
１　会  議
（１） 平成３０年度通常総会

　　　  　平成３０年５月２３日（水）　　ホテルリガーレ春日野

　  　　　出席者　　７４名　　委任状　　３８９名　  計　　４６３名

　　　　①  第１号議案　　平成２９年度事業報告について　　

　　　　②　第２号議案　　平成２９年度決算について

　　　　　　　      　　　　第１号報告　監査報告

　　　　③　第３号議案　　理事及び監事の選任について

　　　　④　第４号議案　　平成３０年度運営方針及び事業計画について

　　　　⑤　第５号議案　　平成３０年度予算について

　　　　⑥　報告事項　　　終身会員について　

（２） 理事会

　　　①　平成３０年４月２６日（木）　 　奈良県建築士会館　

　　 　 ア  建築士会への入会者承認について

　　 　 イ　終身会員の承認について

　 　　 ウ　平成２９年度正味財産増減計画書（案）等について

　 　　 エ　理事会運営規則の改正について

　 　　 オ　理事及び監事の選任について

　 　　 カ　平成３０年度運営方針及び事業計画（案）について

　　   　　　　 　　　　並びに正味財産当初予算（案）について

　　 　 キ　平成３０年度通常総会について

　 　　 ク　その他

　　　②  平成３０年５月２３日（水）　 　ホテルリガーレ春日野　

　 　　 ア　会長の選出について

　　 　 イ　副会長の選出について

　　 　 ウ　顧問の委嘱について

　　　③　平成３０年８月２８日（火） 　　奈良県建築士会館

　　　　ア　建築士会への入会者承認について　

　　　　イ　各事業の開催日程の調整について

　　　　ウ　日本建築士会連合会会長表彰者について

　　　　エ　その他

　　　④　平成３０年１２月４日（火） 　　奈良県産業会館

　　　　ア　建築士会への入会者承認について　

　　　　イ　収益改善検討特別委員会報告について

　　　　ウ　平成３１年度予算要求について

　　　　エ　その他

　　　⑤　平成３１年３月１９日（火） 　　奈良県建築士会館

　　　　ア　建築士会への入会者承認について　

　　　　イ　平成３１年度通常総会の招集について

　　　　ウ　委員会運営規則の改正（案）について

　　　　エ　その他

（３） 正副会長会

　　　①　平成３０年４月１９日（木）　 　奈良県建築士会館

 　　　 　　理事会の提案議題等について

　　　②　平成３０年５月２１日（月）　 　奈良県建築士会館

　　　 　　 総会議案について
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　　　③　平成３０年６月１１日（月）   　奈良県建築士会館

