
番号 年月日 場　　所

1 平成18年 1月12日

2 1月16日 ジョナサン

3 1月16日 ケーブルTV296

4 1月17日 ジョナサン

5 1月21日 東金市萩野邸
松之郷公民館

6 1月24日 千葉市
ぱ・る・るプラザ

7 2月7日 千葉市コミュニティ
センター

8 3月7日 森林研究センター

9 3月9日 千葉市コミュニティ
センター

10 3月13日 ジョナサン

11 3月14日

12 3月21日 東金市松之郷
萩野邸

13 3月31日 千葉市コミュニテイ
センター

14 4月6日 東金市中央公民館

15 4月20日 千葉県木材市場

16 4月25日

17 4月26日 東金市役所

18 4月27日 千葉市コミュニティ
センター

19 5月10日 東金市役所

20 5月14日 東金文化会館

行　　　　　事

さんむフォレスト建築応援団通信
大地連続講座など近々の行事案内

定例会
大地連続講座、木振協シンポジューム他

東金市石田光男邸TV放映　本日より１週間
ケーブルTV296　デリバリースタジオ

大地を守る会、阿部氏、秋山氏連続講座打合せ

大地を守る会構造見学会　東金市萩野邸

千葉県木材振興協会シンポジューム
「顔の見える木材で家づくりを考える」

里山シンポジューム会議
第３回シンポジューム、各分科会の内容について

千葉県森林研究センター　公開講座打合せ

さんむフォレスト　平成18年 活動記録

里山シンポジューム会議
平成１８年第３回シンポジュームについて

定例会
里山シンポジューム、森林研公開講座、大地連続講座

大地を守る会
阿部氏、秋山氏、千葉県木材市場視察

さんむフォレスト建築応援団通信
宇津木邸千葉県建築文化賞奨励賞受賞

里山シンポジューム森林・林業分科会打合せ/2

里山シンポジューム会議
終了した分科会の報告、今後の準備状況

さんむフォレスト建築応援団通信
大地萩野邸完成見学会、里山シンポジュームなど案内

大地を守る会　萩野邸完成見学会

里山シンポジューム会議
第３回シンポジューム分科会工程表の確認

里山シンポジューム森林・林業分科会打合せ/1

定例会 兼
里山シンポジューム　森林・林業分科会打合せ/3

里山シンポジューム　森林・林業分科会実施



年月日 場　　所

21 平成18年 5月15日 麻生新田
東金市日吉台

22 5月20日 八千代市民会館

23 5月26日 東金市　一源

24 6月14日 東金市萩野邸
ジョナサン

25 6月15日 佐倉ミレニアムセン
ター

26 6月21日 千葉市コミュニテｨ
センター

27 7月7日 幕張　大地を守る会
本社

28 7月7日 佐倉ミレニアムセン
ター

29 7月8日 佐原市

30 7月10日 石田邸、萩野邸

31 7月10日 ジョナサン

32 8月5日 成東 宇津木邸

33 8月8日 稗田事務所

34 8月11日 千葉市コミュニティ
センター

35 8月15日 佐倉市美術館

36 8月16日 佐倉市美術館

37 8月18日 小見川文化会館

38 8月20日 佐倉市美術館

39 8月30日 木更津市
君津合同庁舎

40 9月3日 幕張メッセ
国際会議場

41 9月11日 ジョナサン

第３回里山シンポジューム全体会

里山シンポジューム　森林・林業分科会反省会

大地を守る会　担当者打合せ
連続講座について、大地仕様について

佐倉建築家８人展打合せ

行　　　　　事

日本住宅新聞取材　山下邸新月伐採を取材

県庁林務課、さんむフォレストの住宅見学

定例会
建築家８人展、香取市でさんむフォレスト講演　他

「木と土の家」見学会　宇津木邸

リフォーム産業新聞取材

里山シンポジューム会議　全体会関係、報告書の件

大地を守る会打合せ　連続講座、大地仕様について

佐倉建築家８人展打合せ

新建築家技術者集団 仕事を語る会
さんむフォレストの活動

佐倉建築家８人展撤収

森のフェスタ打合せ会議

エコメッセ千葉出展

定例会
建築士会栃木大会出展、大地セミナー、森のフェスタ

里山シンポジューム会議
第３回シンポジューム報告書の件

佐倉建築家８人展開催

佐倉建築家８人展立会い

香取市平成18年度第1回林業技術研修会で講演



番号 年月日 場　　所

42 9月13日 千葉市コミュニティ
センター

42 平成18年 9月22日 千葉市
建築会館

43 9月30日 幕張
大地本社会議室

44 10月11日 千葉市コミュニティ
センター

45 10月14日 船橋駅前

46 10月19日
10月20日

宇都宮市

47 10月21日 千葉県木材市場
東金市滝沢

48 11月4日 神奈川県民ホール

49 11月13日 ジョナサン

50 11月15日 千葉市
建築会館

51 11月16日 千葉市コミュニティ
センター

52 11月18日
11月19日

幕張メッセ

53 11月26日 東金市中央公園

54 12月2日 佐倉市
寺﨑青年館

55 12月13日 千葉市コミュニティ
センター

56 12月23日 東金市　一源

里山シンポジューム会議
第３回シンポジュームのまとめ

森のフェスタ出展

建築士会全国大会栃木大会出展

大地を守る会連続講座　第2回
今井昭雄氏森林

行　　　　　事

里山シンポジューム会議
第３回シンポジュームのまとめ

建築士会地域貢献活動センター会議
建築士会全国大会栃木大会出展の件

大地を守る会連続講座　第１回
萩野夫妻出席

リフォームフェアｉｎ千葉　講演、出展

東金市産業祭 出展

大地を守る会連続講座　第3回
佐倉市山下邸構造見学会、木造の構造について

里山シンポジューム会議
第4回シンポジュームの基調講演、パネラーなど

新建築家技術者集団 全国大会横浜大会でパネラー参加
地産地消の住まいづくりを報告

定例会
「木と土の家」の会、リフォームフェア千葉

建築士会地域貢献活動センター会議
建築士会全国大会栃木大会出展報告

臨時集会　忘年会

里山シンポジューム会議
第4回シンポジュームのテーマ、東金市参加


