
 

JSCA 九州支部 平成 27 年度 第３回役員会議・議事録（2016・0311） 

         

日  時 2016 年 3 月 11 日（金）役員会 15:30～17:30    

場 所 

福岡センタービル１０F 福岡センタービル３・４号会議室 

住所：福岡市博多区博多駅前 2-2-1 

問い合わせ先   TEL 092-441-3469 

 

 

出席者 

宮田支部長、大塚副支部長、原副支部長                両副支部長      3 名 

松下、吉原、伊藤、今林                           各幹事          4 名 

尾宮、上瀧、川崎、浅田、重松                       各委員長・部会長 5 名 

甲斐、越智、西村、山下、新井、安逹                     各副部会長      6 名 

牛尾、香田、鰐口、満石、高橋、森本、中村、花城,、川島        各地区幹事     9 名 

中村、江口、岡崎、谷口、河野、岡崎、白坂、新川              各地区事務局   8 名 

                                       各顧問       0 名 

石井、水野                                               編集 HP 委員会 2 名 

福井                                                    各監査役      1 名 

石松、前田、恵藤                                         九州支部事務局 3 名 

計 41 名    

 

 

予定議題 

 

1．支部長挨拶 

2．今年度の総括と来年度の展望  

3．各委員会、および各地区会のと報告と要望 

4．その他 

 

 

 (議事予定) 

 

1. 支部長挨拶 ---------------------------------------------------------------宮田支部長 

 

皆様、お疲れ様です。 

本日は、総会前という事で総会について意見を頂きたいと思います。 

組織の編成について、（青年部会・なでしこ会）は技術委員会に属していましたが、 

事業委員会に入れる方が良いのではないかという、意見を頂きその方が合うと思いましたので 

改編を考えています。青年部会・なでしこ会には了承を得ています。 

     また、本日は 27 年度の決算（2 月末時点・地区予算は決済済として）と 28 年度の予算案に目を通して 

    頂いてご意見を頂きたいと思います。各委員会および地区会からの予算の要望が有ればお願いします・ 

     鉄骨部会と長崎地区会からは、それぞれ、100,000 円と 50,000 の要望をお聞きしていて、予算に計上 

    しています。また、デザイン発表会の交通費補助も予算化したいと思っております。 

     それでは、ご審議の程、宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. 各懸案事項報告と審議 

 

   事業・会員委員会--------------------------------------------------------石松委員長 

・来年度の人事について現在の予定を配布資料に添付しております。ご確認をお願いします。 

組織の変更を考えております、承認を頂ければ来年度から変更したいと思います。（資料添付） 

・建築士会のCPDにJSCA九州もプロパイダー登録をします。 

・２０１４年に本部から連絡もらってましたJ５の活動を始めようとする会合が始まります。 

 JSCA九州の窓口は、事務局になっております。（資料添付） 

・予算案・地区会交付金につきましては短い期間でのご対応をありがとうございました。 

 次回からは、もう少し早めにご連絡をしたいと思います。 

・福岡では、H29年１月に例年開催されてます７団体で構成されます福岡県建築倶楽部による 

 「新年の集い」の司会担当がJSCAになっております。 

・本年度は福岡県住宅センター・九州住宅保証様から後援をいただき、講習会を開催しております。 

 会場費・講師謝礼に対する後援補助金をただき、収支の上で非常に助かっております。 

・来年度の予算として、地区会に方は交付金でお支払いしておりますが、各技術委員会の活動費、 

      会場費等の内容を検討し委員会費として活用していく予定です。来年度の委員会費の計上で予算要求を募

りましたが現時点で、九州支部予算の委員会費をオーバーしております。来年度の委員会費の予算の割り当

てについては、支部長・両副支部長・事務局にて各委員会のご意見を伺い検討したいと考えております。 

 （来年度の予算案の資料添付） 

・九州構造デザイン発表会について、今林さんに説明をお願いします。（資料添付） 

・本部のデザイン発表会・九州デザイン発表会の補助について、前回役員会で下記のように決まってます。 

 下記補助は本部デザイン発表会の分ですが、九州デザイン発表会の分の案も決めておきたいと思ってます。 

 

