第 12 回青葉山公園に係る仙台城跡整備委員会

議事録要旨

Ⅰ． 開催日時

平成 25 年 12 月 5 日（木）午後 3 時 00 分～午後 5 時 15 分

Ⅱ． 開催場所

仙台市役所 2 階 第 5 委員会室

Ⅲ． 出 席 者

（委 員）

入間田 宣夫・鵜飼 幸子・北野 博司
田中 哲雄・脇坂 隆一
（欠席 黒田 乃生・森 富二夫・横山 英子）

（宮城県）

白崎恵介（文化財保護課保存活用班 主任主査）

（事務局） 【教育局】
生涯学習部長
文化財課長

山口 宏
吉岡 恭平

主幹兼
仙台城史跡調査室長

工藤 哲司

主査

嶋崎 要悦

主査

佐藤 淳

主査

渡部 紀

主任

庄司 義雄

主任

熊谷 智顕

主事

関根 章義

文化財教諭

佐藤 洋平

【建設局百年の杜推進部】
公園課長

佐々木 亮

青葉山公園整備室長

齋藤 善高

青葉山公園整備室主任

和泉 麻里子

【青葉区建設部】
公園課長
主幹兼総務係長

宮城 寛治

公園係長

土田 和彦

道路課長

（報道機関） １社（１名）
Ⅳ． 傍 聴 人

佐々木 武広

千葉 正広

道路建設係長

佐久間 寛

道路建設係主査

尾形 晋治

読売新聞

３名（工事関係者）

議事録署名：議長（入間田委員長）は鵜飼委員を指名。
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Ⅴ． 議事内容等
１ 報告事項
1）本丸北西石垣等の復旧工事工法について
議長（入間田委員長）

報告事項の本丸北西石垣等の復旧工事について、事務局からお願

いします。
文化財課

工藤主幹兼仙台城史跡調査室長より、前回の委員会での検討課題について、そ

の後の経過と考え方の取りまとめについて説明
議長（入間田委員長） 委員長としても苦渋の判断でした。
（本丸北西石垣を伝統工法で積
み直したとき、再び東日本大震災規模の地震が発生した場合、）現代
の（安全率の）評価方法では、安全性に問題があるということでし
た。伝統工法の評価方法が確立していないこともあり、委員会とし
ても市民の安全を考えると現代工法の評価であってもこれを無視で
きないことから、事務局でも再検討し、その上で先生方に（現代工
法を取り入れる区域を限定し、施工範囲も最小限に限定することで）
ご理解いただいたということです。説明について、ご質問、ご意見
等ありますか。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■質疑応答■■■■■■■■■■■■■■■■■■
な

し

２）本丸北西石垣等の復旧工事について
議長（入間田委員長） 次に本丸北西石垣の復旧工事について、報告お願いいたします。
文化財課 渡部主査より説明
議長（入間田委員長）

現場でのご説明、今のご説明を含めて何かありますか。現場で十

分に議論されたので、よろしいですか。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■質疑応答■■■■■■■■■■■■■■■■■■
な

し
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３）本丸大広間跡遺構表示等の実施設計について
議長（入間田委員長） 続いて、本丸大広間遺構表示について、ご報告お願いいたします。
文化財課 佐藤主査より説明
■■■■■■■■■■■■■■■■■■質疑応答■■■■■■■■■■■■■■■■■■
議長（入間田委員長） 説明について、ご意見やご質問がありましたら、お願いします。
北野委員

遺構表示に使う礎石は、本丸に展示してある旧石材をできる限り
利用するということですが、どれくらいありまか。旧石材に割加工
等があるものは、展示で人が乗ったり、長年の風雨で摩滅したりす
ることに耐えられるのでしょうか。新材も、部分的に割加工により
上面や側面を作り出すと書いてありますが、その加工にはどういう
工具で使うのですか。
発掘調査で見つかっている大広間の礎石は 7 石しかありません。

佐藤主査

それも、すべて「縁」の部分の小型のものです。具体的にどのよう
な加工をするかまで検討していません。出土石材を観察すると、割
加工が明瞭に入っているものではないので、４ページにある（周辺
から集積された石材）ような自然の面のものを採用しようと考えて
います。集積石材の中から、採用できるものがあるのかということ
は、今後、検討していきます。
議長（入間田委員長）

