
 

JSCA 九州支部 平成 28 年度 第 2 回役員会議・議事録（2016・1118） 

         

日  時 2016 年 11 月 18 日（金）役員会 15:30～17:30   

場 所 
福岡県福岡市博多区博多駅前 3 丁目 5-7 

博多センタービル「3 号会議室」 TEL 092-431-8405 

 

 

出席者 

宮田支部長、大塚、原 両副支部長                                  3 名 

松下、吉原、伊藤、今林、内山、小林（代理） 各幹事                     6 名 

増田（代理）、上瀧、浅田、重松 各委員長・部会長                        4 名 

牛尾、豆田、岡崎、満石、阿部、森本、上永瀬、花城 各地区幹事             8 名 

鰐口、川島、白坂 各地区会                                    3 名 

水野 編集 HP 委員会                                        １名 

香月       各監査役                                      １名 

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

計 29 名 

 

 

予定議題 

 

1．支部長挨拶  

2．各委員会報告と要望 

3．各地区会報告と要望 

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。 

 博多駅前の陥没事故は大変な騒ぎとなりましたが、いち早い復旧でした。 

14 日月曜日の 11 時より、土木部門の専門家会議が行われましたが、その後、15 時より、建築関係の

専門家会議が開かれました。その会議に福岡市よりの依頼で福岡市の関係者、施工会社の関係者、JSCA

より私と原さんの 2 名がオブザーバーとして出席しました。若干の質疑が有りましたが、問題なく終了

し、三つのビルの避難勧告の解除が決定されました。 

 私事ですが、脳に小さな血栓が出来ているようで、少し呂律が周りにくくなっていますので、少し、

聞こえにくいと思いますが、お許し下さい。 

 それでは、議事の方、宜しくお願いします。 

 

2. 各懸案事項報告と審議 

１．博多駅前陥没に関しての報告・・・・・・・・・・・・・・・・・原副支部長 

２．九州・沖縄３団体懇談会について報告・・・・・・・・・・・・・原副支部長 

３．福岡建築行政連絡会（くい工事）からの報告・・・・・・・・・・大塚副支部長 

４．Ｈ29年の総会（5月26日 金）の記念講演講師についての報告・・大塚副支部長 

４．「structure4月号の熊本地震1年について」編集の対応について・・今林氏 

５．日総試から講習会開催についてのご意見・・・・・・・・・・・・事務局 石松 
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 事業・会員委員会--------------------------------------------------------石松委員長 

 

・前回役員会にありました、緊急連絡先をまとめます。本日出席者の方の携帯番号を回覧書類に記載を

お願いします。 

・会員名簿（写真付き）の準備は未だ取り掛かっていません。 

   ・H29年の「福岡建築倶楽部 新年の集い」はJSCAが司会進行、H30年の新年の集いは、JSCAが幹事になりま

す。 

   ・２０１７・２０１８年度ＪＳＣＡ役員の立候補届出締め切りが１１月２１日までです。（現在１名） 

 

 

3. 各委員会・部会報告及び事業計画 

 

技術委員会---------------------------------------------------------------上瀧部会長 

 

（一社）全国鐵構工業協会 九州支部からの講師依頼 

・ ９月２８日、２９日・・・建築鉄骨製作管理技術者資格（1級、2級）講習会（福岡会場） 

（参加約１００名）講師：福岡大学 堺先生、東鉄工業 足立社長、ＪＳＣＡ会員 吉原氏、上瀧 

（一社）全国鐵構工業協会 本部からの講師依頼 

・ １１月１５～１７日・・・建築鉄骨製品検査技術者資格 実技講習会（福岡会場） 

（参加：新規約１００名 更新約５０名） 

主講師 上瀧 

講師として協力頂いた先生    ：九州大学 松尾先生 福岡大学 田中先生、 

講師として協力頂いた工業会会員 ：鶴田工業 鶴田社長 松井工業 松井専務、 

講師として協力頂いたＪＳＣＡ会員：山下氏、尾宮氏、吉原氏、重松氏、松本氏 

 

