
あいち住まいるフェア事務局（中部経済新聞社 事業部内）お問合せ先 TEL.052-561-5675

希望相談日

　※希望日の□にチェックを入れてください。（11日は午後のみとなります）

　□ いつでも可 □ 10 月11日（木）〔午後〕
　□ 10 月12日（金）〔午前〕 □ 10 月12日（金）〔午後〕
　□ 10 月13日（土）〔午前〕 □ 10 月13日（土）〔午後〕

　●相談内容記入欄

　

お　名　前
電話番号
FAX番号 FAX.052-264-4041

送付先：（一財）愛知県建築住宅センター行き
※相談実施の日時が決まりましたら事務局よりご連絡いたします。

無料
最大30分

程度住まいの相談コーナー予約申込書先着順 締切：平成30年10月4日（木）※事前申込の場合

お問い合せ 愛知県建設部建築局住宅計画課企画グループ
TEL.052-954-6567

・事前申込は、この用紙にご記入の上、下記番号へ FAX にてお申し込み下さい。
・受付は先着順で、定員になり次第、事前受付は終了いたします。
・当日申込の方より事前申込の方を優先いたします。・当日申込の方はお待ちいただくことがあります。 
・相談日時が決まり次第事務局よりご連絡いたします。
・ご相談時間は、最大 30 分程度となります。

マンション
管理学校

裏面
必見

勉強できる!!

マンション管理のトレンドを知る
ためのセミナーを毎日開催。
※セミナー詳細は裏面をご覧ください。

「大規模改修」「管理」など
マンション管理組合むけの
商品・サービスを出展する
企業が多数出展しています。

10/13土 マンション管理実践セミナー 定員：140名
事前予約不要

聴講
無料13：30〜15：00 4階 第3会議室

主催：愛知ゆとりある住まい推進協議会・中日新聞社・中部経済新聞社

主催：愛知県、名古屋市、マンション管理推進協議会

愛知県内最大規模のマンション管理イベント

時 間

会 場
10：00〜17：00
吹上ホール（名古屋市中小企業振興会館）

あいち住まいるフェア

2018特別企画

入場
無料

第7回

時間 ▶10：00 〜16：00 ※ 10/11（木）は 13：00 〜16：00

10/11㊍12㊎13㊏

住まいの相談コーナー
（マンション管理）

被災マンション復旧の道しるべ
講 師 福岡大学 工学部 建築学科 古賀 一八教授

　過去の熊本大地震をはじめ、阪神淡路その他地域で起こった大規模地震発生後のマンションの倒壊被害
からの復旧に向けた対応法から、修繕の計画の立て方まで、今後、東海地方でも起こるだろう大規模地震
に備えて、管理組合として事前に準備するべき対策から事後の対処法まで、具体的な事例を交えてお話し
いたします。

専門事業者が
多数出展!!



左の QR コードを
携帯電話で読み取ると、
スグにアクセスできます。
QR コードが読み取れない方はこちら▼

※10 月11日（木）〜13 日（土）まで事務局が吹上ホールに移動します。

［お問い合せ］

〈中部経済新聞社 事業部〉

http://www.chukei-news.co.jp/housing/

TEL.052-735-2011

TEL.052-561-5675

マンション管理学校 会 場
マンションコーナー内

特設会場

聴講無料

事前予約不要

出展者
リスト

●あけぼの通商 ●イーマックス中部 ●エスケー化研 ● MKS マンション計画修繕施工協会 ●オンダ製作所 ●カシワバラコーポレーション ●関西ペイント販売 ●北嶋工業 ●建装工業
●三協立山・アルミ社 ●サンスター技研 ●住宅あんしん保証 ●スマートマンション推進協議会 / マンション管理相談センター ●西三 ●積水化学工業 ●セレックス ●耐震総合安全機構（JASO） 
●ダイフレックス ●タキロンマテックス ●田島ルーフィング ●中部マンション管理組合協議会 / マンション維持管理機構 ●東リ ●日硝 ●日本水理 ●日本ビソー ●日本ペイント ●乃一
●ハウスプラス住宅保証 ● P・C・G テクニカ ●ビデオセンシング ●マルコオポーロ加工 ● YKKAP