            ６．その他にて支部長提出の議事をここに記載 

        本部主催の「デザイン発表会」に発表される方の旅費が本年度から補助がでない件について 

        支部での対応を議事として提案される。 

        支部としては、補助なしで本部主催の発表会へ自費参加については、来年からはいくらかでも補助を出   

すと考えるが賛同いただけるかについて、異議なしの結果となった。 

        予算としては、最大１０万を計上し、補助金としては一人あたり、開催地への旅費の１/２を補助とし多数の 

場合は、最大１０万を１/２を上回らない金額にて均等補助とする。沖縄地区は旅費がかさむので考慮を 

してほしい意見がでた。宿泊費は各自負担とし、金額は支部交通費に準じます。 

         対象者は、発表者及び支部での発表会担当オブザーバーを対象とする。 

         この処置は、当面の対応とし、発表会の盛況によっては再度変更することも考慮する。 

         ちなみに、今年度は本部からの補助金停止は急であったことから、旅費の補助金は支給した事を本役員  

にて報告をした。 

 

 

3. 各委員会・部会報告及び事業計画 

 

技術委員会-----------------------------------------------------------上瀧委員長 

 

全構協からの講師派遣依頼による講習会の実施、福岡県鉄構工業組合からの依頼による会議出席 

・ 12月 8日・・・建築鉄骨製品検査技術者資格新規実技講習会（講師） 

・  2月8日・・・福岡県鉄骨協議会出席 

 

H28年度も全構協、鉄建協、全構協九州支部からの講師派遣依頼による講習会が予定されている。 

 



 

 

 

   地盤系部会 -------------------------------------------------------佐守部会長（代理石松） 

 

・前回の報告から、今回まで特に活動は行えておりません。 

・今後の予定として、（一般社団法人）基礎構造研究会とJSCA九州との合同講習会を１０月～１

１月に予定している。半日の講習会を３回、３０人程度の講習会で実習を含む双方向の講習会

を想定。協賛等は今後調整の予定。（昨年中に開催の予定であったが、杭の事件のため仕切り

直しとなっています） 

 

・既成杭の工場見学も延期されたままなので、再度調整中。（三谷セキサン、またはジャパンパ

イル新工場） 

 

設計規準系部会----------------------------------------------------------吉原部会長 

 

・２月１０日 福岡県建築住宅センター主催で 

          構造設計技術者を対象とした現場監理講習会 第二回 を行いました。 

      第二回 ＲＣ編 鉄筋加工組立及び現場施工監理のポイント についてです。 

・ 福岡県は年２回予算を取っている。 

  

コンクリート系部会------------------------------------------------------伊藤部会長 

 

・ ４月２１日・・・ボイドスラブ講習会 

        (株)栗本鐵工所、日本カイザー(株)、フジモリ産業(株)、(株)アイ・エル・シー、    

(株)フレッシュ、計メーカー５社の工法紹介。参加者３６名。 

・ ７月 ８日・・・「Ｉ ＴＯＷＥＲ（アイタワー）」現場見学会 

竹中工務店殿現場作業所。参加者２８名。 

・ ８月２７日・・・「鉄筋とコンクリートの付着に関する現状の規定と今後の動向」講習会 

   主催：ＪＳＣＡ九州、後援：(財)福岡県建築住宅センター、九州住宅保証(株) 

   講師：名古屋工業大学教授 市之瀬 敏勝先生 

         参加者１８０名程度。 

・今後の予定として、柱梁仕口部機械式定着の認定改定、高強度せん断補強筋の保証設計に関す

る勉強会を予定している。 

 

   実験ＷＧ-----------------------------------------------------伊藤部会長（代理 越智主査） 

 

・ １１月１４日・・・「部分的に日の字型に補剛したＨ形鋼梁材の横座屈実験」 

        福岡大学 木村教授研究室 

        参加者２３名 

 

 

 

 

 

 

 



 

鉄骨系部会 -------------------------------------------------------------尾宮部会長 

 

   ・実施 

2月10日・・・「梁端ハンチ実験 報告会」 

ＪＳＣＡ宮崎と（協）宮崎県鉄構工業会との勉強会・懇親会（参加３０名） 

・今後の予定 

 ６月頃 ・・・勉強会「最新の鉄骨技術 勉強会」 

 ６月頃 ・・・実験 「梁端ハンチ実験」、＠九産大 

 ８月下旬・・・見学会、建築学会の現場見学会に合同参加（あるいは別途） 

    ・歴史散歩の本が余っているので、総会時に先着順で配布したい。 

       ・サブネットワークで１０万程の予算が見込まれる。 

 

