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日  時 2018 年 3 月 9 日（金）役員会 15:30～17:30   

場 所 

福岡朝日ビル B1F（15 号室） 

住所：福岡県福岡市博多区博多駅前 2 丁目 1 番 1 号 福岡朝日ビル B1F 15 号室 

問い合わせ先   TEL 092-431-1228 

 

 

出席者 

原、大塚、今林                                   両副支部長  3 名 

松下、吉原、伊藤、川崎、内山                          各幹事     5 名 

都筑、上野、小林、石井、重松、浅田、福田、新井、吉村       各委員長・部会長 9 名 

牛尾、豆田、岡崎、甲斐、阿部、濱砂、上永瀬、小波津             各地区幹事  8 名 

中村、江口、鰐口、谷口、岡本、桑原、島袋                    各地区事務局 7 名 

石松、恵藤、横山、江口                                   九州支部事務局 4 名 

計 36 名                         

 

 

予定議題 

 

1.「JSCA 保険説明会」15：00～15：30 

2．支部長挨拶 

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 ---------------------------------------------------------------原支部長 

 

・今年度最後の役員会となりました。昨年 5 月に支部長に就任して以降皆さんの協力で大過なく支

部運営ができましたこと御礼申し上げます。 

九州支部会員名簿は改めて発送が完了しました。皆さんに喜んでいただけているようで一安心

しています。賛助会は 10 社以上増え、懇親会も開催できました。ネットワーク構築と財務の両面

で大きな進歩と考えています。各部会の講習会等の開催も実に活発で、新部会長にも御苦労をか

けましたが、スムースに滑り出せたと感じています。 

今日は今年度を総括すると同時に、来年度に向けたいくつかのご提案がありますので審議よろ

しくお願いいたします。 

なお今日は審議の前に、ＪＳＣＡ構造設計賠償責任保険の説明会を開催します。保険加入は現

在の社会状況にあってＪＳＣＡとしても積極的に推進している事業です。有意義な説明会となる

ことを期待しています。 

 

 

2. 各懸案事項報告と審議 

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

 

・今年度最後の役員会です。 

・来期の人事、九州支部功労賞、シニアアドバイザー、今期の会計収支予測、来期の予算 

 ﾃﾞｻﾞｲﾝ発表会について以上その他事案での予定しております。 

      ・地区会の幹事・事務局については、佐賀地区会・・・幹事、事務局交代予定 

       鹿児島地区会・・・・幹事交代予定です 

      ・地区会交付金の申請をされてない地区は早急に申請をお願いします。 

      ・講習会の報告書作成データ・会計口座を部会長・副部会長にメール送付します。 

       講習会の収支からくる収益金は、直接会計へ銀行振り込みでも可とします。 

・1月２６日（金）に福岡７団体の「新年の集い」がＪＳＣＡ幹事のもと開催されました。 

 



3. 各委員会・部会報告及び事業計画 

 

技術委員会-----------------------------------------------------------松下委員長 

 

・ 9月 21日・・・建築鉄骨製品検査技術者 更新実技講習会  （大阪）受講49名 

        主講師：上瀧 講師：全構協派遣（ファブ、ゼネコン） 

・ 11月 4・5日・・・建築鉄骨製品検査技術者 新規受験実技講習会（福岡）受講50名 

        主講師：上瀧 講師：JSCA九州派遣 尾宮、吉原、山下、重松、恵藤 

・ 11月 6・7日・・・建築鉄骨製品検査技術者 新規受験実技講習会（福岡）受講67名 

 主講師：上瀧 講師：JSCA九州派遣 重松、恵藤、山下 

・ 11月 8日・・・建築鉄骨製品検査技術者 更新実技講習会  （福岡）受講41名 

        主講師：上瀧 講師：JSCA九州派遣 吉原 

・ 12月 24・25日・・・建築鉄骨製品検査技術者 新規受験実技講習会（川崎）受講65名 

        主講師：上瀧 講師：全構協派遣（ファブ、ゼネコン） 

・ 2月 16日・・・建築鉄骨製品検査技術者 継続講習会（広島） 講師：上瀧 

・ 2月 20日・・・建築鉄骨製品検査技術者 継続講習会（福岡） 講師：上瀧 

・ 2月 24日・・・建築鉄骨製品検査技術者 継続講習会（東京） 講師：上瀧 

 

