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お願い（重要） 宿泊証明書の提出 
お願い（重要） 参加者アンケートの提出 
お願い（重要） 予稿集原稿の提出 
お願い（重要） 年会費未納の方 

ご案内 ポスター発表 
ご案内 集合写真撮影 
ご案内 懇親会 
ご案内 無線 LAN 
ご案内 プログラムの追加や変更 

参加者募集 DV-Xα夏の学校 
本の紹介 Advances in Quantum Chemistry 
本の紹介 DV-Xα研究協会会報バックナンバー 
本の紹介 量子分光化学 
その他 香川大博物館 
その他 キャンパスマップ 
その他 うどん屋さん 
その他 参加者名簿 
その他 過去の研究会 
その他 DV-Xα研究協会について 
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お願い（重要） 宿泊証明書の提出 
 
 本研究会は、（財）高松コンベンションビューローから補助を頂いております。

補助を頂ける条件として、香川県外からの参加者が高松市内に「のべ 100 泊以
上」することとなっております。本研究会の参加者数は、この条件がぎりぎり

のため、皆様全員が提出していただけますよう、お願いします。研究会の運営

のため、なにとぞご協力をよろしくお願いします。 
 

 
宿泊証明書（見本） 

 

※高松市内のホテルでしたら  
どのホテルでも構いません。  

ここは空欄で結構

です（ホテルの方に

記載していただき

ます）。 
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お願い（重要） 
参加者アンケートの提出 

 
 （財）高松コンベンションビューローに、参加者アンケートも提出すること

になっております。併せて、ご協力をよろしくお願いします。 
 

 
 

※受付までご提出下さい。  
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お願い（重要） 予稿集原稿の提出 
 
 全ての講演者（受賞講演・招待講演・一般講演・ポスター講演）の方は、講

演報告集（DV-Xα研究協会会報）に掲載される原稿を、8月 23日（日）までに、
メールに添付してご提出下さい。その際、早藤 indexおよび分光 indexもメール
に記載または添付願います。詳しくは、下記ホームページをご覧下さい。 

http://imac.eng.kagawa-u.ac.jp/dvxa2009/regist.html 
 

 
 

※8月 23日までご提出下さい。  
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お願い（重要） 年会費未納の方 
 
 年会費を未納の方は、誠に恐れ入りますが、会期中に徴収させていただきま

す。どうか受付までお越し下さい。また、新規入会の方の入会受付も行ってお

ります。 
 
 

（ご案内） ポスター発表 
 
 ポスター発表の会場は、研究交流棟 6階の第一講義室となっております。8月
5 日（水）、受付にてポスタープレビュー（16 時 50 分から）で使用されるスラ
イド一枚程度の pdfまたは pptファイルを、USBメモリなどからコピーさせてい
ただきます。ポスター発表は、17時 40分から 19時 10分までの 90分間です。
19時 10分になりましたら、ポスターの撤去をよろしくお願いします。 
 
※運営委員および常任幹事の先生は、18時 30分になりましたら、5階受付前に
お集まり下さい。 
 
 

（ご案内） 集合写真撮影 
 
 8月 6日（木）の 11時 50分になりましたら、集合写真を撮影いたします。場
所は、図書館の前の階段にて撮影いたします。学生スタッフがご案内いたしま

すが、キャンパスマップにて場所をご確認下さい。猛暑のため、出来るだけ短

時間で撮影を行いたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いします。 
 
 

（ご案内） 懇親会 
 
 8月 6日（木）の 18時半から、学生会館 1階（生協食堂）において、懇親会
を開催いたします。懇親会費は無料です。懇親会には皆様の参加をお願いいた

しております。どうぞよろしくお願いします。 
 
 

（ご案内） 無線 LAN 
 
 研究交流棟 5階に、無線 LANを設置しました。どうぞご利用下さい（dvxa2009
です。パスワードはありません（セキュリティは各自の責任でお願いします））。 
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（ご案内） プログラムの追加や変更 
 
8/5 

13:05 挨拶： 角田 直人（香川大学理事（副学長）（連携・評価担当）、DV-Xα研究協会元
会計監査 

 
13:50-14:26 座長： 吉野 正人（名古屋大学） 
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11:50 集合写真撮影（キャンパスマップをご覧の上、図書館前の階段までお集まり下さい） 
 

