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だいこうｇ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 2017 年の日本マンション学会全国大会は、4 月
22 日（土）･23 日（日）の 2 日間、名古屋の椙山
女学園大学で開催されます。 
	 22日（土）午後のメインシンポジウムでは、「マ
ンションという場において、認知症、孤独死、独居

などの住民の高齢化によって顕在化している諸問

題に対してどう対応していくのか」、というテーマ

での講演とディスカッションが行われます。 
	 23 日（日）午後には、名古屋で住みたい街第 1
位を、星ヶ丘地区、名古屋駅周辺地区と争っている、

名古屋市千種区の覚王山地区の築 40年以上のマン
ション群と、松坂屋初代社長の伊藤次郎左衛門祐民

の別荘である揚輝荘および敷地内に近年建てられ

たマンション群の見学会が企画されています。 
	 今号では、会場へのアクセスや、参加費、プログ

ラム等の情報をご案内しますので、ご確認のうえ、

ふるってご参加くださいますようお願い致します。 
	 事前のお申し込みは、同封のチラシ裏面にご記入

頂くか、下記ホームページから書式をダウンロード

して下さい。いずれも FAXにてお申し込み下さい。 
http://www.ccg-chubu.org/gakkai2017HP/top/top.html 

	 今大会の見所については、ニュースレター76 号
（前号）に大会実行委員長村上心椙山女学園大学教

授のご挨拶が掲載されておりますので、あわせてご

覧下さい。名古屋大会の最新情報や実行委員長挨拶

は、上記大会ホームページでご確認できます。 
	 なお、本大会では、日本マンション学会による宿

泊及び交通の手配は行いませんのでご注意くださ

い。ホテルの手配は各自でお願い致します。 
	 名古屋駅（東側・桜通り口）・地下鉄栄駅周辺の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホテルからですと、椙山女学園大学最寄駅「星ヶ丘」

へアクセスが便利です。 
 

会場・交通アクセス・会期・参加費	 

 
■会場	 	 

椙山女学園大学生活科学部棟（星が丘キャンパス） 
※次ページのキャンパスマップをご確認ください。 
■交通アクセス	 

・市営地下鉄東山線「星ヶ丘駅」下車、6番出口か
ら正門まで徒歩約 5分 
※次ページのアクセスマップをご確認ください。 
■会期	 

2017年 4月 22日(土)・23日(日) 
※一般参加も可能です。 
■参加費	 

①大会参加費：正会員 4,500円／非会員 1,000円(資
料代別途 3,000円) 
②懇親会費：事前申込 5,500円(当日申込 6,000円) 
③見学会：700 円(手荷物預かり代別途・地下鉄乗
車賃各自負担) 
 

第１日目（４月２２日（土））	 

 
8：30～	 受付開始(生活科学部棟エントランス)	 

9：30～12：00	 分科会	 	 	 

●第一分科会：マンションストック活用研究委員会	 

	 	 	 	 	 	 （B108 室）	 

座長：佐野こずえ 
テーマ：マンション再生活用に関わる取り組み 

・・・・・・・１～２ 
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●第二分科会：判例研究委員会（B107 室）	 

座長：大野武 
テーマ：最近のマンションの紛争と裁判 

●第三分科会：中部支部（B106 室）	 

座長：齊藤広子 
テーマ：マンションにおける人の高齢化による問 
題と対処法と課題 

12：00～13：15	 昼食 
・近隣の星が丘テラス飲食店等をご利用ください。 
13：15～14：00	 総会・授賞式	 

・会場：B110 大講義室	 

14：15～17：00	 来賓挨拶・メインシンポジウム	 

	 	 	 	 	 	 	 （B110 大講義室）	 

・司会：松山明(中部大学	 准教授)	 

「マンションにおいて認知症とどう付き合うのか」	 

・パネリスト：	 

川上湛永(特定非営利活動法人全国マンション	 

管理組合連合会	 会長)	 

	 	 田中昌樹(一般社団法人マンション管理業協会	 

調査部次長)	 

	 	 花井増實(弁護士・中部支部長)	 

	 	 角田光隆(神奈川大学大学院法務研究科	 教授)	 

	 	 児玉善郎(日本福祉大学	 学長)	 

・コーディネーター：	 

	 齊藤広子(横浜市立大学	 教授)	 

17：30～19：30	 懇親会	 

・会場：カフェテリア	 F19（教育学部棟）	 

 
第２日目（４月２３日（日））	 

 
9：30～12：00	 分科会	 

●第四分科会：マンション住環境まちづくり	 

	 	 	 	 	 	 	 研究委員会（B108 室）	 

座長：祢宜秀之 
テーマ：マンションのリスクマネジメント 

●第五分科会：行政課題研究委員会（B107 室）	 

座長：田村日出男 
テーマ：マンション再生施策と行政のかかわり 
	 	 	 	 について -中間報告- 

●第六分科会：借地権マンション研究委員会	 

	 	 	 	 	 	 	 （B106 室）	 

座長：周藤利一 
テーマ：借地権付きマンションの現状と課題 

●第七分科会：一般報告、実務・管理報告	 

	 	 	 	 	 	 	 （B105 室）	 

司会：佐々木好一 
投稿論文の発表 

13：30	 見学会集合時間 
・地下鉄東山線 覚王山駅３番出口 集合 
13：45	 見学会	 ※事前申し込みが必要です。 
・覚王山地区の自主管理マンションの見学 
	 ①資産価値向上へ取り組んだマンション 
	 ②大規模、給排水工事などを終え、耐震補強工事 
	 	 中のマンション 
・揚輝荘の見学、周辺のマンション群の見学 
16：30 頃	 解散	 (＊預かり荷物の返却)	 

・オプション：	 

	 今池地区のセントラルガーデンの見学	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 
 
 
 
 
 
 
 
	 

キャンパスマップ	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

星ヶ丘駅から会場までのアクセス 
	 

■編集後記	 名古屋大会！名古屋メシが楽しみです。手羽先､ひつまぶし､味噌かつ､台湾ラーメン､小倉トースト…（Ｋ）	 