今後の予定として 

（一社）全国鐵構工業協会 本部からの講師依頼 

・ Ｈ２９年２月 ２日 建築鉄骨製品検査技術者資格 継続講習会（福岡会場） 

・ Ｈ２９年２月１７日 建築鉄骨製品検査技術者資格 継続講習会（岡山会場） 

 

 

   地盤系部会 --------------------------------------------------------佐守部会長（代理 小林） 

 

・ 9月  29日・・・2016年度 既製コンクリート杭技術講習会（13：00～17：40） 

              福岡市中央区 電気ビル共生館3Ｆで開催 

              主催：（一社）コンクリートパイル建設技術協会 

              共催：（一社）日本建築構造技術者協会（ＪＳＣＡ） 

              100人以上を集めて開催され、許斐顧問と佐守がＪＳＣＡ講師として約90分の 

              公演を行った。 

 

・ 11月 27日・・・2016年度建築基礎設計の実技講習会in福岡 

              （9：00～17：00予定） 

              福岡市中央区 都久志会館で開催 

              主催：（一社）基礎構造研究会 

              共催：日本建築構造技術者協会（ＪＳＣＡ）九州支部 

              基礎設計の実技講習会を開催し演習の時間には関数電卓だけを使用して手計算 

              を行い、講師による個別指導を行う。 

・現在４名の参加者の為、事務局から会員に案内を配信する。 
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設計規準系部会----------------------------------------------------------吉原部会長 

 

・Ｈ29年 ３月 ３日 構造設計技術者を対象とした現場監理講習会 第三回 住宅センター主催 

                        既成くい         

・Ｈ29年 ３月 ８日 構造設計技術者を対象とした現場監理講習会 第四回     〃 

                        場所うちくい 

            施工からみた設計上の注意点などを中心に講習をしたい。 

 

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

 

   ・今後の予定・・・西日本圧接業協同組合との共催で平成２９年２月に講習会開催予定。 

            内容は未定。 

 

   鉄骨ＷＧ-----------------------------------------------------------------伊藤部会長 

 

   ・鉄骨梁の横座屈に関する実験を実施予定。 

      実験内容：塑性化領域（端部）を鋼板による補強を施したＨ型鋼の加力試験 

      実験場所：福岡大学第一構造実験室（木村研究室） 

      実験予定：予備実験１回、公開実験２回予定 

           ただし、日時は未定 

 

鉄骨系部会 --------------------------------------------------------尾宮部会長（代理 増田） 

 

・実施 

・８月６日 ・・・実験見学会 「梁端ハンチ実験」、＠九産大 13：00～17：00、２８名参加 

・10月21日 ・・・佐賀地区会講習会「梁端ハンチ実験結果報告」、15：00～17：00 

          **名参加（佐賀地区会よりお願いします） 

・10月28日 ・・・勉強会「最新の鉄骨技術を考える」、14：00～16：30、３２名参加 

・11月２日 ・・・見学会「オーシャンドム解体」、15：30～16：30、 

 **名参加（宮崎地区会よりお願いします） 

・今後の予定 

・１～２月頃 ・・・鉄骨現場 見学会、 

 

特殊(PC)系部会 ---------------------------------------------------------内山部会長 

 

1.活動報告 

 

＜現場見学会＞ 

 ・「学校法人 福岡学園 福岡看護大学（仮称）新築工事」 

  日 時  2016年 8月 19日（金） 13：30～15：30 

  場 所  学校法人福岡学園福岡看護大学（仮称）新築工事現場 

       福岡市早良区田村2丁目1148-1 

  参加者  20名 

  概 要  柱、大梁、床にＰＣa部材を使用した積層工法 

       ＰＣa梁部材の架設状況の見学 

 

2.今後の予定 

 ・2017年 1月 運営委員会兼新年会 P-3



木質系部会--------------------------------------------------------------代読（恵藤氏） 

 

木造部会------川﨑部会長  

・ 9月  17日・・・熊本県立大学 北原 昭男 教授による「平成28年 熊本地震による木造建物の被害 

について」講演会を開催。出席者は54名。講演会後、懇親会を実施。 

 

    ・今後の予定として、福岡県農林業総合試験場 資源活用研究センター 研究員による「(仮題)木材の材 

料特性・乾燥・流通について」 講演会及び懇親会を12月17日に予定している。 

 

