平成２４年６月１８日
湖風会「工学部学友会」
記録：藤浪市郎

平成２４年６月（第４回）理事会の記録
先日は大雨注意報が出されるような空模様で心配をしていたが、今日は梅雨の中休みの晴れとなった。
パナソニックリゾートには紫陽花が美しい藍色を見せていた。この日本原産の植物であるアジサイの一
種に、シーボルトはオランダに帰還して「日本植物誌」を著した際、Hydrangea otaksa（ﾊｲﾄﾞﾗﾝｹﾞｱ
ｵﾀｸｻ）と名づけたとされている。これは日本で暮らしたときの愛妾 楠本 滝（お滝さん）の名を潜ませ
たと言われている。そんな花を見ながら第４回理事会に臨んだ。今回は１３名の出席で活発な意見交換
がなされた。
（１）日

時

：平成２４年６月１７日（日）１０：００～１４：５０

（２）場 所
（３）出席者

：パナソニックリゾート大阪 第５会議室
：立入会長、国領・林(正)副会長、西澤・奥村顧問、藤田・内片・山添・松下・長谷
若林・平野・藤浪各理事、
（４）議事内容 （議長；立入会長）
配布資料： 同窓会館パース図・建設日程・平面レイアウト図
学科・学年幹事向けアンケート（案）
学科・学年幹事の役割（案）
キャノンマシナリー（株）工場見学計画
県大工学部支援会加入 及び 候補企業
１、立入会長の挨拶（要旨）
おはようございます。日曜日のお忙しい時間に朝早くからお出かけ頂きありがとうございま
す。学友会も総会から７ヶ月、４月から本式にスタートしてから３ヶ月弱、お陰さまで皆様
のご協力で色々な事業を推進していただき、ありがとうございます。
ただ今から議題に沿って第４回理事会を開催いたしますので、宜しくご審議下さい。
＜討議事項＞
２、 「工学部学友会」の事業内容について
① 会員と湖風会及び県大工学部との連携について・・・松下理事
ａ） 湖風会関連報告（前回理事会（4/15）以降の湖風会行事）
1）4 月 15 日 ；総務委員会開催
2）4 月 22 日 ；湖風会「近畿支部」設立総会開催 約 70 名出席
松下理事が出席され、会場で S39 化卒の佐々木信一郎さんと知り合い、学友会の学科・
学年幹事を引き受けて頂けることになった。
3）5 月 12 日 ；湖風会役員会開催
平成 24 年度の事業計画。予算（案）の審議の中で各支部への助成金が決定した。
「工学部学友会」から申請していた助成金は、申請 17 万円に対し 15 万円に圧縮された。
（5/21 日付けで口座に入金済み）
今回湖風会の同好会として位置づけされているテニス同好会への助成金を学友会から申
請していた。学友会同好会（湖風会テニスを含め）7 万円の申請に対し支給実績が 5 万円
になったので、討議の結果、変則的にはなるが「テニス同好会」に学友会から 1 万円の
助成金を支払うことに決定した。
次回役員会で会則の「支部細則」の見直しの中で活動助成金の取扱が討議される予定。
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4）6 月 11 日 ；ＨＰ委員会開催（松下委員都合で欠席、国領副会長が代理出席）
同窓会館のパース、レイアウト図、建設日程資料入手。（理事会で配布）
7/14 開催の役員会に併せ地鎮祭が行なわれ、Ｈ25 年 2 月に竣工予定。工費 4,250 万円。
同窓会館の着工も近づいており、寄付金の具体的な募集方策も決めなければいけない時
期に来ている。次回役員会で詰める。（5 千円/口で 5,000 万円を目標に募る。）
湖風会のＨＰはリニューアル版の作成中であるが、基本的には本部のＨＰではあるがそ
の中に各支部の役割を包含した形でそれぞれのＨＰがある形となる。これは換言すれば、
各支部の活動が即ち湖風会の活動と捉えることになる。
ｂ）Ｓ31 機卒のクラス会での県大訪問について
