
平成 19 年 6 月 7 日 

エコプローブ協会会員各位 

会長   遠藤 計  

事務局 福宮 健司 

エコプローブ協会 第三回総会のご通知 

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。  

 さて、エコプローブ協会も発足より二年が経過いたしました。その後の取組

みや、一年間の活動に対する意見交換の場として、下記のとおり第三回総会を

開催致します、何卒御出席くださいますよう御案内申し上げます。  

敬具 

記 

 

日時：2007 年 6 月 29 日（金曜日） 【開場・受付開始 １３:００ヨリ】 

   第三回総会 １３:３０～１４:５０ 

   特別講演  １５:００～１６:４５ 

   懇親会   １７:００～１９:００ 

 

◎ 場所 

○ 第三回総会・特別講演：㈱東亜道路工業本社 3F 会議室 

○ 懇親会：はあといん乃木坂 （旧健保会館乃木坂）添付地図参照願います。 

 

◎ 議題 

1. 活動報告 

2. 収支報告 

3. 新規入会希望会員の紹介 

4. 特別講演①：『土壌汚染市場の最新事情と将来の展望』    

     講師：協同組合地盤環境技術研究センター   理事 西田 道夫 

  特別講演②：『ダイレクトプッシュプローブの研究と月面探査について』  

     講師：九州大学大学院 工学研究室   助教 小林 泰三 

5. その他 

 

◎ 開催場所  

東亜道路工業㈱ 本社ビル（3F 会議室） 

住所：東京都港区六本木七丁目 3番 7号  （添付地図参照） 

交通【地下鉄】千代田線 乃木坂駅より徒歩 1分 

日比谷線/都営大江戸線 六本木駅より徒歩 6分 

※ お手数ですが、確認用紙へ当日出席の可否と参加人数をご記入の上、FAX にてご回答願

います。 

※ ご不明な点は、事務局（福宮）までお問い合わせください。 



理事改選について 

エコプローブ協会も３期目を迎えますが、当協会会則に則り（第３章 11 条）

任期満了となる理事の改選を行います。 

改選の方法についても会則に則り（第３章９条）、選挙にて選出いたします。

つきましては、平成 19 年度理事立候補者の受付を行いますので、第三回総会の

出欠確認用紙の下段の枠内に、立候補者と役職を明記し FAX にて送信してくだ

さい。 

尚、選挙日程については総会前までに結論を出したいと思いますので、下記

のように執り行います。ご協力の程宜しくお願い申し上げます。 

 

◎立候補受付期間 

 2007 年 6 月 8日～6月 15 日 

◎立候補者開示日（投票用紙配布） 

 2007 年 6 月 18 日 

◎投票期間 

 2007 年 6 月 19 日～6月 22 日 

◎新体制発表 

 2007 年 6 月 29 日（第三回総会当日） 

 

 

また、本選挙の理事立候補者および投票権は平成 18 年度までの正会員、賛助

会員、および特別会員とさせて頂きます。 

該当者は次ページの表のとおりです。 



 

会 員 名 住  所 担当者 

北海道地区     

㈱安住ボーリング 札幌市豊平区月寒東２条２０丁目１０番７７号 安住社長 

東北地区     

後藤ボーリング㈱ 宮城県栗原市栗駒桜田東有賀 72 岩間技師長

㈱福島地下開発 福島県郡山市田村町金屋字新家 110 番地 添田部長 

㈱北東地質ボーリング 岩手県八幡市西根町大更 24-67-4 伊藤社長 

関東・甲信越地区     

㈱アーバン利根 東京都千代田区平河町 2丁目 7-2 平河町ビルディング 岩野部長 

磐城ボーリング工業㈱ 横浜市港北区新吉田町 1518 長谷川専務

㈱エヌケー新土木研究所 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町 2135-4 中村社長 

光洋土質調査㈱ 埼玉県桶川市加納 1115-1 遠藤会長 

久喜鋼管工業(有) 埼玉県八潮市大曽根 1434-3 久木社長 

㈱彩地下テクノ 埼玉県入間郡三芳町上富 1084 久慈取締役

ジオ・フロント㈱ 東京都墨田区横川３丁目９番７号大澤ビル 桜間部長 

ジオラフター㈱ 千葉県市川市高谷 1774 武田氏 

城東地質㈱ 東京都江戸川区北小岩 5-18-9 高橋社長 

伸光エンジニアリング㈱ 千葉市中央区今井３丁目２４番１２号 佐藤課長 

㈲総研基礎 埼玉県北本市本町 6-33-1 北栄ビル 201 今井社長 

㈱創和 神奈川県相模原市相生 3-11-16 斉藤社長 

㈱地質環境エンジニアリング 東京都千代田区平河町 1-8-9 半蔵門 KD ビル 8F 西田社長 

㈱東亜利根ボーリング 東京都港区六本木 7-3-７ 井内部長 

㈱中村ボーリング  川崎市川崎区東門前 3-8-30 中村専務 

㈱萩原ボーリング 山梨県甲府市上今井町 740-4 小林部長 

㈱横浜技研 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 2938-8 田中社長 

吉沢原動機㈱ 東京都北区東田端 2-8-6 高木部長 

中部・近畿地区     

東邦地水㈱ 三重県四日市市東新町 2-23 竹居部長 

㈱レック中部 名古屋市中区金山 1-12-14 笹尾氏 

中国・四国地区     

㈱エイチテック 福山市川口町 1丁目 16 番 35 号 平和ビル 2階 岡田社長 

大成技建㈱ 愛媛県松山市井門町 459-4 管副社長 

九州・沖縄地区     

藤永地建㈱ 長崎県佐世保市宮田町１番６号 朝隈常務 



平成 1９年    月    日 

FAX ： 03-5775-3967 

㈱東亜利根ボーリング内 

エコプローブ協会 事務局 行 

 

・第三回総会・講演  6 月 29 日 (金) 13：30～16：45 

 (        )   御出席     (       )   御欠席 

      御出席者数（   ）名 

 

・懇親会  6 月 29 日 (金) 17：00～19：00 

(        )   御出席     (       )   御欠席 

      御出席者数（   ）名 

 

 

御社名 ：                                                                      

 

御役職名 ：                                                                    

 

御氏名 ：                                                                      

 

TEL ：                                FAX ：                                   

 

メール ：                                                                       

 

 

平成 19 年度理事に立候補（ する ・ しない ）※いずれかに○ 

立候補する場合 

 

立候補者御氏名：                   

 

御役職名：                      
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