 

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

 

 ・７月１５日・・・第２回 定例部会 

～鋼とコンクリートの接合に用いるずれ止め(シアコネクタ)の種類と設計法の勉強

会～ 

・青年部メンバーでもある福岡大学の田中照久先生を講師に迎え実施した 

場所：日本設計九州支社 会議室にて 

参加：（青年部17名、なでしこ会5名、福岡大学の学生2名） 

 

 ・１０月２８日・・第３回 定例部会 

・なでしこ会や青年部会以外の方も参加いただき勉強会を行った。 

「告示ルートによる免震建物設計法の基礎を学ぶ」 

講師：昭和電線デバイステクノロジー(株) 

場所：エス・エー・アイ構造設計 会議室にて 

参加：46名 

 

 ・１１月１２日・・・耐震改修事例の見学（戸畑図書館と明治学園） 

・なでしこ会主催の見学会に青年部から７名参加。 

 

 今後の予定 

 ・１１月２５日・・・第４回 定例部会＆忘年会 

・「テンション構造勉強会」（日本設計九州支社 会議室、定員：35名） 

・ ２～３月頃・・・第５回 定例部会（予定） 

・ 九州若手構造設計者の集い企画予定。 

・ 来年は、見学旅行を企画予定 勉強会に人数制限なければ、会員にも案内しては・・の意見あり 
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なでしこ会--------------------------------------------------------浅田部会長 

 

毎月第二火曜の定例のミーティングの開催が難しくなってきており、必要に応じて曜日や時間帯を 

設定する形も検討する必要を感じています。 

平日の方がよい・土曜の方がよいなど、参加したいと思う方の意見を取り入れて変えていくことに 

なると思います。 

 

<7月以降の活動報告> 

8/17水 臨時ミーティング（見学会準備） 

8/27土 暑気払 

10/28金 青年部会の定例会へ参加 

11/12土 第 1回サミット（見学会…戸畑図書館・明治学園） 20名参加 

 

<今後の予定> 

3月までは基本的には休止期間 

忘年会または新年会、恒例の活動発表会を開催予定 

     来年度に向けて、名古屋訪問計画中（減災館、明治村など） 

 

 

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

         

・ 9 月 15 日・・・ structure140（支部便り）編集 

・ 9 月 25 日・・・JSCA九州メール版34号（佐賀役員会号） 配信 

・ 1 月 吉 日・・・JSCA九州メール版35号（新春号）配信予定 

 

 ・毎年恒例となりました新春号の挨拶原稿につきまして、別紙資料の要領にてよろしくお願い致します。 

                             別紙資料は来週にメールで配信します 

   ・ホームページのVerUPを行ってます。 

 

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

 

・ ６月２９日・・・ＳＲＦ工法勉強会 （キャナルシティ会議室） 

・ ８月下旬・・・・耐震診断事務所のＨＰ掲載を募集 

・ １０月３日・・・公営住宅（ＲＣ９Ｆ・アウトフレーム工法）現場見学会 

 

      ・ 耐震相談は、事務局にはTELにて来てますが、メールはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P-5



4. 地区会報告と事業計画 

 

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

 

   ・10月12日‥‥‥熊本地震応急危険度判定活動報告会（延期） 

     ・11月25日‥‥‥桃李社 桝田洋子氏講演会（来夏に延期） 

     ・12月7日‥‥‥ 地区内デザイン発表会及び忘年会の開催予定 

     ・1月9日‥‥‥‥建築関連8団体合同新年会及びJSCA地区会新年会 

     ・2月‥‥‥‥‥‥任意立体解析プログラム講習会及び講演会 

・適合判定関連‥‥9月より判定機関が増えて県内３機関体制となる。 

         今までは、構造センター、技術センター、新規はTBTC 

・診断関連‥‥‥‥耐震診断－今年度2件 

          耐震補強－今後12件の判定予定 

          但し、耐震改修促進法に関連した耐震補強に非ず。 

 

 

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

 

 7月29日(金) 九州支部役員会(上永瀬新幹事 白坂地区事務局) 

