
番号 場　　所

1 平成16年 1月15日 千葉県教育会館

2 1月17日 成東町 遊季

3 1月28日 東金市石田邸

4 2月3日 大網白里　DOOM

5 2月14日 県立中央博物館

6 2月21日 県立中央博物館

7 3月8日 NPO 東金の家

8 3月10日 千葉県教育会館

9 3月17日 千葉バイオマス利用促進協同
組合（木更津）

10 3月20日 千葉県教育会館

11 3月22日 大地六本木本部

12 3月24日 千葉県木材市場

13 3月28日 都市公団 いには野

14 3月29日 千葉県教育会館

15 3月30日 千葉市 谷当工房

16 4月5日 千葉県教育会館

17 4月7日 千葉市 谷当工房

18 4月9日 県庁 知事応接室

19 4月12日 成東町　宇津木邸

20 4月14日 千葉県教育会館

行　　　　　事

里山会議　オブザーバーとして参加

定例会　平成１５年活動記録、関連記事掲載誌配布
平成１６年の行事予定について

さんむフォレスト　平成16年 活動記録

年月日

定例会　報告事項：都市公団いには野プラン作成、
木の国にっぽんデザインコンペ

里山シンポジューム実行委員会

千葉県流域林業活性化センター
県産材流通南部流域座談会参加

里山シンポジューム実行委員会 リーダー会議

千葉県林務課主催　東金市石田邸住宅見学会
はつらつ林業女性活動促進事業（地域交流集会）

生活クラブ打合せ　今年の計画について

里山勉強会　「里山に託す私たちの未来」

ちば谷津田フォーラム　第9回シンポジューム

里山シンポジューム実行委員会 森林・林業分科会

里山シンポジューム実行委員会 リーダー会議

里山シンポジューム実行委員会 森林・林業分科会

里山シンポジューム実行委員会　県知事懇談会

大地を守る会 六本木本部打ち合わせ

里山シンポジューム実行委員会　千葉県木材市場見学

都市公団はあとふる倶楽部　住宅相談担当

里山シンポジューム実行委員会 リーダー会議

ちばコープ コープサービスちば さんむフォレスト建物視察

里山シンポジューム実行委員会　全体会議



番号 場　　所

21 平成16年 4月15日 都市公団 印西

22 4月16日 成東町　山林、宇津木邸，
能瀬邸

23 4月19日 県立中央博物館

24 4月23日 千葉市 谷当工房

25 4月27日 千葉県森林研究センター

26 4月29日 成東町 宇津木邸

27 5月7日 千葉県教育会館

28 5月10日 千葉市 谷当工房

29 5月15日 かずさアーク

30 5月18日 成東町 宇津木邸
ちばコープ成東

31 5月26日 新宿
京王プラザホテル

32 5月28日 若葉区　コープサービスちば

33 5月30日 成東町　中央公民館、山林、
宇津木邸

34 6月1日 都市公団 印西

35 6月1日 千葉県教育会館

36 6月14日 千葉市あすみが丘　樋浦邸

37 6月17日 千葉県教育会館

38 6月20日 都市公団 いには野

39 6月21日 若葉区　コープサービスちば
市原

40 6月25日 千葉県建築士会

41 6月26日 成東町　宇津木邸

年月日

大地を守る会　セミナープレウォッチング

里山シンポジューム実行委員会 リーダー会議

里山シンポジューム実行委員会　森林・林業分科会

千葉県森林研究センター
里山シンポジューム打ち合わせ

行　　　　　事

都市公団はあとふる倶楽部

コープサービスちば、森林研究センター　合同見学会
コープサービスちばリフォーム事業打ち合わせ

大地を守る会 自然住宅事業打ち合わせ

コープサービスちば打ち合わせ

大地を守る会　森と木の住まいづくりフォーラム

さんむフォレスト住宅構造見学会

里山シンポジューム実行委員会 リーダー会議

里山シンポジューム実行委員会　森林・林業分科会

「里山シンポジューム」

都市公団はあとふる倶楽部　現地見学会

コープサービスちば契約打ち合わせ、市原現場調査

(社）千葉県建築士会 地域貢献活動センター打合わせ
建築士の日発表について

さんむフォレスト住宅設計塾　実施

都市公団はあとふる倶楽部　現地見学会
住まいづくりパートナー連絡協議会

里山シンポジューム実行委員会　全体会議

大地セミナー講師依頼、打ち合わせ

里山シンポジューム実行委員会　全体会議



番号 場　　所

42 平成16年 7月2日 プラザ菜の花

43 7月8日 あすみが丘 樋浦邸

44 7月9日 コープサービスちば
市原市

45 7月12日 ジョナサン

46 7月18日 千葉市 谷当工房

47 7月23日 成東町　宇津木邸

48 7月28日 成東町　宇津木邸

49 7月29日 都市機構　印西

50 8月12日 東金市小野
テクノパーク山林

51 8月21日 成東町　宇津木邸

52 8月22日

53 8月24日

54 8月30日 千葉市あすみが丘
樋浦邸

55 9月4日 成東町　のぎくプラザ、
宇津木邸

56 9月13日 ジョナサン

57 9月23日 都市機構 いには野

58 9月23日 東金市 石田邸

59 9月25日 成東町　宇津木邸

60 10月15日 佐倉市
ミレニアムセンター

61 10月23日 都市機構 いには野

62 10月29日～10
月31日 千葉市美術館

年月日

定例会　行事報告
他団体との共同事業の予定について

里山シンポジューム 打ち上げ会

千葉県森林研究センター 現場見学

県庁みどり推進課　現場見学

行　　　　　事

建築士の日
地域貢献活動センター助成団体として報告

ちばコープ住宅見学会

コープサービスちば 打合せ、市原市調査

さんむフォレスト建築応援団 通信発送

大地を守る会　住まいと暮らしを考える講座
樋浦講師事前打ち合わせ

大地を守る会　住まいと暮らしを考える講座　実施

定例会　活動報告ほか

都市機構　住まいづくりパートナー連絡協議会

大地を守る会　研修場所プレウォッチング

さんむフォレスト住宅設計塾実施

山武ボランティア協会機関紙 SANBOに記事掲載
「さんむフォレストの活動」

都市機構はあとふる倶楽部　現地見学会

新建築家技術者集団 建築とまちづくり展　出展

都市機構はあとふる倶楽部　現地見学会

大地を守る会　住まいと暮らしを考える講座
石田講師事前打ち合わせ

新建築家技術者集団 宇津木邸見学会

建築士会佐倉支部 桜館 講演　「スローライフの住まいづくり」



63 平成16年 11月6日 千葉市 谷当工房

64 11月8日 ジョナサン

65 11月18日 稗田事務所
千葉市　樋浦邸

66 11月20日 成東町 宇津木邸

67 11月21日 岡山県倉敷市

68 11月25日 東金市 稗田事務所
成東町　宇津木邸

69 12月3日 千葉市労働者福祉センター

70 12月5日 成東町　のぎくプラザ、
石田邸

71 12月11日 忘年会

大地を守る会 社員研修　講演｢地産地消の住まいづくり」

定例会　行事計画の確認　材木のマニフェスト計画 等

(社）千葉県建築士事務所協会 千葉支部 講演｢地産地消の住まい
づくり」

大地を守る会　住まいと暮らしを考える講座 実施

日本経済新聞社取材「住まいの安全」で取材

大地を守る会　宇津木邸見学会 2回目

新建築家技術者集団 全国大会
岡山　講演「地産地消の住まいづくり」

日本経済新聞社取材「住まいの安全」で取材2回目