集積されている旧石材は、多くないので、ほとんどは丸森の石に

なりますね。
佐藤主査

集積石材の中には、御成門に使用されていた、作り出しのあるノ
ミ加工がきれいに入っているものも含まれています。

北野委員

（整備の際に利用しようとする旧石材の中に）加工度の高いもの
があれば、それが露出展示によって風化し、痛むと問題なので、そ
ういうものがあれば、それははずした方がいいと思います。

議長（入間田委員長） 基本は、自然面を生かしていくということですね。
田中委員

整備面と道路面とに段差ができるとのことですが、その処理はど
うするのですか。
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佐藤主査

多少の段差は、やむを得ないと思っています。この間に側溝が入
ります。

田中委員

側溝にはグレーチングで入っていますよね。グレーチング以外は、
暗渠ですか。建物側が高く、道路面の表示は、広場よりも一段下が
って平面表示されるということですね。それから、木をかなり切ら
れるようですが、3ｍ以上の木は何本もあるのですか。
5 ページに大広間の範囲と、伐採対象樹木の分布を示しています。

佐藤主査

伐採する樹木の合計 69 本で、そのうちの 3ｍ以上が 59 本です。
一部残すことも考えましたが、展示空間として考えれば、部分的に
木を残さない方がいいと思います。
田中委員

大きくて修景木になりそうなものは、ないのですか。ネズミモチ
もあるようですが。

工藤室長

基本的には、建物の範囲に入ってくるものは切ります。秋になる
ときれいに紅葉するモミジがあり、それを残すことも考えていまし
たが、調査委員会で提案したときに、遺構の中にはない方がいいと
いうご意見でした。この辺りは、緑陰がないということを指摘され
ていましたが、それを残すと木が成長するにしたがって、遺構表示
に対して悪い影響が出るので、切る方向で考えています。

議長（入間田委員長） 大広間をアピールするためには、必要なことかもしれませんね。
田中委員

夏は、平場なので照り返しなど暑いと思います。

議長（入間田委員長）

4 ページを見ると遺構表示の周りの樹木は、残るようです。

石材も丸森産で、現地に合うものをなるべく探して進めて下さい。

Ⅴ． 議事内容等
２ 協議事項
１）市道仙台城跡線の改修について
議長（入間田委員長） 協議事項 1 の市道仙台城跡線の改修について説明をお願いします。
青葉区建設部道路課 尾形主査より説明
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■質疑応答■■■■■■■■■■■■■■■■■■
議長（入間田委員長） ご質問、ご意見等ありましたら、お願いします。
鵜飼委員

車の走行を第一に考えているようですが、道路が整備されば歩行
者が多くなると思います。歩行者に対する配慮は、改修の中で考え
ていますか。

尾形主査

この路線は、道路としての歩道はありませんが、道路脇の公園区
域に遊歩道が通っていますので、歩行者や観光客はそこを利用して
います。歩行者への配慮としては、防護柵（ガードレール）を設け、
車両が逸脱して歩行者に被害を出さないようにします。

北野委員

史跡内に既存の市道があり、その安全性を高めるために、幅員を
広げて通行しやすくするということですが、そのため車や大型バス
の交通量が増えると、石垣に悪影響が出てくると思います。整備計
画でも既存道路は当面そのままにするとなっているので、道路の整
備は必要になりますが、石垣は車の通行による日常的な振動で寿命
を縮めていきます。本丸北西石垣でも、この道路の安全性を確保す
るために補強ネットを入れることになりました。道路を良くし、石
垣に悪い影響が出るというのは、整合性がとれないと思います。
私は長期的に考えて、車の通行を制限するとか、代替え道路を作
ることが史跡の保存、石垣の保存にとって良いと思います。石垣の
保存と、今後の計画がうまく整合するか疑問に思うので、今後の見
通しや考えを聞かせて下さい。

議長（入間田委員長）

車のスピードを抑えるための工夫も必要になります。文化財保護

の観点から、どのようにお考えですか。
工藤室長

仙台城跡整備基本計画の P35 をご覧下さい。骨格動線の図があり
ます。車両動線は、史跡内部を通行する道路によって構成され、
「将
来的には、管理用車両のみや史跡の公園内交通機関の車両のみで通
行を制限することも含めて関係機関と調整する。
」と書かれ、将来何
らかの対応を考えることが示されていますが、具体的にいつまでに
どう制限をするかは決まっていません。また、市道仙台城跡線で何
らかの規制をする際には、代替え道路が必要と考えられています。
代替え道路としては、都市計画道路川内旗立線がありますが、平成
22 年度の道路計画の見直しでは、20 年以内の計画路線にはなってい
ないようです。この間、道路の通行を制限するのは難しいと思われ
5

