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東京都建築士事務所協会一般社団法人

東京オリンピック・パラリンピック(以下「オリ・パラ」という）では、大会会場、競技施設以外にも
多くの関連施設があります。この度、公益財団法人オリ・パラ組織委員会が、これらの施設の基本業務
について公募手続きを開始しました。この公募において、受発注取引のマッチング（商談）を支援する
サイト「ビジネスチャンス・ナビ2020」が、東京オリ・パラ組織委員会の入札手続において活用され
ることになりました。今後、組織委員会の入札手続には、ナビ2020を活用し、案件公表から落札者の
決定まで一貫して実施していくこととなります。入札に参加するためには「ビジネスチャンス・ナビ
2020」への事前登録が必要です。つきましては、ぜひこの機会に下記よりユーザー登録（無料）をお
願い致します。尚、登録された際はお手数ですが本会・事務局まで下記のとおりご報告いただきますよ
うお願いいたします。

東京都ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ関連施設にかかる入札手続きの登録について

2017 年版　「建築士事務所の業務算定指針」を発行しました　
正会員（専任者）の皆様には、会誌コア東京２９年４月号に同封してお送りしました。 
なお本書は１事務所につき、１冊無料送付しております。 （表紙白色）
追加ご希望の方は、本会ＨＰよりご購入くださいますようお願い致します。 
　　　　　　　　　　会員価格 810 円　一般価格 1,620 円

　　　　　　　　　　　　記　( 詳細はＨＰをご覧ください）
１ 東京都 2020 公認プログラムビジネスチャンス 2020 ユーザー登録サイト
　　　　　https://www.sekai2020.tokyo/bcn/
２ 本会への報告メールアドレス　　Jimu28@taaf.or.jp
３ 報告内容　　登録日 平成 年 月 日　　事務所名 　                       支部名             支部　　

特別講演会のお知らせ　

賛助会員会では毎年著名な講師をお招きして特別講演会を企画しております。
今回は、測量工学と世界的な地震予測の権威であられる村井俊治東京大学名誉教授を
お招きし、新しい地震予測についてご講演いただきます。ぜひご参加いただきますよ
うお願い申し上げます。
1. テ ー マ：  『測位衛星を用いた新しい地震予測の展望』 村井 俊治 東京大学名誉教授
2. 日      時：  平成 29 年 6月 1日（木）講演会 15：30 ～ 16：30　　 質疑応答 16：30 ～ 16：45　
3. 場　  所：  東京都建築士事務所協会     住所・Tel は、taaf ニュースの 2枚目下段参照　　　　　
4. 会　　費：無料　　※講演会詳細につきましてはコア東京５月号Ｗｅｂ版に掲載します。
5. 申し込み：出席ご希望の場合は下記申込書を Fax にてご送信ください。
6. 宛先・締切：東京都建築士事務所協会　事務局   FAX ： 03-3203-2602　締切：5月 19 日（金）
           －・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・　　　
　　　　　　　　　　　　        申　込　書　　　　　平成　　年　　月　　日
　　　　　　　平成 29 年 6月 1日賛助会員会講演会に　出 席　します。
　　　　　　　御社名　：　
　　　　　　　御氏名　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



一般社団法人 　〒160-0022 東京都新宿区新宿 5-17-17 渡菱ビル３階
協会事務局 TEL 03-3203-2601      FAX 03-3203-2602  
登録センター TEL 03-5272-1069  FAX 03-5272-1071
支援協会 　 TEL 03-6228-0571　 FAX 03-6228-0572 
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管理建築士講習のご案内

　　　　　　   　　　　　　　　　　　 　大 会  会 場　　和歌山県民文化会館　和歌山市小松原通 1-1   073-436-1331
    参    加    費         大会参加費　4,000 円　　パーティー参加費　12,000 円
    青年話創会        平成 29 年 10 月 5日 ( 木）午後開催  ホテルアバローム紀の国
　　　　　　　   ※詳細は、ＨＰでご覧ください。