・ 九州地区の適判機関の情報について（福岡、沖縄、熊本）  別途資料回覧 

・ 本部ＷＥＢ会議について（講習会と会議）・・・通信費、会場の詳細検討が必要 

来年度の合同技術委員会（４～５月頃予定） 

   福岡（住宅センター等）での支援が期待できる講習会について 

 

 

設計部会-----------------------------------------------------------------都筑部会長 

 

・ H29 10月 20日・・・「設計者のための見落としてはならない非構造部材」講習会開催。 

          福岡県建築住宅センター主催、九州住宅保証、ＪＳＣＡ九州共催 

          会場でＪＳＣＡ出版書籍を販売。出席者は７２名 

 

 ・今後の予定 

H30 6月頃 東北大学 木村先生による 座屈設計指針改定にまつわる講習会を予定 

現在、福岡県建築住宅センター・九州住宅保証と共催関係及び補助について協議中 

 

 

応答制御設計部会---------------------------------------------------------上野部会長 

 

① 部会打合せ（上野・西村） 

・３月20日予定、６月19日予定、９月18日予定、12月 18日予定 

② 勉強会、技術交流会 

・2018年に３回程度開催できるように、日程、テーマ、参加案内等を準備中。 

・2018年に免制震メーカー（賛助会員）参加の技術交流会を準備中。1回/年程度 

③ 見学会 

＜実施済＞ 

・12月 12日 13:00～17:00 福岡大学キャンパス内「ブリヂストン免震体験車」 

参加人数 136名 （同じ免震体験車を５月頃福岡にて開催予定） 

＜計画中＞ 

・2018年内 福岡市内 中間層免震建物見学会 

・2018年内 福岡市内 マンション基礎免震建物見学会 



 

   基礎地盤系部会 ----------------------------------------------------------小林部会長 

 

・ 3月 3日・・・「小規模建物の基礎の設計と地盤調査」勉強会（福岡市）／木造部材主催 

基礎地盤系部会から小林と東京ソイルリサーチ内藤氏が講師として参加。 

 

 ・今後の予定は未定。 

 

 

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

                                                         （代読 石松） 

・７月６日  ・・西日本圧接業協同組合との共催で「平成２９年度鉄筋継手の勉強会」の講習会開催 

           内容：Ａ級圧接継手、鉄筋コンクリートの不具合事例及び鉄筋継手の品質管理について 

           出席者は４４名（ＪＳＣＡ３６名） 

  ・１０月３０日・・「鉄筋コンクリート造柱梁接合部の最前線」講演会および 

「2015年版建築物の構造関係基準解説書のＱ＆Ａについて」講習会 

           福岡県建築住宅センター・九州住宅保証（株）との共催 

           出席者は１５４名（ＪＳＣＡ９０名） 

  ・１月２６日 ・・「制振構造の高層マンション」の現場見学会開催 

           出席者は３７名（ＪＳＣＡ２６名） 

  ・３月７日  ・・「機械式継手・定着版勉強会」及び「ＲＣ造付着割裂および構造適合性判定事例講習

会」 

の講習会開催予定 

           出席者は９４名（ＪＳＣＡ７０名） 

 

 

鉄骨系部会 ---------------------------------------------------------尾宮部会長（代理：山本様） 

 

    ・講習会 ２月9日「鉄を極める」参加人数35人、 

講師：新日鉄住金、田中和明、永井製作所、板谷俊臣 

 
 

   今後の予定 

来年度、見学会と講習会を１回以上実施する。 

 

 



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

 

11月  24日・・・ 「木造軸組工法住宅の柱脚だぼ継ぎ等」勉強会を実施。出席者は20

名。勉強会後、忘年会を実施。 

 

・今後の予定として、小規模建物の基礎の設計と地盤調査」勉強会を 3月 3日に予定して

いる。勉強会後、懇親会を実施予定。 

     ・ＪＳＣＡ以外でも活動を広く行っていく予定です。人事の変更があるかと思います。 

 

特殊構法部会（PC・ハイブリッド・空間構造）---------------------------------石井部会長 

    