ます。こういう状況を考えると、当面は史跡内の動線として市道の
メンテナンスが必要と考えています。
議長（入間田委員長） 通行しやすくなることで、車のスピードが上がると考えられます。
それを規制する手段はありますか。団地などでは意図的に凸凹をつ
けるなどしています。石垣にさしかかる部分では何らかのスピード
を落とす工夫が必要だと思います。どんなことが考えられますか。
道路課長

今回の改修は、現況道路の幅員内でできるだけ車両が走行できる
幅を広げる計画ですが、道路の整備基準でいうフル規格の大型自動
車の設計による幅員については、すべての区間では確保されていま
せん。このため、この道路の使い方としては、震災前と同じように、
八木山地区の生活道路、土日は観光道路になります。観光バスは登
りだけで、下りは規制をかけるという交通規制は必要かと考えられ
ますので、今後、公安委員会と調整をしていきたいと思います。
スピードの抑制法としては、路面に帯状に凸凹をつける方法があ
ります。住宅地では騒音の問題がありますが、山中なのでその問題
はありません。ただ、振動が出ますので、石垣に対する影響が懸念
されます。この方法を含めて、スピードが出ないような道路になる
ように工夫してみたいと思います。

議長（入間田委員長） 本丸北西石垣や酉門のあたりなどで、スピードが出ると問題です。
具体的にスピードを抑制する手段なども合わせてご提案をいただけ
るといいと思います。
道路課長

道路は広がりますが、視覚的に狭く感じるようなライン表示など、
様々検討してみたいと思います。

議長（入間田委員長）

今すぐ答えはでないと思うので、次回の委員会までご検討し、結

果を報告していただきたいと思います。
田中委員

基本計画では、市道を都市計画道路に代替させ、できるだけ交通
量を下げるという計画になっているが、代替え道路が 20 年以上先と
いう話になっている。石垣に対する影響を確認するには、振動調査
などがあるので、時々観察する必要があると思います。

議長（入間田委員長） 今までも観光バスは登りだけにするという規制はありますよね。
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道路課長

公安委員会による規制の告示行為ではなく、慣習として協力をい
ただいていたようです。実際バスはすれ違えないので、そうなって
いるのだと思います。

議長（入間田委員長）

文化財課とも協議し、具体的に踏み込んだ対策を示していただき

たいと思います。
文化財課長

田中委員からご提案ありました、石垣への振動調査を行うことを
検討し、対応を考えていきたいと思います。

議長（入間田委員長）

振動調査を含め、路面にどんな工夫をするかなど、具体的な対策

を示して下さい。
補足資料の写真を見ると現在の道路幅以上に、工事範囲が広がる
ように見えますが、これはどういう工事ですか。
尾形主査

側溝がかさ上げされた分、表面の雨水の処理のため、資料に示し
た部分に盛土をしてならします。

議長（入間田委員長） 今の面に土をのせ、新たに掘削はしないのですね。
尾形主査

掘削は、既存の側溝をすえた際の掘り方の中で進めるということ
で、文化財課と協議をしています。新たな掘削はありません。

北野委員

盛土をすりつけるといっても、表面を削らないですりつけること
はできるのですか。

尾形主査

地表面の調整は、表土内で収まるように考慮して進めていきます。

田中委員

路面の高さも上がるのですか。

尾形主査

基本的に現況のままですが、側溝が下っている部分は上がります。

議長（入間田委員長）

ずいぶん広くなるように感じます。やはりスピード等のチェック

が大事に思います。
田中委員

側溝は、前の掘り方を利用するというのでいいと思うのですが、
電柱の立て替えは、新たに掘るのですね。

尾形委員

位置が変わるので、新たな箇所の掘削になります。これも文化財
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課と協議して進めていきます。
工藤室長

園路整備の際に街灯を設置したときは、オーガーで側溝の際に穴
を掘り、側溝の掘り方を利用して電柱を立てました。今回もそうい
った工法を参考にして、相談しながら進めたいと思います。