 

特殊(PC)系部会 ---------------------------------------------------------山下副部会長 

 

1.活動報告 

＜講習会＞ 

 ・「若手技術者のためのＰＣ建築設計・施工講習会」の開催予定 

  日 時  2015年 12月 4日（金） 15：30～17：40  

  場 所  都久志会館 401+402会議室 

  参加者  34 名 

  概 要  プレストレストコンクリートの設計、監理の要点をＱ＆Ａ形式にて、わかりやす

く説明 
2.今後の活動予定 

  ４月初旬 運営委員会開催  
  今後の活動計画の作成（現場見学会・長崎構造展参加等） 

 

 

木質系部会--------------------------------------------------------------川崎部会長 

 

・ 11月 21日・・・木造軸組工法住宅の 4号建築物仕様規定④ 勉強会を開催。出席者は18名。 

・ 12月 19日・・・木造軸組工法住宅の 4号建築物仕様規定⑤ 勉強会及び忘年会を開催。出席者は 

18名。 

・  2月 27日・・・木造軸組工法住宅の 4号建築物仕様規定⑥ 勉強会を開催。出席者は21名。 

・ 副会長は佐賀、牛島設計の向井氏に決定。 

 

今後の予定として、木造軸組工法住宅の 4号建築物仕様規定⑦ 勉強会(質疑回答)を3月19日に予定

している。4月以降は講師の先生を複数回呼んで講習会を行う予定。 

４月九大の藤本先生の講習会予定、その他大分大学井上先生、福大・熊本県立大学の先生を予定 

 

青年部会--------------------------------------------------------------------重松部会長 

 

・１月・・・・・青年部通信を発行 

JSCA九州メール版32号に創刊号と新春号の２記事を掲載。 

今後も定期的に青年部の活動報告やメンバー紹介を行っていく予定。 

 

 ・２月５日・・・第３回 定例部会と新年会 

参加人数：19名 



来年度の活動について意見交換を行った。青年部メンバーが手がけた物件の見学会

などを計画する予定。 

 

 今後の予定 

・ 来年度から副部会長を２名体制にし、安達さん（福岡構造）に新副部会長を務めて頂きます。 

 ・４～５月・・・定例部会を開催予定。 

今年も、青年部からJSCA九州構造デザイン発表会への参加をしたいと考えています。 

    ・来年は青年部として１０年目になります。スポーツ部等の立ち上げも考えています。 

 

なでしこ会----------------------------------------------------浅田部会長（代理石松） 

 

例年、年末から3月までは活動休止時期であり、特に活動は行っていません。 

1月現在で登録会員数が41名となりました。 

 意匠系の設計者の方で、なでしこ会の活動に興味を持って頂き、参加したいという方が増えています。 

  

 

 <12 月以降の活動報告> 

12/11金 忘年会 北九州大学城戸先生、姜先生を交えて開催 

2/13土  サミット(活動発表会) 2015 年度の活動を「私と仕事（と社会）」というテーマで振り返 

     る毎年恒例の会合。 

 

<今後の予定> 

4月以降、新年度の活動を開始します。 

4月に大阪・桃李舎の桝田さんの日本構造デザイン賞受賞イベントを、女性技術者のシンポジウムと

いう形で開催されるという予定とのことで、お誘いを受け、参加する予定です。 
 

編集ホームページ委員会------------------------------------------------今林委員長 

 

・ １月 15日・・・JSCA九州メール版（新春号）32号配信 

・ ３月 14日・・・structure138号（4月号）支部便り入稿 

・ ５月 末日・・・JSCA九州メール版（総会・九州構造デザイン発表会号）33号配信予定 

・ 随 時・・・・・HP更新（水野さん） 

・ HPのソフトのVer.up を今年の盆から年末くらいに行う予定です。 

データ量が多いため、保存できるのは過去１年くらいまでです。 

    ・ ストラクチャーは事務局に３部保管してます。 

  年4回の、JSCA九州メール版およびstructure支部便りを中心に、穏やかな一年を過ごせそうです。 

 

耐震改修促進委員会---------------------------------------------------松下委員長 

 