 9月21日(水) 第4回地区役員会 

 10月21日(金)～10月 23日(日)  すまいと建築展 

         (主催：鹿児島県ゆとりある住まいと街づくり推進協議会) 

         ＪＳＣＡブース出展(熊本地震に関する資料展示，すまいの耐震診断相談) 

･ 11月15日(火)  第5回地区役員会 

･ 11月18日(金)  九州支部役員会出席(上永瀬新幹事 白坂地区事務局) 

      (以上，11月18日(金)九州支部役員会までの活動) 

 

  今後の予定 

 12月7日(水) 第3回定例会 鹿児島大学塩屋教授の講話，忘年会 

 1月      第6回地区役員会 

 2月      第4回定例会／講師を招いて講習会 

 3月           九州支部役員会 

  
    耐震診断業務の発注・受注状況は，地区会では把握しておりません． 
    適合性判定についての情報も，地区会では把握しておりません． 
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宮 崎 ----------------------------------------------------------------------森本幹事 

 

４月２２日・・・宮崎地区総会   １８名（内、委任状８名）  : 宮崎市民プラザ 

８月 ６日・・・第１回技術研修会  出席者４名 : 九州産業大学 （宮崎県鉄鋼工業会との共催） 

「 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 ２０１６ 」 

( 協力：九州産業大学 九谷研究室 ) 

１０月８～９日・・・第２回技術研修会  出席者５名 

熊本地震・・・その後の状況視察  熊本城・熊本市内・益城市街・宇土市街など 

１１月 ９日・・・第３回技術研修会  出席者１２名 

「 シーガイアオーシャンドーム 解体現場見学会 」 

１１月２９日・・・第４回技術研修会  予定   :宮崎市民プラザ 

熊本地震・・・その後の状況視察報告会 

審査側から見た「構造計算の留意点」について 

 

今後の予定 

２月 ・・・第５回技術研修会 予定 

８月に行った鉄骨接合部の実験の結果が今年中にはまとまりそうですので報告会を２月頃に計画してい

ます。    日時、場所未定  (九州支部 尾宮委員長） 

 

熊 本 -----------------------------------------------------------------------満石幹事 

 

・熊本地震発生から7か月が過ぎました。 

 一見落ち着きを取り戻したように感じることもありますが、実情は、大けがしたところを検査して応

急処置を施したところであり、これから本格的な治療が始まるような状態ではないでしょうか。 

全壊 約 8,000棟、半壊 約30,000棟、一部損壊 約130,000棟、改めて被害の甚大さを思い知ら

されています。解体は２０％ほどするそうです。 

 

・地区活動 

 12月1日 「熊本地震被害調査講演会」および「復旧設計講習会」を開催します。 

 セミナー（RCのひびわれ復旧の方法等）終了後、JSCA熊本地区会の忘年会を企画しています。 

 

・耐震診断について 

10月末現在、今年度の耐震診断評価の申し込みは11件であり、月平均2件に満たない数です。 

地震発生直後は応急復旧が主体でしたが、今後は、被災建物の耐震診断に基づく恒久復旧が増加する

と思われます。 

  

・適判について 

 最近の適判物件数は、7月 15件、8月 25件、9月 26件、10月27日現在 22件で、7月まで

は地震の影響があったようですが、8月以降通常に戻ったようです。 (平均 25件／月) 

グループ補助金（3/4の補助）が本格化すれば、かなり増加すると思われます。 

 

・木造住宅の耐震診断について 

 前回の役員会で報告しておりますように、1500件を超える木造住宅の耐震診断は、はかどっており

ません。複数年の対応となります。 

本年度実施予定のうち、福岡県建築士事務所協会にて140件を協力していただけるそうです。 

 委託料の交渉を続けておりますが、値上げに至っておりません。 

JSCAも木造部会で登録者は選定済みですが、事務所協会から依頼があれば会員に案内するスタンスと

する。JSCAからは積極的には働きかけない。 
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大 分 ----------------------------------------------------------------------阿部幹事 

 