 　　　　　 支部長委員長合同会議について　他

　　　④　平成３０年７月１１日（水）　 　奈良県建築士会館

　 　　　　 正副会長、委員会委員長合同会議

　　　 　　 収益改善への取組について　他

　　　⑤　平成３０年８月７日（火）　 　　奈良県建築士会館

 　　　　　 理事会の提案議題について

　　　⑥　平成３０年１０月９日（火）　　 奈良県建築士会館

　　　　　　建築甲子園への応募作品の選出について　他

　　　⑦　平成３０年１１月２７日（火）　 奈良県建築士会館

　　　　　　理事会の提案議題等について　他

　　　　　　収益改善検討特別委員会報告について

 　　 ⑧　平成３１年３月５日（月）　　　 奈良県建築士会館

　　　　　　理事会の提案議題等について　他

（４） 総務・企画委員会

　　　①　平成３０年４月４日（水）　 　　奈良県建築士会館

　　　　 　 平成３０年度予算について　他

　　　②　平成３０年５月８日（火）　　 　奈良県建築士会館

　　　　 　 平成３０年度決算について　他

　　　③　平成３０年７月１９日（木）　 　奈良県建築士会館

　　　 　　 平成３０年度委員会役員について

　　　 　　 収益改善への取組について　他

　　　④　平成３０年１１月２８日（水） 　奈良県建築士会館

　　　　　　平成３１年度予算編成方針について

　　　　 　 新年大交歓会について　他

　　　⑤　平成３１年２月２５日（月）　 　奈良県建築士会館

　　　　 　 平成３１年度予算編成について　他

（５） 教育・事業委員会

　　　①　平成３０年６月１８日（月）　 　奈良県建築士会館

　　　　    平成３０年度の事業計画（案）について　他

　　　②　平成３０年８月２４日（金）　 　奈良県建築士会館

　　　 　   平成３０年度事業計画について　他

　　　③　平成３０年９月２８日（金）　 　奈良県建築士会館

　　　　　　計画事業の進捗状況報告と意見交換

　　　④　平成３０年１２月３日（月）　 　奈良県建築士会館

　　　　　　中村好文講演会について

　　　⑤　平成３１年３月１５日（金）　 　奈良県建築士会館

　　　　　　本年度の事業報告について

      ・近畿建築祭奈良大会実行委員会・・・８月３日（金）、１０月１９日（金）、１２月２０日（木）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２月２６日（木）