 年間活動報告 

・ 6月 22～23日・・・長崎構造展（PCaPCに関する展示、ぴょんぴょん(PC)板の体験型展示） 

・ 7月 10日・・・第１回部会（本年度の活動計画について） 

・ 10月 17日・・・第２回部会（今後の予定について） 

・ 11月 30日・・・現場見学会（PC外付けフレーム）「福岡市営板付住宅 25棟耐震改修工事」 

         主催団体 JSCA 九州支部  ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ建設業協会 九州支部 

         参加者 16名（JSCA会員 9名、会員外 7名） 

・ 12月 08日・・・「プレストレストコンクリート構造の設計」勉強会 

主催団体 JSCA 九州支部  ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ建設業協会 九州支部 

         参加者 34名（JSCA会員 15名、会員外 19名） 

・ 張弦構造について、講習会を行う予定です。 

 

耐震改修部会--------------------------------------------------------奥野部会長 

（代読 吉村副部会長） 

・9 月 20 日・・・古い煉瓦造倉庫をカフェにリニューアルするにあたり耐震調査が可能か否か

の相談が有り煉瓦造建物に詳しい事務所を探したが適当な事務所が見つからなかったことを連

絡した。 

・ 現在のところ既存の特定天井に関する耐震補強の改修に関する勉強会を準備中であり近日中

に実施する予定である。 

 

 

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

                                   

 ・１１月２２日・・・第３回 定例部会＆忘年会 

「構造デザインを楽しむ会（巨匠に学ぶ）第二弾」 

（日本設計九州支社 会議室、講師：吉原さん、今林さん） 

 

 ・１２月１日・・・新北九州市立八幡病院 見学会（第２回目）（鉄骨系部会主催に参加） 

昨年勉強会を行ったバーリングコネクターを見学 

 

 ・２月２日・・・『 中大規模木造混構造セミナー 』第 1回 

場所：日本設計九州支社 会議室にて 

参加：１８名 

(株)ＮＴＴファシリティーズ総合研究所に協力頂き、木造建築の構造設計に精通し

た山辺豊彦氏（山辺構造設計事務所 代表）による「中大規模木造混構造建物の

構造設計における留意点」の講演ビデオによるセミナー。２回に分けて実施。 

 

 



 

 ・３月２日・・・『 中大規模木造混構造セミナー 』第 2回 

場所：日本設計九州支社 会議室にて 

参加：  名 

 

 今後の予定 

・ 春 頃 ・・・第１回 定例部会（予定） 

       部会長を重松から現副部会長の安達さんに交代予定 

 

       ５年間青年部部会長として活動させて頂き、多くの出会いと経験ができました。 

       ありがとうございました。 

 

 

なでしこ会---------------------------------------------------------浅田部会長 

 

業務繁忙のためか、活動がやや不活発な状況です。 

他部会の活動に参加することもひとつの活動と位置付け、案内等の情報共有を行っています。 

 

<11月以降の活動報告> 

2/24土 活動発表会 

    1 年間の活動を各自振り返り、次の 1 年間の目標設定を行う、毎年恒例の会合を行いました。 

12月～3月までは、基本的には休止期間のため、他の活動はありません。 

 

<今後の予定> 

     今年度の反省をもとに、次年度の活動方法について、4月のミーティングで検討を行う予定。 

     業務が繁忙であることは、活動をやや不活発にしてしまっている状況なので、働き方改革の中で、 

JSCAの活動も活発化させ、勉強会・講習会にどんどん参加できるようになっていければと考えて 

います。 

 

 

広報委員会-----------------------------------------------------------福田委員長 

                                                       

・ １１月１５日・・・本部編集委員会に出席。 

・ １２月 ８日・・・Structure 1月号「支部だより」提出 

・ １２月１７日・・・本部編集委員会に出席。 

・ １月２１日・・・メール版38号（新春号）発刊 

・ 随 時  ・・・講習会案内、賛助会等のJSCA九州の HPアップ 

 

今後の予定として 

 ・ ４月にStructure 4月号「支部だより」 

 ・ ６月にメール版39号（総会号） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

会員委員会-----------------------------------------------------------横山委員長 

                                                       

・ 九州支部会員及び賛助会員名簿について 

「Structure1月号」へ同封発送し、学術会員･賛助会員の皆様には別途郵送にて送付完了。 

 

