクエイ 委  員 大島　右三

㈱ナガオプランネット 岡山ビルサッシ工業㈱ 小橋　尚志

副代表幹事

総　会

＜PR委員会＞

ヴァンクス一級建築士事務所
幹事会

山田工業㈱ 委員長 横田亜都伯

㈱ベン建築設計

蜜石　陽平

㈱三友土質エンジニアリング㈱オカカン

㈱ユー・ディ・ディ設計 ㈱やなぎ建築設計事務所

副代表幹事

クリア建築設計事務所

山縣健太郎

小川　修市

＜35周年実行委員会＞

㈱両備リソラ

岡山フジクリーン㈱

代表幹事

顧問

長尾　　悟

大協建工㈱岡山支店 ㈱興洋インテリア

特別顧問

長島　　誠

宮﨑　勝秀

実行委員長 大垣　克己

副代表幹事

山田　　健幹事長

大月　　始

副幹事長 横田亜都伯

相談役

実行副委員長

㈱ビィー・ティー・エス

㈱ノザワ広島支店

㈱ウッディヨネダ ㈱アイワンズ

岡山ガス㈱

実行副委員長 大石　雅弘

監査

佐々木　満 小橋　尚志

大丸　和子 金尾　秀寿

委  員

中田　利幸

副代表幹事

広瀬　真司 畝本　進二

委  員

赤木　　定 大島　右三

（長谷川舜也）