  　　・デザイン賞部会・・・８月８日（水）

（６） 情報・広報委員会

　　　①　平成３０年４月１２日（木）　 　奈良県建築士会館

　　　 　　 士会奈良５月号について

　　　②　平成３０年５月１５日（火）　 　奈良県建築士会館

　　　　 　 士会奈良７月号について

　　　③　平成３０年６月７日（木）   　　奈良県建築士会館

　　　 　　 士会奈良７月号について

　　　④　平成３０年７月１２日（木）   　奈良県建築士会館

　 　　　　 士会奈良９月号について



　　　⑤　平成３０年８月７日（火）　 　　奈良県建築士会館

　　　 　　 士会奈良９月号について

　　　⑥　平成３０年９月１３日（木）　 　奈良県建築士会館

　　　　　　士会奈良１１月号について　

　　　⑦　平成３０年１０月１１日（木）　 奈良県建築士会館

　　　　　　士会奈良１１月号について　

　　　⑧　平成３０年１１月８日（木）　　 奈良県建築士会館

　　　　　　士会奈良１月号について　

　　　⑨　平成３０年１２月１３日（木）　 奈良県建築士会館

　　　　　　士会奈良１月号について　

　　　⑩　平成３１年１月１７日（木）　 　奈良県建築士会館

　　　　　　士会奈良３月号について　

　　　⑪　平成３１年２月１４日（木）　　 奈良県建築士会館

　　　　　　士会奈良３月号について　

　　　⑫　平成３１年３月１４日（木）　　 奈良県建築士会館

　　　　　　士会奈良５月号について　

（７） 住まいまちづくり委員会

　　　①　平成３０年６月１９日（火）　　 奈良県建築士会館

　　　　 　 平成３０年度事業計画について　他

　　　②　平成３０年９月２０日（木）　　 奈良県建築士会館

　　　　　　計画事業の進捗状況報告と意見交換

　　　③　平成３０年１１月７日（水）　　 奈良県建築士会館

　　　　　　計画事業の進捗状況報告と意見交換

　　　④　平成３０年１２月１２日（水）　 奈良県建築士会館

　　　　　　計画事業の進捗状況報告と意見交換

　　　⑤　平成３１年１月１６日（水）　　 奈良県建築士会館

　　　　　　計画事業の進捗状況報告と意見交換

　　　⑥　平成３１年３月８日（金）　　　 奈良県建築士会館

　　　　　　計画事業の進捗状況報告と意見交換

      ・ヘリテージ支援センター世話人会・・・４月１６日（月）

　 　 ・空き家対策部会 ・・・４月５日（木）、５月７日（月）、６月１４日（木）、７月２６日（木）

　　 　　　　　　　　　　　　８月１７日（金）、９月２５日（火）、１１月６日（火）、１月１６日（水）

　 　 　　　　　　　　　 　　３月６日（水）

　 　 ・歴史的建造物委員会準備会 ・・・１１月２６日（月）、１月２３日（水）、２月１８日（月）

（８） 女性委員会

　　　①　平成３０年６月１６日（土）　　 拡大女性委員会 橿原観光ホテル（出席１８名）

　　　　 　 平成３０年度事業実施計画について

　　　　 　 西尾弘江さん終身会員祝賀会

　　　②　平成３１年１月１９日（土）　　 新年会＆女性委員会

　　　　 　 平成３１年度事業について

　 　 ・福祉部会・・・７月６日（金） 建築士会館（出席５名）

　　 　　 連合会福祉まちづくり部会の取組み報告と部会の方針について

　 　 ・広報部会・・・１１月１６日（木）　奈良市内（出席５名）  

　　 ―近建女　定例会議―

　　　①　平成３０年４月１１日（水) 近建女第１回会議　大阪府建築士会

　　　②　平成３０年６月４日（月) 近建女第２回会議　大阪府建築士会

　　　③　平成３０年７月１０日（火） 近建女第３回会議　大阪府建築士会

　　　④　平成３０年９月３日（月)　　　　近建女第４回会議　大阪府建築士会

　　　⑤　平成３０年１２月３日（月）　　 近建女第５回会議　大阪府建築士会

　　　⑥　平成３１年１月２８日（月）　　 近建女第６回会議　大阪府建築士会　新年会

　　　⑦　平成３１年３月３０日（土）　近建女第７回会議　志賀直哉旧居　会議室　懇親会：奈良市内



（９） 青年委員会

　　　①　平成３０年５月１８日（金）　 　奈良県建築士会館

　 　　　　 第１回定例委員会　　今年度事業計画について　他

　　　②　平成３０年６月１４日（木）　 　奈良県社会福祉総合センター

　　　 　　 第２回定例委員会　　

　　　③　平成３０年７月１９日（木）   　奈良県建築士会館

　 　　　　 第３回定例委員会

　　　④　平成３０年１０月１９日（金）　　奈良県建築士会館

　 　　　　 第４回定例委員会

　　　⑤　平成３０年１１月１２日（月）　　奈良県社会福祉総合センター

　 　　　　 第５回定例委員会

　　　⑥　平成３０年１２月１４日（金）　　橿原市内

　　　 　　 第６回定例委員会

　　　⑦　平成３１年１月１７日（木） 　　奈良県建築士会館

　　　　 　 第７回定例委員会

 　　―近建青　定例会議―

　　　①　平成３０年６月９日（土）　  　 　　橿原市

　　　 　　 第１回定例会議（奈良会議）

　　　②　平成３０年７月２８日（土）　   神戸市

　 　　　　 第２回定例会議（兵庫会議）

　　　③　平成３０年９月８日（土） 　　大津市

　　　 　　 第３回定例会議（滋賀会議）

　　　④　平成３０年１１月１０日（土）　　大阪市

　　　 　　 第４回定例会議（大阪会議）

　　　⑤　平成３１年１月１２日（土） 　　和歌山市

　　　 　　 第５回定例会議（和歌山会議）

　　　⑥　平成３１年３月９日（土） 　　京都市

　 　　　　 第６回定例会議（京都会議）