Ｈ24/10/11 Ｓ31 機卒（学年幹事 田頭顧問）がクラス会を開催され、その中で県大を訪
問し工学部の教授に挨拶したい旨の要望とアテンドの依頼がきている。
国領副会長が対応されているが、学友会の県大工学部支援チームから若林理事にも対応
してもらうことにした。
卒業生のクラス会単位の訪問時に大学（工学部）に対応してもらい、県大と同窓会との
連携をより密にしていく先駆けとしていきたい。
② 同好会活動について・・・各世話役
ａ）ウォーキング＆小旅行・・・国領世話役
HP（http://h-genkikai.com/doukoukai/higaeri/index_higaeri.htm） 参照
今回で 8 回目となった。 5 月 10 日 世界遺産「東大寺」と名勝「依水園」と銘打ち奈良方
面への小旅行を実施した。 23 名の参加者があり、好天にも恵まれ楽しい散策ができた。
コースは、二月堂（西国札所）～手向山八幡宮～法華堂（三月堂）～鐘楼（大鐘）～南大
門～東大寺ミュージアム～仏殿～戒壇堂～依水園（昼食・懇談・庭園散策）～県庁屋上～
興福寺で解散であった。奈良の社寺仏閣、仏像、歴史に造詣が深い S39 機卒の安田さんの
名調子の案内で一層盛り上がった。安田さんには感謝々。来年は“奥びわこ”の予定。
ｂ）ゴルフ・・・立入世話役
ＨＰ（http://h-genkikai.com/doukoukai/golf/index_golfup.htm） 参照
6 月 2 日（土）オレンジシガ CG にて第 12 回コンペ開催。参加者は 8 名（2 組）。
初参加の森さん（Ｓ41 機卒）が優勝。
ｃ）フォト同好会・・・山添世話役
9/30（日）に、写真展鑑賞＆大阪港の夕日を撮る撮影会を開催予定。次回理事会には詳細
を提示する。概略の予定は、
13：00 大阪駅に集合→富士フィルムフォトサロン大阪（本町）で写真展鑑賞→大阪港で開
催の各種イベント撮影→天保山ハーバービレッジから 45 分のディクルーズ（大阪港めぐり）
に乗船、夕日を撮影→会食 解散で計画する。 尚、日没の時間の関係で日程を後倒しする
かも知れない。
ｄ）カラオケ・・・西澤・内片世話役
年 2 回の開催を計画していたが、昨年度は忘年会後の 1 回に留まった。
今年度も 12 月理事会／忘年会後に開催したいと考えている。12 月の理事会は草津の予定
になっているので、会場探しをする。
ｅ）テニスの集い・・・林世話役代行
10/21or27 に県大テニスコートで、1 泊 2 日開催の予定は変っていないが、具体的には進
捗していない。次回理事会までには計画を詰める。
学友会ＨＰに各同好会の登録メンバーがアップされているが、その後参加実態と乖離してき
ている。世話役と活動の内容のみの記載とし、登録メンバーは抹消する。各世話役は同好会
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活動の内容を山添理事あてメールすること。
③ 名簿管理について・・・国領副会長
5/25 名簿管理チームの打合せを実施した。
それまでに、
1）先般開催の総会の冊子の学年幹事への発送は 1/24 の名簿管理チームの打合せに基づき、
総会に出席されなかった学年幹事（但し、総会案内に対しレスポンスが無かった幹事は
除く）17 名に送付した。（3/12）
2）その後、学年幹事を引き受けていただいた、S39 化学 佐々木信一郎さん、S31 化学 餅
川義之さん、H24 機械システム 塚本卓也さん、H24 材料科学 岡本宇隼さんにも順次
送付した。
現状学年幹事の登録は、機械系 48 名、化学系 13 名、県大 2 名の計 63 名となっている。
化学系の学年幹事が手薄になっているので、これの拡充が課題となっているが、当面湖風
会の評議員に学年幹事をお願いすることを含め、国領副会長、長谷・若林・平野各理事で