２）酉門石垣の復旧工事について
議長（入間田委員長） 酉門石垣の復旧工事について，説明をお願いします。
文化財課 関根主事より説明
■■■■■■■■■■■■■■■■■■質疑応答■■■■■■■■■■■■■■■■■■
議長（入間田委員長） 酉門 1 の石垣解体範囲の説明について、何かご質問等ありますか。
な

し

議長（入間田委員長） 酉門 2 の酉門石垣の復旧方針と石垣の様相についてお願いします。
文化財課関根主事より説明
議長（入間田委員長） 短期間にも関わらず、大きく 3 つ、細別で 10 種類に分けて、指導
委員会の議論を踏まえてご提案いただいたことは、大変ありがたい
ことです。そういった上でも大事なご提案ですので、ご質問・ご意
見お願いいたします。
鵜飼委員

短期間でやらなければならないということですが、具体的な日程
はどうなっているのですか。

工藤室長

本委員会で石垣解体範囲についてご了解いただければ、追加解体
を年内に行います。その後、使える石材、使えない石材等の石材調
査を行い、1 月中旬頃から積み直しを始め、3 月末を目標に完了する
予定です。

北野委員

復旧方針についてです。旧状の通りというのは、表面を旧状の通
りにすることですよね。背面は旧状の通りではなく、土が入ってい
たところは栗石を多くするということで理解しました。方針の 2 番
目、縦目地が通っているところが崩落原因になった可能性があるの
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で、ずらして積み直すという方針はいいと思います。
しかし、新補石材と交換するということを基本方針としているの
はおかしいと思います。石を交換するのは特殊な事例だけのような
ので、それを基本方針にはしないほうがいいと思います。
また、崩落原因の検討が大事です。この場所が過去から相当積み
直しされているので、なぜこの場所が崩落するのかということを、
石積みの要素と背面の構造、基礎地盤、周辺の環境からしっかりま
とめてほしいです。そうでないと、今回の復旧で、過去の崩落原因
にどのように対応したのかが不明確になります。北西石垣の C・E 面
では、谷部のところが何度も崩落していました。酉門の旧地形を含
めて原因を検討してほしいです。
それから、G・H 面の旧状の写真がないところは、現状で詰石が少
ないⅡa 類の積みと想定されるから、復旧も間詰め石を入れないで積
むということですが、当初からそうだったのかは分かりません。今
回そうやって積むことで石垣の構造は弱くなり、その通りに積んで
いいのかという疑問があります。
議長（入間田委員長） 3 点にわたって質問がありました。まず、新補石材と交換するとい
うことを明記するのかということについてどうですか。
工藤室長

必要最小限ということで留意しながら、作業の方は進めていきま
す。過去の崩落の原因についても、分析をしていきたいと思います。
間詰めについては、元々なかったのか、なくなったのか、について
も検討しながら復旧を進めていきたいと思います。

北野委員

解体調査の中で地盤調査をしたり、追加でできる調査をしたりし
ていただければいいと思います。新補石材と交換になるのは、何個
になるのですか。

工藤室長

崩落石材の石材調査が進んでいませんので、数量はご提示できま
せん。正面から見ると大丈夫そうでも、裏側で割れているというこ
とも考えられます。

北野委員

質問の趣旨は、縦目地が通っているから、新補石材と交換すると
いうことにはしないで欲しいということです。本来あったのなら大
きな問題がなければ元の石材を使って下さい。

工藤室長

10 ページの図 29 の法面補強工の左側に石垣が崩落しているとこ
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ろがあります。ここは、両側とも縦に目地が通っているので、その
間が抜ける形で崩落したのではと、現場で考えていました。それが
崩落原因であれば、積み方等に工夫をしたいと思います。
議長（入間田委員長） 必要最小限度、ということですね。
田中委員

あちこちにクラックが入っている石材がありました。そういうも
のは、交換する必要があると思います。ただ、2 つに割れていても、
接合できるものはできるだけ再利用して欲しい。背面については、
裏込が栗石だけでなく、土が層状に入るところがあると言っていま
した。そういう積み方もあるので、しっかり観察して欲しいです。
私が気にかかるのは、縦目地が通っているのはだめだとか、しめ
るために栗石の間に砕石を入れなきゃだめだというのは、今の感覚
です。だから、それは絶対の話じゃないので、あまりそれにこだわ
らないでいただきたい。