（10） 試験委員会

　　　①　平成３１年３月２８日（木）　 　奈良県建築士会館

　　　　　　平成３１年度試験実施体制について

（11） 制度特別委員会

　　　①　平成３１年３月４日（月）　 　　奈良県建築士会館

　　　　　　専攻建築士申請書の予備審査　他

（12） 収益改善検討特別委員会

　　　①　平成３０年７月１１日（水）　 　奈良県建築士会館

　　　　　　平成３０年度特別委員会委員について　他

　　　②　平成３０年８月２８日（火）　 　奈良県建築士会館

　　　　　　中間報告に対する取組について　他

　　　③　平成３０年１２月４日（火）　 　奈良県建築士会館

　　　　　　中間報告に対する取組について　他

２　行  事

（１） 総務・企画委員会　

　　　①　監理技術者講習

　　 　　 　とき  平成３０年４月２５日（水）

　　 　　　 場所  奈良県建築士会館

　 　　　　 参加　２名



　　　②　監理技術者講習

　　 　　 　とき  平成３０年８月２９日（水）

　　 　　　 場所  奈良県建築士会館

　 　　　　 参加　２名

　　　③　監理技術者講習

　　 　　 　とき  平成３０年１０月１８日（木）

　　 　　　 場所  奈良県建築士会館

　 　　　　 参加　１名

　　　④　監理技術者講習

　　 　　 　とき  平成３０年１２月１８日（火）

　　 　　　 場所  奈良県建築士会館

　　　　　　参加　２名

　　　⑤　平成３１年新年大交歓会

　　 　　 　とき  平成３１年１月１８日（金）

　　 　　　 場所  橿原観光ホテル

　　　　　　参加　７４名

　　　⑥　監理技術者講習

　　 　　 　とき  平成３１年２月６日（水）

　　 　　　 場所  奈良県建築士会館

　　　　　　参加　３名

　　　⑦　監理技術者講習

　　 　　 　とき  平成３１年３月２０日（水）

　　 　　　 場所  奈良県建築士会館

　　　　　　参加　１名

（２） 教育・事業委員会

　　　①　既存住宅状況調査技術者講習（新規講習）

　　　 　　 とき　平成３０年５月１７日（木）

　 　　　　 場所　奈良県建築士会館

　　 　　　 参加　２３名

　　　②　既存住宅状況調査技術者講習（移行講習）

     　　   とき　平成３０年６月６日（水）

　　　　　  場所　奈良県建築士会館

　　 　　　 参加　１名

　　　③　第一期　一級・二級・木造建築士定期講習

　　 　　　 とき　平成３０年６月１４日（木）

　　 　　　 場所　奈良県産業会館

　　 　　　 参加　１０７名

　　　④　既存住宅状況調査技術者講習（新規講習）

　　 　　　 とき　平成３０年７月２５日（水）

　　　　　  場所　奈良県建築士会館

　　 　　　 参加　２４名

　　　⑤　「つよい木造住宅のつくり方」セミナー

　　 　　　 とき　平成３０年８月５日（日）

　　　　　  場所　奈良県建築士会館

　　 　　　 参加　１８名

　　　⑥　第二期　一級・二級・木造建築士定期講習

　　　 　　 とき　平成３０年８月２２日（水）

　 　　　　 場所　ホテルリガーレ春日野

　　 　　　 参加　６１名

　　　⑦　奈良県応急危険度判定士連絡訓練

　　 　　　 とき　平成３０年１０月２４日（水）～２５日（木）

　　 　　　 参加　２８０名



　　　⑧　第６１回　全国大会さいたま大会

　　　 　　 とき　平成３０年１０月２６日（金）

　 　　　　 場所　大宮ソニックシティ　他

　　 　　　 参加　４９名

　　　⑨　第３７回　近畿建築祭滋賀大会

     　　   とき　平成３０年１１月１７日（土）

　　　　　  場所　比叡山延暦寺

　　 　　　 参加　３８名

　　　⑩　第三期　一級・二級・木造建築士定期講習

　　　　　　とき　平成３０年１２月６日（木）

　　　　　　場所　奈良県産業会館

　　　　　　参加　４９名　

　　　⑪　建築家セミナー２０１８～中村好文独演会

　　　　　　とき　平成３０年１２月８日（土）

　　　　　　場所　奈良国立博物館、鹿の舟

　　　　　　参加　１８０名

　　　⑫　奈良県景観デザイン賞２０１８第１次審査会

　　　　　　とき　平成３０年１２月１４日（金）～１５日（土）

　　 　　　 場所  奈良県建築士会館

　　　⑬　奈良県被災建築物応急危険度判定士養成講習会

　　 　　　 とき　平成３１年１月２３日（水）

　　 　　　 場所　奈良県文化会館

　　 　　　 参加　９６名　

　　　⑭　奈良県景観デザイン賞２０１８第２次審査会

　　　　　　とき　平成３１年２月４日（月）

　　 　　　 場所　奈良県内各地 

　　　⑮　教育事業・女性・青年委員会合同見学会

　　　　　　とき　平成３１年２月２３日（土）～２４日（日）

　　　　　　場所　徳島県、香川県、兵庫県

　　　　　　参加　２５名

　　　⑯　中大規模木造設計セミナー

　　　　　　とき　平成３１年２月２７日（水）

　　　　　　場所　奈良県建築士会館

　　　　　　参加　１６名

　　　⑰　第四期　一級・二級・木造建築士定期講習　

　　　　　　とき　平成３１年３月６日（水）

　　　　　　場所　ホテルリガーレ春日野

　　　　　　参加　５４名

　　　⑱　改正業務報酬基準説明会

　　　　　　とき　平成３１年３月１２日（火）

　　　　　　場所　ホテルリガーレ春日野

　　　　　　参加　３５名

（３） 情報・広報委員会

　　　①　『士会奈良』発行　平成３０年５月号～平成３１年３月号

　　　②　ホームページ管理

　