・9月14日 日田市内の某現場で地盤改良コラム エポコラムの現場見学会があり 

       会員数名が参加しました。 

 ・9月23日 前大分地区幹事の高橋氏が逝去され阿部、河野、糸永、橋迫が葬儀に参列しました。 

          また、九州支部から宮田支部長が参列されました。 

 ・10月22日 建築士会全国大会大分県別府市で開催され JSCA大分地区会員5名程が出席しました。 

また、来賓として阿部大分地区幹事が出席し、 

九州支部からは宮田支部長が出席されました。 

 ・診断については、……今年度は5件でした。 

 ・適判物件……大分県建築住宅センター  6月から10月末まで 16件 

            大分県構造技術センター   毎月平均 15件程度 

               １社増えたことで審査が、スムーズになった。 

 

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

 

・4月 6日・・・通常総会、役員改選：ホテルモントレ長崎（長崎市） 

・4月 26日・・・第4回建築構造展の開催についての打ち合わせ：長崎歴史文化博物館講座室（長崎市） 

・4月 24日～27日・・・応急危険度判定士を長崎地区会から派遣しました。 

・5月 7日・・・AIJ九州支部の益城町での悉皆調査に長崎地区会から1チ－ム参加しました。 

        長崎の応急危険度判定協議会にJSCA長崎地区会（800名程度の会）として入会 

・5月 20日・・・JSCA九州支部総会 

・6月 21日・・・長崎県警察本部庁舎の現場見学会 

・6月 24日・・・長崎地区会第1回例会 

 

・7月29日・・・JSCA九州支部第1回役員会in佐賀 

 

・開催内容 

・8月 9日・・・(仮称)構造仕様書等の作成勉強会 第5回／（全11回）10名前後参加 

・8月24日・・・(仮称)構造仕様書等の作成勉強会 第6回／（全11回）今年度で完了予定 

 

・9月 2日・・・長崎地区会第2回例会（佐世保市） 

                 「ＲＣ接合部の鉄筋定着工法及び各種鉄筋継手工法の講習会」ＪＦＥ条鋼㈱ 
・9月28日・・・(仮称)構造仕様書等の作成勉強会 第7回／（全11回） 

 

・10月 4日・・・(仮称)構造仕様書等の作成勉強会 第8回／（全11回） 

・10月13日・・・長崎地区会第3回例会 

アンボンドブレ－ス製造工場見学会   扶桑機工㈱工場（大阪府堺市）   

ベ－スパック製造工場見学会      岡部㈱京都工場（京都府久世郡久御山町） 

    14日・・・JSCA構造デザイン発表会2016見学会（建設交流館－大阪市西区） 

 

・11月8日・・・(仮称)構造仕様書等の作成勉強会 第9回／（全11回） 

・11月18日・・・JSCA九州支部第2回役員会 

 

・今後の予定 

  構造仕様書の作成勉強会（2回）、例会（3回）を予定しています。 

 

・11月29日・・・(仮称)構造仕様書等の作成勉強会 第10回／（全11回） 
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・12月 6日・・・(仮称)構造仕様書等の作成勉強会 第11回／（全11回） 

 

・12月20日・・・長崎地区会第4回例会    長崎地区会構造デザイン発表会   

・2月 15～17日・・・長崎地区会第5回例会    第 3 回意見交換会（長崎県鉄構工業会共同） 

・3月17日・・・長崎地区会第6回例会  第4回建築構造展(再)の実行委員会会議 

 

 

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

 

・ 今年度計画 

 5月27日 ・・・ 佐賀地区会総会、勉強会（ブロック状地盤改良工法） 

 9月 6日 ・・・ 地震被災建物の修復勉強会「講師：住まい空間研究所 長谷川順一氏」 

10月 21日 ・・・ 鉄骨梁ハンチ補強勉強会 「講師：鹿島建設 尾宮洋一氏」 

 12月16日 ・・・ 佐賀県歯科医師会館現場見学会「講師：金箱構造設計事務所 金箱温春氏」 

 12月    ・・・ 地区例会（忘年会） 

 

 ・診断については ・・ 14棟 

・適判については ・・ 85棟（建設技術支援機構42棟、建築構造ｾﾝﾀｰ 43棟）4/1～10/31 

 

 

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

 

