活動 の 様子

2011年10月21日

第１回建築設備研究会

2013年度学術研究発表会ポスターセッション

支部学術研究発表会交流会

2014年7月25日

名古屋大学減災館見学

最適化研究会シンポジウム

2014年6月9日

支部報告会特別講演「あべのハルカス」

相良和伸 先生「水蓄熱槽の高性能化に向けて
－温度成層型蓄熱槽向け高性能ディフューザーの検討－」

中島康孝先生「わが国の太陽熱利用の本格普及への道」

2014年3月17日

2013年2月4日
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2015年1月21日

うれし野アグリ見学会

2016年6月6日 支部報告会における奥宮正哉学会長の挨拶

2016年6月17日

2016年11月24日

第13回建築設備研究

見学会「岐阜県北方町役場 新庁舎」

支部賛助会員会交流会
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中部支部設立50周年記念事業の記録
1967年（昭和42年）の支部設立から50周年を迎えるにあたり、前年度から準備委員会を立ち
上げ、本年度の実行委員会による検討を経て、2017年6月9日の特別講演会、11月13日の記念式
典・記念講演会・本誌の発行を行いました。

記念式典・記念講演会・記念パーティ
開

催

会

日

2017年11月13日（月）

場

ホテル メルパルク名古屋

記念式典

14:30～15:10

記念講演会

15:30～16:50

講演題目

地球環境の変化を宇宙からとらえる
～地球温暖化／気候変動問題 へのJAXAの貢献～

講 演 者

平林 毅

氏

宇宙航空研究開発機構(JAXA) 第一宇宙技術部門
GOSAT-2プロジェクトチーム プロジェクトマネージャー
記念パーティ

17:00～18:30

特別講演会
開催日時

2017年6月9日（金）15:00～16:30

会

中部大学 三浦記念会館6階大ホール

場

講演題目

空調技術の魅力 －半世紀の歩みの中で－

講 演 者

中原 信生 氏

環境システック中原研究処 代表

50 周年記念事業委員会名簿
2016年

準備委員会委員長

山羽

2017年

実行委員会委員長

羽津本好弘

記念事業部会

◎村西良司
＊井上

記念誌部会
総 務 部 会

○山羽

基
基

聡

加藤伯彦

◎齋藤輝幸

＊田中英紀

原田昌幸

吉永美香

◎田上賢一

＊伊藤能宣

○田中宏明
＊河路友也
＊河村憲彦

＊原
青木

豊

＊杉山伸二

哲

北野博亮

＊閑林憲之

（◎部会長、○副部会長、＊幹事）
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2017年6月9日

特別講演会

特別講演会の様子

2017年11月13日

講演：中原信生 先生

記念式典

式辞：羽津本好弘 中部支部長

式辞：奥宮正哉 会長

来賓祝辞：国土交通省中部地方整備局 橋本善弘 様

支部10年のあゆみ：山羽基 前中部支部長
感謝状贈呈：
（左から）東邦ガス㈱様・中部電力㈱様
久野覚様・澁谷春壽様・中原信生様

記 念 講 演会

記念パーティ

講演：宇宙航空研究開発機構
（JAXA）平林毅 様

会場の様子
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５０周年記念事業活動記録
月

日

全体会議

場

所

記念事業準備委員会

平成27年11月 9日（月） 事前打合せ 三浦記念館 8C
平成28年 3月14日（月） 第１回 三浦記念館 8C
平成28年 5月20日（金）
平成28年 7月25日（月）

実行委員会

平成28年 9月27日（火）
平成29年 1月24日（火）
平成29年 5月30日（火）

記念事業部会

平成29年 7月10日（月）
平成29年 8月10日（木）
平成29年 9月 6日（水）
平成29年10月10日（火）
平成29年11月 8日（水）
平成29年 4月12日（水）
平成29年 8月31日（木）
平成28年11月28日（月）