・ ８月２１日、１０月１５日、１月１９日・・・福岡県耐震改修促進計画改定検討部会 

  今のところ３月改定の予定 

緊急道路の指定、防災拠点の指定についてはまだ未定。 

・ 耐震相談  相談無し、 建防協より診断改修事務所と改修事業者の名簿送付 

各地区会で必要であれば、データを送ります。 

今後の予定として、４月頃に新年度のための運営委員会 

    ・副委員長は交代の予定 

 

 

 



4. 地区会報告と事業計画 

 

  沖 縄 ---------------------------------------------------------------------花城幹事 

 

・1月 8日・・・建築関連8団体合同新年会 

地区会新年会 

 ・2月17日‥‥‥定例会（偶数月で開催） 

            議題：JSCA九州構造デザイン発表会への参加について 

 ・4月13日‥‥‥ 地区会総会/懇親会予定 

    ・5月27日‥‥‥任意立体解析プログラム（MIDAS）の講習会予定 

       年度内3～4件の講演会・現場見学会等開催目標（昨年6件の実施） 

 

 

 

 鹿児島 ------------------------------------------------------------------中村友直幹事 

 

 5月  8日(金) 九州支部総会出席(中村地区幹事 白坂地区事務局) 

 5月29日(金) 第１回役員会 

 6月 4日(木) 免震体験(於:鹿児島大学 鹿児島大学協力) 35名参加 

 6月  5日(金) 鹿児島県鉄構工業会との意見交換会・勉強会 8名参加 

 6月 6日(土) 鹿児島県建築士会総会出席(中村地区幹事) 

 7月 7日(火)  第２回役員会 

 7月24日(金) 九州支部役員会出席(中村地区幹事 白坂地区事務局) 

 7月24日(金)～7月 25日(土) 長崎視察旅行 10名参加 

          (以上は7月24日(金)九州支部役員会までの活動) 

 

  9月  8日(火)  第３回地区役員会 

 10月  3日(土)  10月例会 鹿児島大学公開講座エネルギー法勉強会 12名参加 

 11月20日(火)  第４回地区役員会 

 10月23日(金)～10月25日(日) すまいと建築展 jscaブース出展  14名参加 

 11月27日(金) 九州支部役員会出席(中村地区幹事 白坂地区事務局) 

               (以上は11月27日(金)九州支部役員会までの活動) 

 

 11月30日(月) 例会(忘年会) 勉強会開催(講師：JSCA東北支部長) 

平成28年 

  2月18日(木)  第５回地区役員会 

  3月  8 日(火)  ３月例会 福島順一先生講演会（第一工業大学） 

 ４月１５日 総会の予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

宮 崎 ----------------------------------------------------------------------森本幹事 

 

４月２１日・・・宮崎地区役員会  事業報告および次年度事業計画案の検討・会計監査 

４月２４日・・・宮崎地区総会   ２１名（内、委任状８名）  : 宮崎市民プラザ 

６月２５日・・・第１回技術研修会    :宮崎市民プラザ  １３名出席 

「－ 構造計算方法についてのセミナー －」 

講師・・・(株)NTTファシリティーズ総合研究所 

９月 ２日・・・第２回技術研修会  :九州産業大学  JSCA宮崎地区会   ６名参加 

                             宮崎県鉄鋼工業会 １５名参加 

「 鉄骨梁端ハンチ形状の違いによる破壊性状の違い実験 見学会 」 

( 協力：九州産業大学 九谷研究室 ) 

１１月１４日・・・九州支部青年部との意見交換会   : 建物見学会  ６名出席（宮崎地区会） 

                          : 懇親会   １０名出席（宮崎地区会） 

１１月１９日・・・「２０１５年版建築物の構造関係技術基準解説書」ＤＶＤ講習会 開催 

           ：宮崎県建設会館  （宮崎県建築士事務所協会との共催） 

１２月 ４日・・・第３回技術研修会    : 日南市南郷町  ５名出席 

          太陽光発電設備 現場見学会    ～南風ヶ丘第３号発電所～ 

平成２８年 

２月１０日・・・第４回技術研修会   (宮崎県鉄構工業会と共催) 

   : ニュ-ウエルシティ宮崎  JSCA宮崎地区会  １７名参加 

                               宮崎県鉄鋼工業会 ２１名参加 

「 鉄骨梁端ハンチ形状の違いによる破壊性状の実験結果に関する講習会 」 

 講師・・・JSCA九州支部 鉄骨部会長 尾宮洋一氏 

 