16:40-18:10 spd部会主催企画 「spd部会活動5年の歩みとその未来（仮称）」 
spd部会主催企画代表者： 小和田 善之（兵庫教育大学） 

16:40 小和田 善之（兵庫教育大学大学院学校教育研究科） 
spd部会の歴史と背景、活動、「はじめての電子状態計算」第二版、well potentialなど 

16:55 中川 克己（キヤノン総合R&D本部） 
エネルギー計算について 

17:10 小笠原 一禎（関西学院大学理工学部化学科） 
多電子計算やエネルギー計算について 

17:25 水野 正隆（大阪大学大学院工学研究科マテリアル科学専攻） 
新プログラム「makef25」の概要と簡単な説明 

17:40 坂根 弦太（岡山理科大学理学部化学科） 
makef25を使った実演 

18:00 質疑応答など 
 

18:30-20:30 懇親会 
a drinking party 

toast: Prof. Myung-Chul Chang 
(Kunsan Natl. Univ., Korea, President of DV-Xα Society in Korea) 
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9:00-10:00 総会 
正会員数は 316名、その五分の一以上の出席で総会が成立 

委任状の提出者は 53名（7月 28日現在） 
 
10:15 受賞講演（学術賞） 
10:45 受賞講演（功績賞） 
11:15 受賞講演（功績賞） 
11:45 研究グループ助成金活動報告：石井 知彦（香川大学工学部材料創造工学科） 
11:50 閉会挨拶： 脇田 久伸（福岡大学、DV-Xα研究協会会長代理） 
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（参加者募集） DV-Xα夏の学校 
 

 
※リクリエーションとして、西はりま天文台に星を見に行くことを計画してい

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 4回 DV-Xα研究協会夏の学校  
「量子材料科学」セミナー 

開催のご案内  
 
 DV-Xα研究協会では、2006 年度より毎年夏の学校を開催し、物質・材料学に
おける量子論の基礎と応用に関する勉強会を行っております。今年で 4 回目と
なりますが、毎年多くの大学院生や若い研究者の方々から、大変好評を頂いて

おります。今年度も昨年と同様「量子材料科学」セミナーという題目で大学・

研究所・企業の若手研究者と大学院生を対象にして、「原子・分子・固体の量子

論の基礎」を講師と受講者がじっくり時間をかけて勉強する会を予定いたしま

今年もやります！ 
4泊 5日の DV-Xα夏の学校 
今年は天体観測付き※です 
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した。この機会に、是非とも皆様、ご参加下さいますよう、よろしくお願いい

たします。 
 

記 
DV-Xα研究協会第 4回夏の学校：「量子材料科学」セミナー 

 
対象：大学院生と若手研究者（26名以内） 
日時：平成 21年 8月 17日（月）午後から 21日(金)正午まで（4泊 5日） 
場所：兵庫県立先端科学技術支援センター（http://www.cast.jp/） 
住所：〒678-1205 兵庫県赤穂郡上郡町光都 3丁目 1-1 
電話：0791-58-1100 
交通：JR相生駅 

～（神姫バス播磨科学公園行き、または SPring-8行き、約 25分) 
～県立大理学部停留所～兵庫県立先端科学技術支援センター 

講師：足立裕彦 他 
内容： 

１．序論 
２．原子構造理論と電子状態計算の実習 
３．分子軌道論と簡単な分子の軌道計算 
４．金属錯体の電子状態計算と化学結合論 
５．セラミックス、金属材料の量子化学 

費用： 
  参加費（宿泊費、資料代込み、食事代は実費） 
            学生 35,000円 
      一般 50,000円  (DV-Xα研究協会会員又は維持会員） 
         60,000円  （非会員） 
申込締め切り：平成21年8月7日（金） 
       先着26名までで準備の都合がありますので、できるだけ早く申 

し込んでください。 
申込先：   DV-Xα研究協会事務局  
       e-mail: dvxa@e-mail.jp 
       申し込みは、メールでお願いします。 
       または、本研究会の会期中に、受付までお知らせ下さい。 
問い合わせ先：香川大学工学部材料創造工学科 石井知彦 
       TEL: 087-864-2414   E-mail: mail@tishii.com 
ホームページ：http://imac.eng.kagawa-u.ac.jp/DVSummerSchool/ 
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（本の紹介） 
Advances in Quantum Chemistry 