議長（入間田委員長）

崩落の原因調査は、解体をする過程で検討して下さい。原因につ

いては、調査指導委員会で議論していただき、その上で、我々の委
員会でも議論して、両方でいい結論がでるようにしていきたいと思
います。
天端のラインについて、①と②というご提案がありましたが、そ
の点についてはよろしいですか。
感想になりますが、酉門の手前の石垣では切石の上に野面が乗っ
ていて、明らかに本来の形とは違います。それをどう受け止めるか
を考えると、何度も地震等の災害にあいながら、その時々で試行錯
誤をしてきた、災害に対する努力の積み重ねの歴史なのだと思いま
す。現状を大事にすることは、後世に対するメッセージとしても有
効なのだと思います。色々な時代のものが混ざっていて、かっこよ
くはないのですが、それ自体が非常に大事なのだと思います。酉門
は、最近の様子も分かるし、全体的に見ると一番古い時期のものも
見えてくるという、貴重な遺構なのだと思います。
議長（入間田委員長） 酉門 3 の天端の樹木・根株に対する対応についてお願いします。
文化財課関根主事より説明
議長（入間田委員長） ただ今のご説明について、ご意見ありますか。

10

対応 2 の重要な遺構がある場合には遺構を移動し、というのは具

北野委員

体的にどれを指すのですか。
関根主事

この遺構というのは、石垣や礎石などの元に戻せるものです。そ
ういったものが近くにある根株に関しての対応ということになりま
す。現状では、事務局として対応 2 と判断したものはありません。

北野委員

重要な遺構が出れば、対応 3 にすればいいのではないですか。

関根主事

そういった遺構があった場合は対応を検討し、そのときに対応 1
や 2 や 3 のどれがいいのかを考えていきます。

田中委員

遺構を移動するというのは、原則にはならない。

北野委員

私もそう思います。この文章を読むと違和感があります。

議長（入間田委員長） 対応 3 が基本ですね。対応 2 にあえて、移動しという文章を入れ
ておく必要はない、ということですね。
石垣の上に建物が建っているとすると、樹木の 1、2、3 の辺りに
何かありそうな気がしますが、そういうものを想定していますか。
1、2、3 の辺りと、栗石をはずし、地山が出てきて検出した結果、

関根主事

遺構が残っているということがあれば、検討するということです。
現状では検出していません。
議長（入間田委員長） 対応 1 にある専門家というのは、どういった方のことですか。
関根主事

樹木に関しての専門家です。根株は枯死させなくても大丈夫だと
か、そういった判断をしていただくということです。

議長（入間田委員長）

切り株はほっといていいのか、なくした方がいいという判断をす

る専門家はいるのですか。
田中委員

いないと思います。無理に菌をいれたり穴を空けたりすると、急
激に変化するので遺構に影響があると思います。自然枯死の方が、
ゆっくりでいいと思います。

工藤室長

切り株の 6 と 4 の間に石列があります。この石列が、根株の 5 や 6
11

の下に伸びていて、当初は掘削をして、石列があれば一時的に取り
上げて、根の除去後に元の位置に戻すという対応を考えていました。
しかし、バックホーの先端にローラー状のアタッチメントを付け、
根株だけを除去できるということで、そのように対応しました。
11 ページに石垣の様相模式図があります。最終的には、こういう

田中委員

形で積み上がるのですか。
関根主事

基本的にはそうなります。現状で石垣が残っていない部分は、旧
状の写真を見ながら判断しました。しかし、解体過程で裏込等を検
討しながら、変わっていくと思います。

田中委員

平面と断面と立面を常に比較しながら、違う地形が出たら変わっ
ていくものだと思います。

関根主事

適宜、変えていくことを考えています。

3）清水門石垣の復旧工事について
議長（入間田委員長） 次に清水門石垣の復旧工事について，ご説明をお願いします。
文化財課 渡部主査より説明
■■■■■■■■■■■■■■■■■■質疑応答■■■■■■■■■■■■■■■■■■
議長（入間田委員長）