２月１９日・・・第５回技術研修会   (宮崎県建築士事務所協会と共催) 

 : 宮崎県建設会館    JSCA宮崎地区会  １９名参加 

                          建築士事務所協会 ２５名参加 

                          行政        ６名参加 (計５０名) 

「 構造計算適合性判定を円滑に進めるための講習会 」 

①  鉄骨柱脚製品説明会・・・・法改正に伴うメ－カ－の対応について 

製品メーカー３社による説明 

② 構造計算適合性判定を円滑に進めるための留意点について 

   講師・・・(株)建築構造センタ－東北事務所所長  加藤重信 氏 

（ JSCA東北支部長 ） 

３月２５日・・・宮崎地区役員会予定 

              事業報告および次年度事業計画案の検討・会計監査 

     ６月に第２回鉄骨ハンチの実験予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

熊 本 --------------------------------------------------------------------満石幹事、川島副幹事 

 

・11月20日 黄色本DVD講習会を熊本県建築士事務所協会と共催で開催。参加者 ≒50名 

・11月28日 木造限界耐力計算講習会を熊本県と熊本県建築士事務所協会の主催、JSCA熊本地区会の 

          後援で開催。参加者 ≒80名 

・12月12日 熊本地区会忘年会 参加者 13名 

・4月20日 熊本NSビル(逆打ち工法)現場見学会に開催予定。 定員 20名予定 

 

熊本適判の件 

 

1.1年程前に熊本県の建築局長と2時間程度話をしました。 

 第2適判をつくることに対して要望をしましたが、良い返事は返ってきませんでした。 

 

2.前回のＪＳＣＡ役員会で質疑がありました件です。適判に尋ねましたので回答します。 

 

報告：「ヒアリングは申請書に名前のある人に限る。」という内規が出来る予定。 

 

質疑：会社のスタッフが設計した場合にもあてはまるのか。 

 

回答：申請者と実際業務をした設計者が同じ会社であるなど、ヒアリングする人の身分が確かであれば問

題ないとの事です。構造設計を外注された時などに、外注先から直接適判に問い合わせがくるこ

とが時々あるようです。その様な場合に本当に外注先であるかどうかが、適判では確認出来ない

ので、安易に回答できないとのことです。それを是正するための内規の様ですが、誤解を生じや

すい表現なので修正するとのことです。 

    今年度法律では、事務所の代表は適判審査を申請するところの適判員できないが、熊本県は来年

も適判員として登録可能となっている。現在適判員５名中、JSCA会員は４名です。 

    意見をお聞きする、目安箱の設置を検討中。 

 

大 分 ----------------------------------------------------------------------高橋幹事 

 

２月１０日 第１回大分建築若手技術者名刺交換会→７０名参加（その内１５名JSCA 関連 

４月１７日 大分地区総会 

４月２２日 改正基準法勉強会→建築士会（適判）、県の担当者、JSCA 大分地区会員で勉強会 

５月 ８日 九州支部総会５名参加 

７月２４日 長崎役員会２名参加 

８月２９日 JSCA 大分青年部会（JSCA－SYO（エス・ワイ・オー））２１名で発足 

９月１０日 第２回大分建築若手技術者名刺交換会→５０名参加（その内１２名JSCA 関連） 

１１月 ７日 （一社）日本建築士事務所協会大分支部設立５０周年記念式典出席 

１２月２２日 大分地区忘年会実施１２名参加 

１月２８日 黄色本DVD 講習会実施 １５名参加 

大分地区新年会 １５名参加 

３月 ８日 耐震設計 Q&A 講習会、事務所協会にて２５名の参加 

 

＊平成２７年度適判物件：１７０件 

＊平成２７年度耐震判定：３２件 

適判の２社化はまだ進んでない。 

 



長 崎 ----------------------------------------------------------------------鰐口幹事代理 

 

・ 12月2日・・・例会：メルカ築町会議室（長崎市） 

       第4回建築構造展の準備委員会を立ち上げました。 

・  2月4日・・・例会：ＡＮＡクラウンプラザ長崎グラバ－ヒル（長崎市） 

       (協)長崎県鉄構工業会との（第 2 回）懇談会を行いました。 

・  3月18日・・・例会予定 

・  4月6日・・・通常総会、役員改選 

 