 
 Advances in Quantum Chemistryの第 29巻、第 37巻、第 54巻を、受付にてサ
ンプルの展示を行っております。どうぞご覧下さい。 
 
 

（本の紹介） 
DV-Xα研究協会会報バックナンバー 

 
 過去数年分の DV-Xα研究協会会報のバックナンバーを、受付にてサンプルの
展示を行っております。どうぞご覧下さい。なお、過去 20年分につきましては、
全て収録された CD-ROMの販売を行っております。 
 
 

（本の紹介） 量子分光化学 
 
 河合潤先生（DV-Xα研究協会副会長）の「量子分光化学」を、受付にてサン
プルの展示を行っております。どうぞご覧下さい。 
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（その他） 香川大博物館 
 
 香川大学博物館では、第 3 回企画展「瀬戸内の海・干潟・海浜の生き物」を
開催しています（7月 23日から 8月 29日まで）。この機会に是非ご覧下さい。
場所は、キャンパスマップにてご確認下さい。 

 

 
 

http://imac.eng.kagawa-u.ac.jp/dvxa2009/UnivMuseum.pdf 
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（その他） キャンパスマップ 

 
 

5階：受付、メイン会場。 
6階：ポスター会場 

正門 

学生会館（生協） 
懇親会会場 
昼食。売店など 

ローソン 
（大学の外） 

集合写真 
場所候補 

香川大博物館 
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（その他） うどん屋さん 
 
 うどん屋さんはたくさんありますが、下記の二件でしたら、まず間違いない

と思います。 

 
 
その他、ホームページで調べたい方は、http://www.shikoku-np.co.jp/udon/ 
その他、石井のお薦めは、http://imac.eng.kagawa-u.ac.jp/dvxa2009/information.html 
 

香川大学 
幸町キャンパス 
研究交流棟 
（研究会会場） 

【さか枝】 
6時から 15時まで 
日曜休み 
番町 5-2-23 

【竹清】 
11時から 14時半まで 
土日休み 
亀岡町 2-23 
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（その他） 参加者名簿 
 
氏名 所属 e-mail 

CHANG, Myung-Chul 
Dep. of Mater. Sci. & Engineer., Kunsan Natl. Univ., Korea mcchang@kunsan.ac.kr 