あいち住まいるフェア
2018

入場無料

10月11日（木） 10月12日（金） 10月13日（土）

住情報から新築・リノベーションまで！ 最新の家づくりがよくわかる楽しい3日間

1限目 11：00 〜12：00
「マンションをめぐる最近の紛争事例」
〜適正な管理をするために〜

講師 万朶総合
法律事務所 弁護士 花井 増實氏

4 限目 14：30 〜15：00
「給排水設備」
取替工事のタイミングと進め方

講師 一般社団法人
マンション維持管理機構 一級建築士 髙木 浩一氏

成功事例から学ぶ「マンションの省エネ」
〜電力自由化時代の賢い電気代削減手法〜

講師 一般社団法人スマート
マンション推進協議会 代表理事 馬渕 裕嘉志氏

5 限目 15：30 〜16：00

「大規模修繕工事の進め方」
お任せ工事に潜むこと

講師 一般社団法人
マンション維持管理機構 一級建築士 後藤 文俊氏

2 限目 12：45 〜13：15

3 限目 13：30 〜14：00
「管理規約」

給排水管・給湯管・ガス管等の更新工事を管理組合の責任と負担で行う

講師 NPO 法人中部マンション
管理組合協議会 副会長 栗原 邁氏

1限目 11：00 〜11：30
「100 年マンションを目指す改修方法」
〜建て替えたくとも建て替えられない現実〜

講師 一般社団法人
マンション維持管理機構 一級建築士 小林 聡氏

1限目 10：30 〜11：00
「管理組合の IT 化に向けた取り組み」重要書類の電子化

講師 NPO 法人中部マンション
管理組合協議会 監事 加藤 正毅氏

2 限目 11：30 〜12：00
「高経年マンションの限界と可能性 再生か終活か〜経営に置き換えて考える〜」
講師 一般社団法人

マンション維持管理機構 事務局長 森 さやか氏

3 限目 12：10 〜12：40
「マンション居住者の高齢化」〜中部管協への相談事例より〜

講師 NPO 法人中部マンション
管理組合協議会 理事 岡井 秀夫氏

4 限目 13：30 〜15：00 4階会議室

「被災マンション復旧の道しるべ」
マンション管理実践セミナー 主催：愛知県・名古屋市・マンション管理推進協議会

古賀 一八教授講師 福岡大学 工学部 建築学科 

5 限目 15：15 〜15：45

「大規模修繕工事の不適切ビジネスの実態と騙されない対処法」
〜国交省の注意喚起から 1 年半、実態は変わったのか？〜

講師 一般社団法人マンション
管理相談センター 代表理事 馬渕 裕嘉志氏

6 限目 16：00 〜16：45

「マンション管理士の仕事術」
〜 300 件のコンサルティング経験から教える〜

講師 一般社団法人マンション
管理相談センター 代表理事 馬渕 裕嘉志氏

3 限目 13：30 〜14：00
「耐震補強工事を実施した管理組合の取り組み」

講師 NPO 法人中部マンション
管理組合協議会 会長 遠山 哲男氏

4 限目 14：30 〜15：00
「共用部分リフォーム融資と住まいる債」

講師 住宅金融
支援機構 グループ長 稲山 裕介氏

成功事例から学ぶ「マンション管理の改善」
〜管理品質をアップしてコストダウンを実現する 5 つのステップ〜

講師 一般社団法人マンション
管理相談センター 代表理事 馬渕 裕嘉志氏

5 限目 15：30 〜16：00

2 限目 12：00 〜12：30
「耐震改修」
小規模マンションにおける耐震改修工事までのものがたり

講師 一般社団法人
マンション維持管理機構 一級建築士 齋藤 正吉氏

家 族 で 楽 し め る イ ベ ン ト も 盛 り だ く さ ん！
小さなお子様も！ お兄ちゃん、お姉ちゃんも !

※ご利用は2時間まで 
※ご利用には年齢制限があります (3才〜12才 )

※ご利用は一人 1 か所まで 
※ご利用には年齢制限があります (3才〜15才 )

世界の有名な建物をVRで見てみよう！

参加
無料

参加
無料

工具
不要

大人の
ための コーナーDIY

11 日［木］ 12 日［金］

◆10:00 〜 12:00
◆14:00 〜 16:00

色紙台を作ろう!

協力：愛知県建設組合連合

60名様限定

13 日［土］

◆10:00 〜 ◆11:00 〜
◆13:00 〜 ◆14:00 〜
◆15:00 〜

DIY工作教室

協力：全愛知建設労働組合

各回10名様限定

工具
不要

◆13：30〜
◆15：00〜

参加無料（要整理券）
※同日10：30〜のセミナーで説明あり

13 日［土］
※1回10人（約1時間）

住まいるフェア特別企画
WAGON WORKS chiko氏主宰

ワークショップ開催
ダンスコンテスト開催
一般の小学生から高校生までが参加する

13:30 〜15:3013 日［土］ 観覧無料会場内特設ステージ
15:00〜ハイブリンクの

ステージ
パフォーマンス開催！！

ダンサーYUTAの
ダンス教室もあるよ！

［ゲスト］
ダンス＆ボーカルユニット H↑BLiNK（ハイブリンク）

簡単な
DIYで

小物作り!