ただ今のご説明、現場でご覧いただいた範囲でご質問、ご意見は

ありますか。
田中委員

コンクリートがどこまで入っているかは、19 ページの図 21 で見る
と青線のラインで台形状に入っている部分と考えられるようですが、
解体の際、範囲が重複した場合、コンクリートをはずしますか。

渡部主査

図 21 の青線で囲まれた逆台形の背後にコンクリートが入っている
と想定していますので、コンクリートはずすように考えていました。

北野委員

解体範囲は、図 36 の赤線の範囲ですか。

渡部主査

図 36 と図 39 の赤線までが解体予定範囲です。
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北野委員

解決案が浮かばないのですが、コンクリートをはずしたところと、
はずさないところの境目をどうするかは、課題だと思います。境目
が、大きな地震が起きたときに、どう影響するのか不安です。ぜひ、
いい案を出していただきたいです。

議長（入間田委員長） コンクリートははずして、別の裏込にするのですね。
渡部主査

解体範囲内になりますが、
（コンクリートに替え）一定程度の栗石
を入れます。

田中委員

コンクリートを切って、代りに裏栗を入れる。そうすると新たな
境ができ、次の地震のときに何らかの影響が出てくる可能性は高い
と思います。

北野委員

例えば、境目を段状にして切っていくなどの対応をしないと、片
方は栗石が沈んで、片方はコンクリートだから沈まないということ
が考えられます。

議長（入間田委員長）

それは、検討課題ということで、田中先生、北野先生を含めて検

討していただきたいと思います。
渡部主査

大まかな方針として、角石を安定させ、隅角部を谷状に解体する
方針についてはご了解いただいたということで、問題は境目の工夫
を考えるということです。

北野委員

角石の位置の変更は、直前の石垣の状態ではなくて、新潟地震の
前に戻すという基本方針ですか。

渡部主査

そう考えています。

北野委員

新潟地震以前の写真で、角石の姿が分かっているのですか。

渡部主査

図 36 の 6 という石が 4 の位置にくるだろうということは、写真か
ら分かります。少なくともそこは交換してみようと思います。ただ、
5 と 4 の石がその上にスライドするのかは、石を乗せてみてどこで安
定するのかを検討したほうがいいと考えています。

北野委員

確実に分かっていて、横に接する石との矛盾がなければ、新潟地
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震以前に復旧するのはいいと思いますが、当然、横の石との当たり
も変わってくるので、直前以外に戻すのは現実的には難しいと思い
ます。
Ⅵ 閉会
（１）議事の終了
議長（入間田委員長）

それでは本日の委員会の議事は終了と致します。
閉会の前に宮城県の白崎さんからコメントをお願いします。

（２）オブザーバーのコメント
白崎主任主査

先生方、長時間にわたりご審議ありがとうございました。2 点ほど
しっかり考えていかなければいけないと感じたことがあります。1 つ
目は、道路についてです。会議中に議論になりましたが、道路のあ
り方は基本計画では整理されていますが、いつどうするかは見えて
いません。史跡内、名勝地内の道路の問題はどこでもあり、宮城県
内でもあります。皆さんこの道路はない方がいいと言われるのです
が、ではどういうプログラムの中で別なところに持っていくのかが
大きな問題です。東京では、国分寺で都市計画道路の決定を変更し
ましたが、仙台城の市道のあり方は、代替道路や周辺の交通計画と
の関係の中で整備されていくことだと思います。周辺住民の方の道
路でもあるということも、分かっていますが、どこかで決断をする
ことが大事だと思います。その決断をするのは、文化財課ではなく
て道路課だと思います。文化財のサイドとしては、今はあるけれど
もない方がいいことをプレゼンする。道路課の方は、それを住民に
説明する必要があるので、その資料を文化財に求めることで、力を
合わせて対応して欲しいと思います。
２つ目は、石垣の修復に関してです。ご指摘のように調査が重要
になってくると思います。修理のときに初めて分かることがありま
す。入間田先生がおっしゃったように、無理に復元しないことも大
事なことだと思います。実際は、現場作業で方針を決めていくとい
うことになると思いますので、迷ったり、方針を決めたりしたとき
は、先生方にご相談をしていただきたいと思います。

工藤室長

現場、委員会でいろいろとご指導ありがとうございました。これ
からも、ご意見をお伺いすることが多々あると思いますが、引き続
きご指導のほどよろしくお願いいたします。
以上
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