平成 29 年度

kaijou koaijou 会場コード 講　習　日 会　場　名 人数 　締　切（注１）
2F－01 (H29)  5月23日（火） 東京都建築士事務所協会会議室　　　70 　  5月  9日消印 
2F－02 (H29)  8月24日（木） 東京都建築士事務所協会会議室 　70 　  8月  4日消印 
2F－03 (H29) 11月22日（水） 東京都建築士事務所協会会議室 　70 　11月  2日消印 
2F－04 (H30)  3月20日（火） 東京都建築士事務所協会会議室 　70 　  2月28日消印 
※

会場コード 講　習　日 会　場　名 ※定員 締め切り

◎受講申込書は、窓口にて配布もしくは、ＨＰからダウンロードしてください。
◎本会へ簡易書留郵便にて申込ください（本会への持参は受付不可）
◎受付期間中でも、定員に達した場合は受付を終了させていただきます。ご了承ください。
◎受講申込書の記入方法等は、受講申込書付属の受講要領をご参照ください。
★印は、多摩地区開催です。

受付期間中でも、定員に達した場合は受付を終了させていただきます。ご了承ください。　　　　

平成29年度

建築士定期講習
             申込み・受付のご案内

                                                                        
   

～
～前回平成26年度に受講された方は、今年度受講対象となっております～

■ 講習日・会場

会場コード 講　習　日 会　場　名 人数 　締　切（注１）
2F－51 (H29)  5月31日（水） あいおいニッセイ同和損保新宿ホール 250   5月 12日消印 
2F－52 (H29)  7月27日（木） あいおいニッセイ同和損保新宿ホール 250   6月 30日消印 
2F－53 (H29) 10月13日（金） ベルサール西新宿                                        150       9月 15日消印 
2F－54　　★(H29) 12月  1日（金） (立川)トヨタドライビングスクール東京 100 11月   2日消印 
2F－55 (H30)  3月  9日（金） あいおいニッセイ同和損保新宿ホール 250   2月   9日消印 

■ 講習時間
　　　　受付9：15～10：00　講習10：00～16：40　修了考査17：00～18：00
　　　　　(受付時間前には入室出来ません。座席は指定席となっております)
■ 受講料

12,960円（指定の振込用紙でお支払いください）

■ 受講申込書
東京都建築士事務所協会　窓口にて配布

東京都建築士事務所協会  ホームページからダウンロード

■ 申込み方法
　　　　　申込書に必要事項記載し、写真・支払い証明書を添付して『簡易書留郵便』にて

　　　　　東京都建築士事務所協会へご郵送ください。

【 問合せ・申込書配布・送付先 】　　一般社団法人東京都建築士事務所協会
〒160-0022東京都新宿区新宿5-17-17渡菱ビル3Ｆ　　

TEL　03-3203-2601　　　FAX　03-3203-2602
　　    ※受講申込書のご記入方法、講習の詳細は受講申込書に付属の受講要領をご参照ください。

会場コード 講　習　日 会　場　名 ※定員 締め切り

※受付期間中でも、定員に達した場合は受付を終了させていただきます。ご了承ください。　　　　

建築士定期講習のご案内

 　第 41 回　建築士事務所全国大会 ( 和歌山大会）
　　　　　   　　　　　　　　　　　 　　　　 平成 29 年 10 月 6日 ( 金）　開催

申込方法上記講習共通

平成 29年度

    第 90 回  定時総会は、6月 28 日（水）　京王プラザホテルにて開催いたしますが、
    会務運営上、大きな改正が２点あります。 
１　現在　会長の補佐となる副会長は４名で構成していますが６名となります。
２　各ブロックから推薦された常任理事（候補者）による常任理事会を設けます。
   この改正には、定時総会で正会員数の 3分の 2 以上にあたる出席かつ賛成が必要
   となりますので、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

第 90 回　定　時　総　会　に  つ  い  て
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