打合せを行なう。（6 月 30 日 15：30～ 彦根で）
その結果を踏まえて、名簿管理チームの打合せを行い、学年幹事向けのアンケートの実施
に向けて検討を行なう。このアンケートの中で、学年幹事からクラス員の名簿の提供をお
願いして行く。
④ 「工学部学友会」ＨＰについて・・・山添リーダー
4 月以降、理事会議事録、同好会活動実績、クラス会便り（3 クラス）などをアップした。
2002 年 8 月に彦機会のＨＰを立ち上げて満 10 年となり、ＨＰ担当を交替してほしいとの
申し出があった。交替に当たっては、自薦・他薦で 2 名程度人選し、メンテが出来るように
理事会終了後に勉強会（1～2 時間）を実施、来年度中には引き継ぎたいとの話があった。
人選及び今後の勉強会等は次回の理事会で検討する。
国領副会長から会員への情報伝達を円滑にするため、書込みを理事クラスに限定した掲示
板みたいなものを作ってほしいとの要望があった。山添理事が検討することになった。
⑤ 県大工学部の活動支援について・・・立入会長
ａ）県大工学部支援会への加入依頼活動について
立入会長の紹介で、山科精器㈱（滋賀県栗東市東坂５２５）が加入して頂いた。
同じく立入会長の紹介で、兵神装備㈱（神戸市兵庫区御﨑本町 1-1-54） 及び
㈱片岡製作所（京都市南区久世築山町 140）が加入候補企業として折衝を続けている。
Ｓ31 機卒の森脇さんが社長をされている森精機器㈱（高知市相生町 7-12）に田頭顧問
から打診していただいたが、地域密着として地元高知の大学 2 校を支援しており、新た
に滋賀県大の支援と言われても躊躇せざるを得ない。
やはり、卒業生の就職状況からも滋賀県および京都府に立地している企業を模索すべき
である。
ｂ）会社訪問について
① キャノンマシナリー株式会社への会社訪問について
日 時
；平成 24 年 7 月 12 日（木） 12：45～15：00
訪問先
；キャノンマシナリー株式会社(草津市)
http://www.canon-machinery.co.jp/
県大の支援会参加企業であり、OB が約 20 名在籍。
参加予定者；約 60 名
内訳―県大機械システム工学科学生 50 名、教官 3 名（安田・南川教授、
大浦助教）、湖風会就職支援委員 植田氏（未定）
学友会；立入、国領、林、内片、山添、松下、長谷（敬称略）
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（参加者名簿をキャノンマシナリー㈱に提出の必要がある）
出席者には、当日の移動手段、時間などについては別途連絡する。
② 森精機器㈱の会社訪問について
田頭顧問に訪問していただき、森脇社長の意向を伺った結果、工学部学友会の森精機
機㈱の企業訪問は歓迎します、との事であった。
支援チームの打合せを 7/4 17：30～ 長濱製作所で行い方針を決定する。9 月中頃を
目処に 1 泊 2 日で計画をする。尚、Ｓ31 機卒のクラス会での県大訪問に関する県大側
との詰めも同打合せで行なう。
３、その他
① 県大安田教授の理事会への出席について、
県大側から学友会窓口である安田教授を理事会に出席させて欲しいとの要望を松下学部
長から立入会長にされていた。この取扱について理事会で検討した。
結果、安田教授の出席について支障はないが、我々と同等の立ち位置ではまずいので
「特別理事」の役員名称で参画して頂く。（次回理事会から開催案内を送付する。）
【6/19、県大松下学部長と立入会長間のメール連絡で決定】

次回、第 5 回理事会開催予定
日
場
議

時；平成 24 年 8 月 19 日（日）時間は別途案内
所；ザ草津タワー
題；別途案内
以 上
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