・第4回建築構造展を開催します。 

開催概要 
日  時：2016 年 6 月 23 日（木）10：00～17：00（予定）懇親会予定 

      6 月 24 日（金）10：00～15：30（予定） 
会  場：NBC ソシア メディアワン（NBC 別館 1 階） 

    〒850-0054 長崎市上町 1-35 TEL：095-826-5300／FAX：095-827-1760 
主  催：(一社)長崎県建築士事務所協会 

      (一社)日本建築構造技術者協会九州支部長崎地区会 

テ ー マ：未来へつなぐ｢技術｣ 
 

    ・要望 

     共催でとお願いしましたが、JSCA九州支部はどの立場になって頂けますか？ 

     オリエンタル白石㈱が参加予定。 

     出展される企業様がいらっしゃればご連絡下さい。現在２５社に依頼。 

     また、会員の皆様の御来場をお待ちしています。 

 

 

佐 賀 -------------------------------------------------------------------香田幹事 

 

※前回役員会（11月27日）以降を記載 

・ H27年12月11日・・・地区例会（忘年会）を開催 

・ H28年 1月 16日・・・唐津城天守閣耐震補強現場見学会を開催 

・ H28年 2月 27～28日・・・鉄構工業会青年部合同研修会（熊本アートポリス見学会） 

・ H28年 3月 4日・・・建築技術者講習会（NTT ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ協賛）を開催 

「歴史に学ぶ木造建築物の構造技術」 

「一貫構造計算ソフト利用における留意点」 参加者60名 

 

・ 来年度 会員1名入会予定 

・ 適判については、2月末現在 111棟（佐賀県建設技術支援機構49棟、建築構造ｾﾝﾀｰ 62棟） 

・ 耐震診断については、判定委員会18棟 

・ 来年度は地区役員を交代予定。 

・ H28年度第１回役員会は 7月２９日（金）に予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

北九州 ---------------------------------------------------------------------牛尾幹事 

 

H27年度の予定と結果 

 

・4月17日 北九州地区会総会 

・5月 8日 九州支部総会 

・7月22日 H27建築行政連絡協議会 （北九州市） 幹事、事務局参加 

・7月24日 九州支部第1回役員会（長崎） 牛尾、中村 

・8月28日 北九州地区会連絡会 

（産学官の打ち合わせ、総会、役員会、建築行政連絡協議会の報告など） 

・9月    産学官の打合せ、各大学、北九州市と調整  

・11月19日 北九州市の『産学官』が連携した第6回建築構造系講演会 あべのハルカス他 

 

・随時   北九州6団体（建築士会、事務所協会、建築家協会、北九州設備設計監理協会、 

北九州建築設計監理協会及びJSCAの6団体）の会議 

      11/17 6団体 新年賀詞交歓会の準備打ち合わせ 

      11/24 6団体 北九州市建築都市局長との懇談会 

    ・11月 17日 九州支部第2回役員会 牛尾 

・1月 8日 北九州建築6団体新年賀詞交歓会  

     

    北九州市より 

    ・「北九州市耐震改修促進計画」改定の検討委員会 

         現在の計画が本年度で終了するので、来年度以降の計画を行う。 

         JSCAにも委員の依頼があり、牛尾 出席。 委員6名、学識経験者 1名  

         8/28、10/23 2回済、 3/16 3回目を予定。 

 

    3月11日 九州支部第3回役員会 牛尾、中村 

    3/末   北九州地区会 打合せ   予定 

 

    KJ会親睦ゴルフコンペ  3回実施 

                         

    ・会員の増減  1名減 

    ・診断、適判について   特に情報なし。 

 

   平成28年度の予定 

 

    ・4月中旬    北九州地区会総会 

    ・11月頃     北九州市の「産学官」が連携した第7回建築構造系講演会 予定 

    ・H29年1月   北九州建築6団体新年賀詞交歓会 

     

・KJ会親睦ゴルフコンペ（北九州構造設計技術者協会とJSCA北九州地区会） 

       場所 ムーンレイクゴルフクラブ鞍手 

       日程  4/17、6/5、9/10、12/10 

 

 

 

 

 



5． その他 

 

(１).次回役員会の日程  

         ・ 予定日時 H２８年 ７月２９日（金）   

         ・ 場  所  佐賀地区会にて検討 

  

 