   平成28年度の予定 

    ・4月 15日   北九州地区会総会  

            H27年度の会計報告 

            H27年度の活動報告、H28年度の活動計画について 

     ･5月 20日   九州支部総会 

     ･7月 29日   第 1回役員会（佐賀）    

     ･9月 2日    地区例会 産学官の計画説明、懇親 

    ・11月 4日   北九州市の「産学官」が連携した第7回建築構造系講演会 

場所： 北九州国際会議場 21会議室 13：30から17:00 

内容： 北九州市の耐震について 

    北九州市立大 准教授 城戸 先生より、熊本地震について 

繰返し水平力を受けるCFT柱について 

    北九州スタジアムの構造と建設について  

梓設計 本社構造部部長 小林 裕明 様 

九州支社 設計部 古川 学 様 

奥村組 九州支店 北九州スタジアム工事所長 栗山 康史 様 

西日本支社 建築設計部 構造1課課長 武田 彰文 様 

懇親会 西日本総合展示場 新館2階 

    ･11月 18日   第 2回役員会（本日）  

 ・H29年1月 12日（木）  北九州建築6団体新年賀詞交歓会 

   

    その他、例会等を実施予定。 

 

   現在 20名 
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5． その他 

 

(1). H29 年の総会は、H29 年 5 月 26 日（金）に行います。 

 

(2).次回役員会の日程  

         ・ 予定日時   ３月 １７日（金）  

         ・ 場  所   福岡市内 

 

      (3).両副支部長、その他のご意見 

・新監査役 香月氏より挨拶を頂く。 

 

         ・九州・沖縄設計３団体懇談会について 

              11 月１２日に開催趣旨等について会合が行われました。 

              応急危険度判定士の名簿管理など緊急時の早急な対応などに対処するため 

              年２回開催予定 

              各県で持ち回りのようだが、JSCA は支部として参加し地区会としては登録しない。 

P-10



P-11



P-12



P-13

福岡建築行政研究会資料抜粋



P-14



P-15



P-16



2016 年度編集委員会 議事録 2016 年 10 月 19 日 

 1

２０１６年度 第 6 回 編集委員会議事録 

（記録：薦野） 
 

日時：2016 年 10 月 19 日（水）18:00～20:30 
場所：JSCA 事務局 2 階会議室  
出席：丸川，西田，早部，山浦，薦野，太田，小宮，篠原，高橋，武居，田村，都祭，中野， 

平松，藤井，真崎，森田，矢沢，山内 
担当理事：金兵 G：長井  事務局：室野井 
顧問：森高会長 

 
A．前回議事録確認  

特別寄稿(阿波野先生) 来年 1 月号 ⇒ 2018 年 1 月号に変更 
 
B．1 月号（141 号）「構造デザイン発表会」 
    （担当：山内、西田、真崎＋デザイン発表会 WG） 
 

１．主集 
・ 校正完了 

 
２．その他 

・ 構造家アラカルト(dos 山田 誠一郎さん) 執筆作業：藤井委員が担当 
これまでのアラカルトはベテランが多かったが、今後は若手も混在させる方向とする。 

・ TOPICS 技術委員会報告会 
structure に概要を載せる方向で調整（事務局より打診） 

 
C．4 月号（142 号）「(仮)熊本地震から１年」 
 （担当：主査 太田、篠原、平松、武居） 
  

１．主集 
・ JSCA 九州に主集の話を伝えておく（担当：西田 副委員長） 

その結果、JSCA 九州の活動で記事とすべき内容が有れば盛り込む 
・ 応急危険度判定から復旧までの種々の流れを紹介してはどうか？ 

その辺の事に精通している人は誰か？ 
 建防協への打診を事務局に丸川委員長から依頼 
 東京都に武居委員から打診することも可能 

・ 国土交通省から JSCA への感謝状の扱い 
感謝状の内容が明らかにされていないため、森高会長に内容を確認後に掲載の扱いを

決定する（担当：丸川 委員長） 
・ 熊本地震に対して、JSCA 技術委員会からコメントを貰う事は可能か？ 

（確認担当：？） 
・ 被災者の立場に配慮した記事とすることも必要では無いだろうか？ 
・ 本日の委員会の結果を踏まえて、10/21 に高山先生にアドバイスを受ける 
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