・ 九州支部会員について 

現在（2018/2末）、401名（正会員：374名 学術会員：12名 一般会員：15名） 

 

・ 賛助会について 

      賛助会員数について皆さまのご協力により現在総会員数 81 社（本年度新規 16 社）。 

      JSCA 九州支部 HP の「企業 PR コーナー」には、現在１社掲載中。 

      現在、1 社の新規加入希望があります。（東京製鐵㈱） 

      4 月に「賛助会継続のお願い」の案内を賛助会員各社へ送信予定。 

      賛助会の増強について、今後も推薦をお願いします。 

      講習会について、賛助会員へも講習会の案内を行っていますので、賛助会員は JSCA 会員扱いにて

対応願います。 

       

・ JSCA年間日程表について 

月初めに支部役員、顧問、事務局、常設委員会の委員長・部会長・副部会長・地区会へ送信。 

今後も、予定が決まり次第、随時連絡をお願いします。 

現在決まっている日程の確認と各部会講習会が重ならないよう調整をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. 地区会報告と事業計画 

 

  沖 縄 ---------------------------------------------------------------------小波津幹事 

 

・ 12月 20日：沖縄地区会デザイン発表会（6件）及び定例会、忘年会開催 

 

・ 1月 10日：沖縄県建築関係団体（8団体、構造技術者協会、設計事務所協会、建築士会、建築家協

会、設備事務所協会、設備技術者協会、積算協会、建設業協会）合同新年会への参加 全体で450

名程度 その後、ＪＳＣＡ沖縄地区会の新年会を開催 

 

・ 2月 14日：2月定例会開催 

 

・ 4月上旬：ＪＳＣＡ沖縄地区会 総会、定例会開催予定 

 

・ 4月 25日： 第二回振動解析セミナー「耐震設計の実際」開催予定 

 

・ 5月中旬：ＰＣスラブの勉強会開催予定 

 

・ 6月 13日：6月定例会開催 

 

・ 6月中旬：深層混合地盤改良工法の講習会開催予定 

 

・ 耐震診断については、委員会開催場所 2ヶ所 沖縄県建築士事務所協会、沖縄県建築設計サポート

センター。 

 

・ 適判については、沖縄県建設技術センター、建築構造センター、東京建築検査機構の 3カ所。 

 

 

 鹿児島 ------------------------------------------------------------------上永瀬幹事 

 

・ １２月６日（水）・・・例会及び忘年会を開催した。 

・ １月１６日（火）・・・第６回役員会 

・ ２月２２日（木）・・・第４回例会 

            木造混構造勉強会及び適判機関との意見交換会後に、懇親会 

    ・ ３月３日（土）・・・第５７回日本建築学会九州支部研究発表会記念講演会の後援 

 ・ 会員が１名増えました。 

 ・ 診断については、……４月～２月末 ４６（協会）＋１３(鹿大)＝５９件。 

 ・ 適判については、……４月～２月末 １１１(住宅センター)＋６０＝１７１件。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

宮 崎 ----------------------------------------------------------------------濱砂幹事 

 

・ 1月 26日・・・「置き屋根式工法の最近の動向について」研修会を開催した。 

           参加人員１８名 

・ 1月 26日・・・研修会後に新年会行った。 

・ 2月 17日・・・「鉄骨製作に係る技術講習会」を開催した。 

        宮崎県鉄構工業会と共催、参加人員３７名（内 JSCA１２名） 

・ 今後、メーカー等の協力を得て、勉強会を行っていく予定。 

・ 今後、情報収集し、見学会を行っていく予定。 

 

 ・診断については、……診断、補強とも物件が少なく、判定会開催が少なく不便。 

 ・適判については、……特になし。 

 

 

熊 本 -----------------------------------------------------------------------甲斐幹事 

 