記念誌部会

平成29年 1月31日（火）
平成29年 5月16日（火）
平成29年 7月12日（水）

平成29年10月 5日（木）
平成28年10月26日（水）

平成29年 3月17日（金）
平成29年 4月20日（木）

総務部会

平成29年 5月16日（火）
平成29年 6月15日（木）
平成29年 7月11日（火）

平成29年 8月21日（月）
平成29年 9月15日（金）
平成29年10月12日（木）

議題等

準備委員会の体制等について
支部記念事業の日程や事業内容についての
ディスカッション
第２回 三浦記念館 8C
記念講演会や記念誌の内容についてのディスカッション
過去の記念誌について内容確認
第３回 三浦記念館 8C
予算、
記念講演者、
記念誌について検討
本部
（100周年記念事業ほか）
との連携について
第４回 三浦記念館 8C
予算、
記念講演者、
記念誌について検討
第５回 三浦記念館 8C
予算、
記念講演者、
記念誌について検討
第１回 三浦記念館 501会議室 実行委員会の体制
各部会からの報告
第２回 中電ビル 116会議室
各部会からの報告
第３回 中電ビル 115会議室
各部会からの報告
第４回 中電ビル 116会議室
各部会からの報告
第５回 中電ビル 118会議室
各部会からの報告
第６回 中電ビル 110会議室
最終確認
第１回 三浦記念館 8A
スケジュール、
３部会の体制・役割
式典内容・表彰者
第２回 鹿島建設 中部支店
当日の流れ、
役割分担など
３階応接室
第１回 名古屋大学ES総合館 記念事業の作業日程、
予算、
記念誌の内容に
５階会議室
ついて検討
第２回 名古屋大学ES総合館 記念誌の内容、
特に特別企画について検討
５階会議室
第３回 奥志摩 名駅中央店
各コンテンツの作業担当、執筆依頼文について検討
第４回 名古屋大学ES総合館 記念誌の表紙等、
巻頭写真、
年表、
特別企画原
５階会議室
稿の書式、
会員数推移の扱い、
式典当日の写
真、
原稿提出期限等の検討
第５回 名古屋大学ES総合館 記念誌初稿の確認、
校正担当の検討
５階会議室
第１回 支部事務所３階会議室 キックオフ会議として予算の検討、
広告依頼
先の抽出と選定、各種案内状の作成、ホー
ムーページへの会告掲載について
第２回 支部事務所３階会議室 40周年時の招待者名簿の整理
記念誌における広告依頼先企業の整理
第３回 支部事務所３階会議室 部会の今後のスケジュール
招待者名簿案、広告企業の整理、当日の役割分担案
広告依頼先企業の整理
第４回 支部事務所３階会議室 招待者名簿、
第５回 支部事務所３階会議室 招待者への対応、
個人会員、
賛助会員、
一般への対応
広告掲載企業への対応
協賛広告企業の応募状
第６回 支部事務所３階会議室 招待者リストの確定、
況と今後の対策、
案内状、
招待状の作成状況
の確認
第７回 支部事務所３階会議室 協賛広告企業の応募状況と今後の対策
案内状、
招待状の作成状況の確認
協賛広告企業の応募
第８回 支部事務所３階会議室 招待者リストの見直し、
状況最終確認、
感謝状贈呈の準備
第９回 支部事務所３階会議室 最終確認
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謝

辞
記念事業部会

村西 良司

一昨年の平成27年11月の記念事業準備委員会より、中部支部50周年の式典の準備にあたり、
支部長･副支部長はじめ、各事業委員の代表幹事が主となり多大なるご尽力をいただきました
支部運営委員会幹部のみなさま、さらには運営委員各位のご協力をもちまして、ここに式典を
挙行するに至りました。誠にありがとうございます。50周年事業は、この半世紀を顧みて、中部
支部の「この10年のあゆみ」を確実に記録に留め、会員各位に感謝の意を表すと言う思いのも
と楽しい学会を目指し、この先を見据え若い方々に気兼ねなく参加していただけることをコ
ンセプトと致しました。前々回（30周年）、前回（40周年）の記念事業に関する資料はしっかりと
残っておりましたが、この10年の間にも役員のメンバーが変わり、一つ一つ確認しながら進め
てまいりました。
環境システック中原研究処 代表で、名古屋大学名誉教授であられます中原先生には、大変お
忙しい中、
“ 空調技術の魅力‐半世紀の歩みの中で‐”と題して共に歩んだ半世紀の空調技術の
進展とその魅力について、6月9日に特別講演をいただき、誠にありがとうございました。
式典の際の講演では、宇宙航空研究開発機構（JAXA）の平林様にはお忙しい中、講演会の講
師をお引き受けいただき大変ありがとうございました。また、ご臨席賜りました来賓の方々に
感謝致します。
無事に式典の実施に至り、会員、賛助会員、広告等でご協力ご支援を賜りました多くの方々
に誌面をお借りいたしまして厚く御礼申し上げます。

編集後記
記念誌部会

齋藤 輝幸

空気調和・衛生工学会中部支部50周年記念事業委員会記念誌部会は、記念事業準備委員会に
おける検討を踏まえ、平成28年11月28日から具体的な活動を始めました。本50周年記念誌の刊
行にあたっては、中部支部が設立されて以来、10年おきに纏められている記念誌を踏まえ40周
年以降の10年間の記録を纏めるとともに、50周年として3つの特別企画を設けました。
本誌の表紙のデザインは、グラフィックデザインをご専門とされる森旬子先生（名古屋市立
大学）に依頼致しました。空気や水をモチーフに、本学会のアイデンティティや継続性、歴史や
技術の蓄積、建築設備の対応力などを形にしていただきました。
巻頭のグラビアページには、リニア中央新幹線東京―名古屋間の開業が予定され、今まで以
上の発展と活性化が期待される名古屋駅前の高層ビル群を掲載しています。そして、50周年の
特別企画として、1)中部支部に関わる50年間の主な出来事などをまとめた年表、2)半世紀の歩
みから将来の展望まで中原信生先生にご執筆をいただいた空調技術の魅力、3)中部地域の設備
業界で活躍する若手・中堅が種々の視点から将来展望や期待を語った座談会の様子を掲載し
ました。これらの企画は、記念誌部会において議論を重ね、関係者の尽力により実現すること
ができました。
本誌を刊行するにあたり、中部支部50周年に対するご祝辞やこの10年間の活動状況、今後取
り組むべき課題等に対するご寄稿を多数頂戴いたしました。この場を借りて、ご寄稿を賜りま
した執筆者の皆様に厚くお礼を申し上げます。また、本誌の刊行は、支部役員や記念事業関連
の各委員、ならびに支部会員、関係業界・団体からいただいたご支援の賜物です。多数のご協力
やご協賛に深く感謝の意を表し、結びのご挨拶とさせていただきます。
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