JACOB, Timo 
Inst. of Electrochem., Univ. of Ulm, Germany timo.jacob@uni-ulm.de 

KIM, Bong-Seo 
Korea Electrotech. Res. Inst., Korea bskim@keri.re.kr 

KIM, Yang-Soo 
Korea Basic Sci. Inst., Korea kimyangsoo@kbsi.re.kr 

LEE, Dong-Yoon 
Korea Electrotech. Res. Inst., Korea dylee@keri.re.kr 

MIN, Bok-ki 
Korea Electrotech. Res. Inst., Korea bkmin@keri.re.kr 

秋田 純一 兵庫県立大学大学院工学研究科物質系工学専攻 et09l001@steng.u-hyogo.ac.jp 

足立 裕彦 京都大学 HIROHIKO.ADACHI@ax2.ecs.kyoto-u.ac.jp 

阿部 穣里 首都大学大学院理工学研究科化学専攻 minoria@tmu.ac.jp 

天野 泰至 兵庫県立大学大学院工学研究科物質系工学専攻 et08u003@steng.u-hyogo.ac.jp 

石井 知彦 香川大学工学部材料創造工学科 mail@tishii.com 

伊東 草子 オリヱント化学工業（株）記録材事業ユニット soko_ito@orientchemical.com 

井上 夏樹 兵庫県立大学大学院工学研究科物質系工学専攻 et09o008@steng.u-hyogo.ac.jp 

岩瀬 元希 福岡大学大学院理学研究課程化学専攻 sd082004@cis.fukuoka-u.ac.jp 

小笠原 一禎 関西学院大学理工学部化学科 ogasawara@kwansei.ac.jp 

小川 禅 香川大学工学部材料創造工学科 s06t614@stmail.eng.kagawa-u.ac.jp 

尾上 順 東京工業大学原子炉工学研究所 jonoe@nr.titech.ac.jp 

片岡 創 香川大学大学院工学研究科材料創造工学専攻 s09g558@stmail.eng.kagawa-u.ac.jp 

片山 哲也 兵庫県立大学大学院工学研究科物質系工学専攻 xxss0064@eng.u-hyogo.ac.jp 

勝本 祐輔 香川大学大学院工学研究科材料創造工学専攻 s08g560@stmail.eng.kagawa-u.ac.jp 

河合 潤 京都大学大学院工学研究科材料工学教室 jun.kawai@materials.mbox.media.kyoto-u.ac.jp 

神田 精一 元・徳島大学工学部化学応用学科 skanda@ma.pikara.ne.jp 

神原 将郎 関西学院大学大学院理工学研究科情報科学専攻 amn24597@kwansei.ac.jp 

岸野 正剛 福井工業大学工学部電気電子情報工学科 sg-kishino@fukui-ut.ac.jp 

窪内 裕太 広島大学大学院工学研究科物質化学システム専攻 M096190@hiroshima-u.ac.jp 

久保田 雄基 兵庫県立大学大学院工学研究科 et08n015@steng.u-hyogo.ac.jp 

栗崎 敏 福岡大学理学部化学科 kurisaki@fukuoka-u.ac.jp 
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劔持 雅弘 香川大学大学院工学研究科材料創造工学専攻 s09g561@stmail.eng.kagawa-u.ac.jp 