・12月 2日に忘年会を行いました。 

・2 月 19 日に「熊本県耐震改修促進計画について」及び「最近の構造適判時の質疑事項について」  とい

う題で講習会を行いました。28 名の出席でした。 

「熊本県耐震改修促進計画について」は県建築課の方にお話しをしていただきましたが、県の耐震促進計画

の方針や考え方が聞けて良かったです。また JSCA の行政へのアピールとしてもよかったかなと思いました。 

  「最近の構造適判時の質疑事項について」は県唯一の適判機関［（一財）熊本建築構造評価センター］の専

務にお話しいただきました。今回の講習に先立って最近の適判 50物件を抜粋しその時の指摘事項で多い事

項や周知しておきたい外部公開しても問題なさそうな内容についてということでした。また１月に追加公開

された判定方針も一緒に説明頂きました。 

 

・2 月末まで実績として、耐震診断については 48 件で、構造適判物件が 330 件でした。 

・来年度の予定は時期未定ですが、１件木造の DVD 講習会を考えています。3 月末に役員等 

の方に集まって頂き来年度の事業計画の話合いを行いたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

大 分 ----------------------------------------------------------------------阿部幹事 

 

＊ 29年活動報告 

・ 6月 13日（火）・・・大分地区会総会を開催しました 

            7名が参加 

・ 7月 22日（土）・・・大分地区会会議を開催しました 

            8名が参加 

・ 7月 28日（金）・・・九州支部役員会 in宮崎出席 

     ・ 9月 13日（水）・・・大分県建築士事務所協会とJSCA九州支部共催による 

「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」に大分地区会員5名が参加。 

・ 9月 30日（土）・・・大分地区会勉強会を開催しました 

           6名が参加 

・ 12月 20日（水）・・・大分地区会忘年会を開催しました 

           8名が参加 

 

＊ 今後の予定：  

４月に鉄骨造講習会予定 

６月 大分地区会総会  

８月 大分地区会勉強会予定 

１０月 現場見学予定 

１２月 大分地区会忘年会 

 

＊ その他： 

    今年から JSCA大分地区会便りを年4回程度発行することを決定しました。 

      地区会会員相互の情報交換及び親睦を図る目的でメール版としています。 

      今月中には第 1回を発行する予定です。 

  

        平成 29年度耐震判定物件：4物件 

  

    平成 29年度適判物件：155件 166棟 

（建築構造技術センター 132件 142棟  建築住宅センター 23件 24棟） 

           H29.1.1からH29.12.31          H29.4.1からH30.2.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

長 崎 ----------------------------------------------------------------------岡﨑幹事 

 

・11月 22日（金）・・・ 例会・鉄筋継手の講習会（佐世保市） 

            1）鉄筋圧接についての講義および模擬実演 

            2）一般参加者との意見交換会 

 

・1月 12日（金）・・・ 例会・今後の予定を協議しました。新年会開催（長崎市） 

            1）6月開催の講演会についての概要説明 

            2）今後の予定について地区会会員の意見を聞きました。 

 

・2月 2日（金）・・・ 第 4回長崎県鉄構工業会との懇談会および懇親会（長崎市） 

1） 超音波探傷試験の説明 

2） 不具合探査について・納まり検討について協議しました。 

 

・3月 9日（金）・・・平成 29年度 第3回九州支部役員会 

 

今後の予定 

・4月13日（金）に第21回長崎地区会通常総会および懇親会を開催します。 

    場所：ホテルモントレ長崎 

    時間：16：30～ 

 

・5月 11日（金）：第 4回 長崎地区会構造デザイン発表会を開催します。 

    （3月開催を延期しました。） 

 

・6月25日（月）に空間構造の講演会を開催します。 

    （開催に向けて長崎地区会の勉強会を計画します。） 

 

    場所：長崎市図書館 

    時間：15：00～ 

    講師：斎藤先生、田川様、今林副支部長 

 

 

佐 賀 ---------------------------------------------------------------------豆田幹事 

 

・ 今年度計画 

 H29年 11月 24日・・・ 工場見学会（杭破壊試験）ジャパンパイル 

 H29年 12月 8日 ・・・ 地区例会（忘年会） 

 H30年 3月2日 ・・・ 中大規模木造混構造セミナー ビデオ上映「講師：山辺豊彦氏」 

 H30年 5月   ・・・ 地区会総会・勉強会 

    ・診断については  ・・・ 5棟 

・適判については  ・・・ 99棟（建設技術支援機構40棟、建築構造ｾﾝﾀｰ 59棟）4/1～2月末 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

支部／地区 時期    テーマ 

     