（４） 住まいまちづくり委員会

　　　①　空き家の活用に関する研修会（１日目）

　　　 　　 とき　平成３０年１０月２０日（土）

　 　　　　 場所　奈良県文化会館

　　 　　　 参加　３９名



　　　②　空き家の活用に関する研修会（２日目）

     　　   とき　平成３０年１０月２１日（日）

　　　　　  場所　大和信用金庫駅前グリーンビル

　　 　　　 参加　４０名

　　　③　空き家の活用に関する研修会（３日目）

　　 　　　 とき　平成３０年１１月４日（日）

　　 　　　 場所　今井まちなみ交流センター「華甍」

　　 　　　 参加　３８名

　　　④　奈良県地域文化財建造物専門家スキルアップ講習会

　　　 　　 とき　平成３１年２月２８日（木）

　 　　　　 場所　桜井市立図書館

　　 　　　 参加　２８名

　　　⑤　奈良県地域文化財建造物専門家スキルアップ講習会　現場見学・演習講習会

     　　   とき　平成３１年３月３日（日）

　　　　　  場所　今井町公民館、称念寺

　　 　　　 参加　８名

（５） 女性委員会

　　　①　季刊誌『フープ』～女性建築士の輪～発行

　　 　　 　平成３０年春号（第９３号）

　　　②　春の見学会「吉野杉・吉野桧の建物訪問」

　     　　 とき　平成３０年５月１２日（土）

　　  　 　 場所  吉野町

　     　　 参加　２４名（内女性２０名男性４名）

　　　③　季刊誌『フープ』～女性建築士の輪～発行

　　 　　　 平成３０年夏号（第９４号）

　　　④　季刊誌『フープ』～女性建築士の輪～発行

　　 　　 　平成３０年秋号（第９５号）

　　　⑤　第４回くらしとすまいをみつめる（近畿建築士協議会女性部会）

　　　　　　『誰もが最期まで村で暮らす』ための新たな集落づくり～十津川の取組みに学び～

　     　　 とき　平成３０年１１月２日（金）～３日（土）

　　  　 　 場所  吉野郡十津川村

　     　　 参加　４０名

　　　⑥　季刊誌『フープ』～女性建築士の輪～発行

　　 　　 　平成３１年冬号（第９６号）

　　　⑦　町家講座　ならまち茶室の楽しみ方

　     　　 とき　平成３１年２月１６日（土）

　　　　　　場所　奈良町　にぎわいの家

　　　　　　講師　岡田伸子氏　

　　　　　　参加　４０名（一般参加含む）

　　　⑧　教育事業・女性・青年委員会合同見学会

　　　　　　とき　平成３１年２月２３日（土）～２４日（日）

　　　　　　場所　徳島県、香川県、兵庫県

　　　　　　参加　２５名

　　　⑨　和室研究部会　魅力ある和の空間見学会（大津市界隈）

　     　　 とき　平成３１年３月２１日（木・祝）

　　　　　　場所　滋賀県

　　　　　　参加　２２名

（６） 青年委員会

　　　①　五感で感じる「木」の事業

　　 　　　 とき　平成３０年７月２９日（日）

　 　　　　 場所　木材振興センター「あるぼーる」、桜井市南音羽　山林

　　　 　　 参加　５０名



　　　②　一級建築士設計製図試験課題類似施設見学会

 　　　　　 とき　平成３０年８月２５日（土）

　　 　　　 場所　香芝市内

　　　 　　 参加　５０名

　　　③　修成建設専門学校　出前事業

　　 　　　 とき　平成３０年１０月１６日（金）

　　　 　　 場所　大阪府

　　　④　第６１回　全国大会さいたま大会　全国建築士フォーラム・セッション

　　 　　　 とき　平成３０年１０月２５日（木）～２６日（金）

　　　 　　 場所　大宮ソニックシティ　他

　　 　　　 参加　８名

　　　⑤　第３７回　近畿建築祭滋賀大会　「近畿あーきてくと vol26」

　　 　　　 とき　平成３０年１１月１７日（土）

　　 　　　 場所　比叡山延暦寺

　　　 　　 参加　８名

　　　⑥　一級・二級及び木造建築士合格祝賀会

　　 　　　 とき　平成３１年２月１６日（土）

　　 　　　 場所　奈良にぎわいの家

　　　 　　 参加　１０名

　　　⑦　教育事業・女性・青年委員会合同見学会

　　　　　　とき　平成３１年２月２３日（土）～２４日（日）