國分 伸一郎 福岡大学大学院理学研究科化学専攻 sd092008@cis.fukuoka-u.ac.jp 

小和田 善之 兵庫教育大学大学院学校教育研究科 ykowada@hyogo-u.ac.jp 

坂根 弦太 岡山理科大学理学部化学科 gsakane@chem.ous.ac.jp 

島 弘幸 北海道大学大学院工学研究科応用物理学専攻 shima@eng.hokudai.ac.jp 

下村 健太 兵庫県立大学大学院工学研究科物質系工学専攻 et08r020@steng.u-hyogo.ac.jp 

下山 巌 日本原子力研究開発機構量子ビーム応用研究部門 shimoyama.iwao@jaea.go.jp 

杉原 淳 杉原科学技術研究所、湘南工科大学 ssugisan41@gmail.com 

鈴木 知史 日本原子力研究開発機構原子力基礎工学研究部門 suzuki.chikashi@jaea.go.jp 

宗和 賢吉 関西学院大学理工学部化学科 ajo03847@kwansei.ac.jp 

園田 耕平 香川大学工学部材料創造工学科 s06t631@stmail.eng.kagawa-u.ac.jp 

高橋 周平 明治大学理工学部応用化学科 ee66033@isc.meiji.ac.jp 

高橋 昌男 大阪大学産業科学研究所 m.takahashi@sanken.osaka-u.ac.jp 

田中 順三 東京工業大学大学院理工学研究科材料工学専攻 tanaka.j.aa@m.titech.ac.jp 

田中 裕也 兵庫県立大学工学部応用物質科学科 eq05b053@steng.u-hyogo.ac.jp 

田原 康宏 香川大学大学院工学研究科材料創造工学専攻 s09g569@stmail.eng.kagawa-u.ac.jp 

戸田 泰則 北海道大学大学院工学研究科応用物理学専攻 toda@eng.hokudai.ac.jp 

中川 克己 キヤノン総合 R&D 本部 nakagawa.katsumi@nifty.com 

中安 佑介 兵庫県立大学工学部応用物質科学科 eq06j061@steng.u-hyogo.ac.jp 

西尾 直之 関西学院大学大学院理工学研究科情報科学専攻 aok29399@kwansei.ac.jp 

西岡 顯教 関西学院大学大学院理工学研究科情報科学専攻 awi22490@kwansei.ac.jp 

西田 隆彦 関西学院大学大学院理工学研究科情報科学専攻 czk23589@kwansei.ac.jp 

萩森 建 関西学院大学理工学部化学科 aep23345@kwansei.ac.jp 

畑中 宏之 関西学院大学大学院理工学研究科情報科学専攻 bui27493@kwansei.ac.jp 

花房 篤志 兵庫県立大学大学院工学研究科物質系工学専攻 et09u037@steng.u-hyogo.ac.jp 

早藤 貴範 関西学院大学理工学部情報科学科 hayafuji@ksc.kwansei.ac.jp 

東浦 一樹 関西学院大学理工学部化学科 bfp04469@ksc.kwansei.ac.jp 

平手 博 名古屋大学大学院工学研究科マテリアル理工学専攻 hirate@silky.numse.nagoya-u.ac.jp 

平山 須美子 関西学院大学理工学部化学科 bhl23989@kwansei.ac.jp 

福島 公親 東芝原子力エンジニアリングサービス(株) kimichika1a.fukushima@glb.toshiba.co.jp 

藤原 学 龍谷大学理工学部物質化学科 fujiwara@rins.ryukoku.ac.jp 

堀川 孟 関西学院大学理工学部化学科 cho09845＠kwansei.ac.jp 

松居 悠 京都大学大学院工学研究科材料工学専攻 yu-matsui@t04.mbox.media.kyoto-u.ac.jp 

松尾 修司 （株）コベルコ科研技術本部 matsuo.shuji@kki.kobelco.com 

松原 由樹 関西学院大学理工学部化学科 czq20442@ksc.kwansei.ac.jp 
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水野 正隆 大阪大学大学院工学研究科マテリアル科学専攻 mizuno@mat.eng.osaka-u.ac.jp 

南野 祐大 関西学院大学理工学部化学科 axs80685@ksc.kwansei.ac.jp 

村松 康司 兵庫県立大学大学院工学研究科物質系工学専攻 murama@eng.u-hyogo.ac.jp 

森下 政夫 兵庫県立大学大学院工学研究科物質系工学専攻 morisita@eng.u-hyogo.ac.jp 

森永 正彦 名古屋大学大学院工学研究科 morinaga@numse.nagoya-u.ac.jp 

安井 潤 キヤノン（株）解析技術開発センター yasui.jun@canon.co.jp 

山口 壮二朗 関西学院大学大学院理工学研究科化学専攻 cxl29092@kwansei.ac.jp 

山本 堅一 関西学院大学大学院理工学研究科情報科学専攻 ctk23595@kwansei.ac.jp 

湯川 宏 名古屋大学大学院工学研究科 hiroshi@numse.nagoya-u.ac.jp 

弓削 是貴 京都大学大学院工学研究科材料工学専攻 k.yuge@ky3.ecs.kyoto-u.ac.jp 

吉岡 英生 
奈良女子大学大学院人間文化研究科 

複合現象科学専攻 h-yoshi@cc.nara-wu.ac.jp 

吉永 朋代 兵庫県立大学工学部応用物質科学科 eq06w099@steng.u-hyogo.ac.jp 

吉野 正人 名古屋大学大学院工学研究科マテリアル理工学専攻 m-yoshino@nucl.nagoya-u.ac.jp 

脇田 久伸 福岡大学理学部化学科 wakita@fukuoka-u.ac.jp 

渡辺 洋平 香川大学工学部材料創造工学科 s06t663@stmail.eng.kagawa-u.ac.jp 

渡邉 僚介 香川大学工学部材料創造工学科 s06t664@stmail.eng.kagawa-u.ac.jp 

      

佐藤 美智子 DV-Xα研究協会事務局 dvxa@e-mail.jp 
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（その他） 過去の研究会 
 
回 年 日時 会場 実行委員長 
1 1988年 7月 26-27日 兵庫教育大学 足立 裕彦 
2 1989年 7月 25-26日 大阪大学 那須 三郎 
3 1990年 8月 8-9日 舞子ビラ 向山 毅 
4 1991年 8月 5-7日 サンヒルズ三河湾 森永 正彦 
5 1992年 8月 4-6日 早稲田大学 宇田 応之 
6 1993年 7月 29-31日 京都パストラル 足立 裕彦 
7 1994年 8月 3-5日 ソニー 早藤 貴範 
8 1995年 8月 3-5日 福岡大学 脇田 久伸 
9 1996年 8月 8-10日 大阪電気通信大学 谷口 一雄 

10 1997年 8月 8-10日 KKR名古屋 森永 正彦 
11 1998年 8月 3-5日 ソウル大学 

（国際会議） 
脇田 久伸 

12 1999年 8月 4-6日 岡山大学 三浦 嘉也 
13 2000年 8月 2-4日 京都大学 足立 裕彦 
14 2001年 7月 31-8月 3日 理化学研究所 

（国際会議） 
宇田 応之 

15 2002年 7月 31-8月 2日 大阪大学 那須 三郎 
16 2003年 8月 6-8日 物質・材料研究機構 田中 順三 
17 2004年 8月 4-6日 関西学院大学 早藤 貴範 
18 2005年 8月 3-5日 東京工業大学 尾上 順 
19 2006年 8月 3-5日 韓国済州島 