    支部  5/26 JSCA 九州支部総会 タカクラホテル   

    支部  7/28 JSCA 九州支部第 1 回役員会（宮崎）  

    地区  9/1 北九州地区会例会 暑気払い、産学官の調整等 5 名参加 

    地区  11/10(金)  北九州市の産学官が連携した建築構造系講演会  13:30 開始（受付 13:00～） 

              場所：北九州国際会議場 21 会議室 

挨拶     北九州市建築都市局指導部部 建築指導課長 櫨本 浩一 様 

          北九州市の耐震対策    建築指導課 係長 後藤 秀一 様  

高力ボルトの歴史 西日本工業大学 教授 平井 敬二 様   

北九州市立総合療育センターの設計と建設他 日建設計 設計部 主管 中川 卓 様 他 

新北九州市立八幡病院設計と建設他 鹿島建設  尾宮 洋一 様  

          終了後、懇親会を実施 

    支部  11/17  JSCA 九州支部第 2 回役員会      幹事、事務局のみ 

    地区  1/11  北九州建築六団体合同新年賀詞交歓会     幹事： JSCA 九州支部 北九州地区会 

        日時 2018 年 1 月 11 日 

   17:30 受付 

   18:00 開会 

   20:00 閉会 

場所 ホテルクラウンパレス小倉 3階 ダイヤモンドホール 

    支部  3月 9日  JSCA九州支部第3回役員会       幹事、事務局のみ 

         (本日) 

  地区  3月下旬  北九州地区会例会 新年度に向けて 

 

尚、H30年度については、未定ですが、 

    地区  11月？日       産学官建築構造系講演会（内容未定） 

      H31年 1月 10日（木） 北九州市建築六団体新年賀詞交歓会 

  を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5． その他 

 

■ 平成 30 年度支部役員について（資料 P-13,14） 

■ シニアアドバイザー部会の新設について（資料 P-15） 

■ 九州支部功労者表彰について（資料 P-16） 

■ 平成 29 年度決算報告案について（資料 P-17） 

■ 平成 30 年度予算案について（資料 P-18） 

■ 九州地区各県の構造計算適合性判定機関について (資料 P-19) 

■ 九州支部会議予定表 (P-20) 

■ デザイン発表会の九州開催について（今林氏） 

■ 本部主催の「JSCA構造デザイン発表会2018」について (重松氏) 

   ・開催場所 中部支部（名古屋） 

   ・開催日  10月 12日（金） 

   ・発表作品応募締切り 5月 21日（月） 

   ・概要書締切り 6月 25日（月） 

   3月末から4月に会員に申込の案内と募集要項HP掲載予定 

■ 来年度地区開催イベント補助について 

年間総額 10 万円を上限に地区イベント補助費として予算化する。 

■ デザイン発表会旅費の支部予算補助について（再確認） 

・支部発表会発表者については総額 10 万を限度に支部規定旅費の 1/2 を補助。10 万を超える場合は比率により

分配。 

・本部発表者についても同様 

・他支部より招待を受けた場合はデザイン発表会ワーキングチームより１名を派遣し旅費実費を補助する 

■ 来年度拡大役員会について 

・来年度も第 2 回役員会を拡大役員会とします。 

・拡大役員会の終了後、賛助会との懇親会を開催し、親睦をはかる機会とします。 

■ 来年度第１回持ち回り役員会での講演会の実施（7/27 鹿児島） 

・地区開催の役員会において、地元の大学の先生または行政に講演をお願いしてその後の懇親会にも参加いただ

き、親睦・交流を図る機会とします。 

■ 年間スケジュールについて 

  現在決まっている日程の確認と各部会講習会が重ならないよう調整をお願いします 

■ 講習会の報告について（再確認） 

参加人数・収支報告など（サンプル資料添付） 

  講習会見学会の写真を撮ったら広報部会へ→ＨＰやメール版に使用 

 

 

 

■ 次回 予定 九州支部総会（タカクラホテル） 

   Ｈ３０年 ５月２５日 １３：００～１４：２０ 

   九州デザイン発表会  １４：３０～１６：３０ 

   記念講演会      １６；４０～１８：１０  森高英夫 ＪＳＣＡ会長 

   懇親会        １８：２０～２０：００ 

    

 

 

 

 

 