　　　　　　場所　徳島県、香川県、兵庫県

　　　　　　参加　２５名

（７） 建築士試験委員会

　　　①　二級・木造建築士試験申込書配布

　　　 　　 とき　平成３０年４月２日（月）～４月２３日（月）

　 　　　　 場所　奈良県建築士会館

　　　②　一級建築士試験申込書配布

　　 　　　 とき　平成３０年４月６日（金）～５月１４日（月）

　 　　　　 場所　奈良県建築士会館

　　　③　二級・木造建築士試験申込受付

　 　　　　 とき　平成３０年４月１９日（木）～４月２３日（月）

　　 　　　 場所　奈良県建築士会館

　　　　　 【対面受付】

　　　　　　　　二級（学科）　１３９　（製図）　　１１

　　　　　　　　木造（学科）　　１０　（製図）　　　１

 　 　 　　【ネット受付】

　　　　　　　　二級（学科）　　８０　（製図）　　４１

　　　　　　　　木造（学科）　　　１　（製図）　　　０

　 　　　　【郵送受付】

　　　　　　　　二級（学科）　　１８　（製図）　　１０

　　　　　　　　木造（学科）　　　０　（製図）　　　０

      二級（学科）  ２３７　（製図）  　６２

    　木造（学科）　　１１　（製図） 　 　１

　　　④　一級建築士試験申込受付　　　　

　　 　　　 とき　平成３０年５月１０日（木）～１４日（月）

　　 　　　 場所　奈良県建築士会館

　　　　　 【対面受付】

　　　　　　　　一級（学科）　　７６　（製図）　　　１

　　　　　 【ネット受付】

　　　　　　　　一級（学科）　１５２　（製図）　　３５



　 　　　　【郵送受付】

　　　　　　　　一級（学科）　　２５　（製図）　　　３

      一級（学科）　２５３　（製図）　　３９

　　　⑤　平成３０年二級建築士試験（学科）

　　　 　　 とき　平成３０年７月１日（日）

　　　　 　 場所　奈良県立大学

　　　 　　 受験者数　１９０名

　　　⑥　平成３０年一級・木造建築士試験（学科）

　　 　　　 とき　平成３０年７月２２日（日）

　　　 　　 場所　奈良県立大学

　 　　　　 受験者数  一級　２０７名

　　　　　　　　　　　木造　　１０名

　　　⑦　平成３０年二級建築士試験合格発表（学科）

　　 　　　 とき　平成３０年８月２１日（火）

　合格者数　７０名

　　　⑧　平成３０年度一級、木造建築士合格発表（学科）

　　　　　　とき　平成３０年９月４日

　 　　　　 合格者数  一級　３５名

　　　　　　　　　　　木造　７名

　　　⑨　平成３０年二級建築士試験（製図）

　　　 　　 とき　平成３０年９月９日（日）

　　　　 　 場所　奈良県立大学

　　　 　　 受験者数　１１５名

　　　⑩　平成３０年一級・木造建築士試験（製図）

　　 　　　 とき　平成３０年１０月１４日（日）

　　　 　　 場所　奈良県立大学

　 　　　　 受験者数  一級　７１名

　　　　　　　　　　　木造　　６名

　　　⑪　平成３０年二級・木造建築士試験合格発表（製図）

　　　　　　とき　平成３０年１２月６日（木）

　　　　　　合格者数　二級　６２名

　　　　　　　　　　　木造　　５名

　　　⑫　平成３０年１級建築士試験合格発表（製図）

　　　　　　とき　平成３０年１２月２０日（木）

　　　　　　合格者数　３６名

（９） その他

　　　①　（公社）日本建築士会連合会通常総会

　 　 　　　とき　平成３０年６月２０日（水）

　  　　　　場所　建築会館ホール（東京）

      ②　一級建築士登録及び名簿閲覧

　　　　　　新規登録　　　　　　　　　　　４１件

　　　　　　再交付・事変・書換・携帯　　　２７件

　　　　　　住所変更　　　　　　　　　　　３４件

　　　　　　構造・設備設計新規登録　　　　　８件

　　　③　住宅相談業務委託事業（市町）

　　　　　　奈良市　　　　　１２回　　　

　　　　　　大和高田市　　　　１回

　　　　　　大和郡山市　　　　４回

　　　　　　天理市　　　　　　１回

　　　　　　桜井市　　　　　　１回

　　　　　　生駒市　　　　　１０回

　　　　　　田原本町　　　　　３回