（国際会議） 
森永 正彦 

20 2007年 8月 2-4日 兵庫教育大学 小和田 善之 
21 2008年 8月 6-8日 兵庫県立大学 

（国際会議） 
森下 政夫 

22 2009年 8月 5-7日 
（開催中） 

香川大学 石井 知彦 

23 2010年 ※詳細は 8月 7日（金）の総会にて発表されます。 
お楽しみに。 
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（その他） DV-Xα研究協会について 
 

DV-Xα研究協会事務局 
〒520-0016 滋賀県大津市比叡平 3丁目 53-12 

Tel & Fax: 077-529-0374 
E-mail: dvxa@e-mail.jp 

 
 
 
 
 
平成 20年度 DV-Xα研究協会運営委員  

（平成 20年 4月～平成 22年 3月） 
足立 裕彦 京都大（名誉教授）  
石井 知彦 香川大  
逸見 義男 （株）神戸製鋼所  
小笠原 一禎 関西学院大  
尾上 順 東京工業大  
河合 潤 京都大 副会長 
小和田 善之 兵庫教育大  
坂根 弦太 岡山理科大  
関根 理香 静岡大  
田中 順三 東京工業大  
那須 三郎 大阪大（名誉教授）  
早藤 貴範 関西学院大 副会長 
福島 公親 東芝原子力エンジニアリングサービス（株）  
向山 毅 関西外国語大  
森下 政夫 兵庫県立大  
森永 正彦 名古屋大 会長 
脇田 久伸 福岡大 会長代理 
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平成 20年度 DV-Xα研究協会常任幹事  
（平成 20年 4月～平成 22年 3月） 

石井 知彦 香川大 運営委員兼任 
大橋 直樹 物質・材料研究機構  
小笠原 一禎 関西学院大 運営委員兼任 
尾上 順 東京工業大 運営委員兼任 
金 洋洙 Korea Basic Science Institute  
小和田 善之 兵庫教育大 運営委員兼任 
坂根 弦太 岡山理科大 運営委員兼任 
杉原 淳 湘南工科大  
高橋 昌男 大阪大  
中川 克己 キヤノン（株）  
平田  勝 日本原子力研究開発機構  
松尾 修司 （株）神戸製鋼所  
水野 正隆 大阪大  
村松 康司 兵庫県立大  
森永 正彦 名古屋大 運営委員兼任 
森分 博紀 （財）ファインセラミックスセンター  
安井 潤 キヤノン（株）  
湯川 宏 名古屋大  
吉野 正人 名古屋大  

 
 
 
平成 20年度 DV-Xα研究協会会計監査  

（平成 20年 4月～平成 22年 3月） 
河本 邦仁 名古屋大学大学院工学研究科 
白井 泰治 京都大学大学院工学研究科 

 
 
 
平成 20年度 DV-Xα研究協会顧問  

（平成 20年 4月～平成 22年 3月） 
池田 重良 大阪大学名誉教授、立命館大学 SRセンター 
宇田 応之 早稲田大学奈良美術研究所顧問 
菅野  暁 東京大学名誉教授、元理化学研究所 
安盛 岩雄 東京工業大学名誉教授、CATS事務所 
山寺 秀雄 名古屋大学名誉教授、大同工業大学名誉教授 
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第 22回 DV-Xα研究会実行委員会  
石井 知彦 香川大 実行委員長 
坂根 弦太 岡山理科大 実行副委員長 
小笠原 一禎 関西学院大 委員 
小和田 善之 兵庫教育大 委員 
田所 史郎 四国鉄鋼（株） 委員 
中川 克己 キヤノン（株） 委員 
平田 勝 日本原子力研究開発機構 委員 
水野 正隆 大阪大 委員 
吉野 正人 名古屋大 委員 
佐藤 美智子 事務局 事務局（受付、会計担当） 

 
 
※学生スタッフより一言・・・ 
 
 会期中、私たちは胸に黄緑色の名札を付けています。何かご質問等が御座い

ましたら、お気軽に声をお掛け下さい（香川大学石井研、勝本祐輔、片岡創、 
劔持雅弘、田原康宏、小川禅、園田耕平、渡辺洋平、渡邉僚介）。 
 


