平成２４年８月２６日
湖風会「工学部学友会」
記録：藤浪市郎

平成２４年８月（第５回）理事会の記録
ロンドンオリンピックが終わった。日本は史上最多の３８個のメダルを獲得し、一部の競技を除きア
スリート達は充分に期待に応えてくれた。また、第９４回目をむかえた全国高校野球選手権大会は、地
元大阪桐蔭高校が春・夏連覇の偉業を達成した。その余熱のせいか立秋・盂蘭盆会が過ぎても一向に涼
しさの気配もなく、猛暑日・熱帯夜が続いている。近畿地方の長期予報では 9 月も平年より暑いとか。
そんな暑さの中、第５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８月２５日（土）１４：００～１７：００

（２）場 所
（３）出席者

：ザ・草津タワー 集会室
：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： 湖風会・H24 年度第 2 回役員会提示資料
湖風会ＨＰ（リニューアル版）抜粋ハードコピー
第５回「フォト同好会」開催のご案内
キヤノンマシナリー（株）訪問の記録
湖風会「工学部学友会」学科学年幹事―県大工学部
森精機器株式会社の訪問ご案内 （訪問参加者リスト）
名刺デザイン案
１、立入会長の挨拶（要旨）
皆さんこんにちは、配布の議題に沿って第５回理事会を始めます。
アットいう間に盆も過ぎ最近の天気を見ていると、ある日突然雷が鳴って事故が起きたり、
ＪＲが不通になったり、14 日と 18 日には京都・滋賀で大変な雨で被害も出ました。天候も
不透明だし、景気も不透明だし、政治も不透明だし大変な時代になってきました。
そんな中、皆さんお変わりなく元気で集まっていただきありがとうございます。
それでは議題に則って進めさせていただきますので、宜しくご意見・ご討議の程お願いした
いと思います。
＜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・若林理事
ａ） 湖風会関連報告
1）7 月 14 日 ；H24 年度第 2 回役員会（若林理事が代理出席）
ｲ､ 支部細則が改定され同好会に対する助成金は、立ち上げ時の経費に限定して H24 年
度をもって廃止する。支部活動助成金・クラス会助成金は従来通り交付される。
学友会の同好会実施要綱は湖風会からの助成があることを前提としているので、今年
度中にこれを改定する。
ﾛ､ 湖風会のＨＰがリニューアルされた。（8 月 24 日）
ﾊ､ 同窓会館建設に関わる寄付金募集の趣意書が纏められ、9 月初旬全会員に振替用紙と
ともに送付される。5,000 円/口とし 5,000 万円を目標に募る。
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② 同好会活動について・・・各世話役
ａ）テニスの集い・・・林世話役代行
10 月 27 日（土）～28 日（日）に開催する予定。
27 日 13：00 に県大テニスコートに集合、17：00 位までテニスを行い、彦根キャッスルホ
テルで懇親会、宿泊し、28 日は午前中周辺散策の予定。
詳細は別途書面で案内する。
ｂ）フォト同好会・・・山添世話役
下記の要領で第 5 回「フォト同好会」を開催する。
1）開催日時；9 月 30 日（日）13：30～20：00（雨天決行）
大阪駅 1 階中央改札口前（みどりの窓口前）に 13：30 に集合
2）会費 ；約 4,000～4,500 円（各自実費支払い）
3）概要 ；
ｲ､ 14：00～14：30 富士フィルム大阪ビル 1F の富士フォトサロンにて 3 展示会鑑賞
ﾛ､ 15：00～16：30 大阪港、海遊館前。大観覧車周辺やイベントなどの写真撮影。
ﾊ､ 17：00～17：45 帆船型観光船サンタマリアに乗船し、風景・夕景写真の撮影。
ﾆ､ 17：50～18：30 大阪港周辺の夕景や大観覧車などの夜景撮影。
ﾎ､ 18：30～19：30 懇親会（天保山マーケットプレス 3F 寿司・和食「がんこ」予定）。
雨天の場合は ﾛ～ﾆ は中止とし海遊館での撮影とする。
ｃ）カラオケ同好会・・・西澤・内片世話役
12 月の理事会／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、青木さん（ザ・草津タワー在住）の協力を得て松下理事が会場設定をする。
ｄ）ゴルフ同好会・・・立入世話役
12 月 1 日（土）オレンジシガ CC にて第 13 回コンペ開催予定。
10 月末頃案内をする予定である。（コースの予約は済み）
③ 名簿管理について・・・国領副会長
ａ）名簿管理チームの課題として、化学科の学科学年幹事の充実がある。これは今年 学科学
年幹事へのアンケートを予定しており、その対象者を絞り込む為でもある。
国領副会長・長谷理事（名簿管理チーム）始め化学科卒の理事の 2 回に亘る打合せ及び、
松下恭明滋賀支部長のご協力もあり S22 年から H8 年迄の学科学年幹事候補者の名簿リ
スト（168 名）が出来た。
これは、松下恭明滋賀支部長がまとめていただいた工学部学友会 学科学年幹事名簿（案）
と、湖風会事務局から取り寄せた化学科の湖風会評議員名簿、及び、昨年の設立総会へ
の出席者リストから纏めたものである。
この名簿から絞込み具体的に学科学年幹事就任の要請をしていく。
又、滋賀支部が評議員にアンケート調査を実施されているが、その結果を入手して活用
できるものは利用させてもらうことを考えている。（8/25 現在 結果の纏め未完成）
長谷理事から松下恭明滋賀支部長に、松下恭明滋賀支部長から提供を受けた名簿を活用
させていただく旨のお断りと、アンケート調査結果の纏めを提供して頂くようお願いす
る。
ｂ）県大工学部の学科学年幹事の充実もまた課題であるが、H18 年機械システム工学科卒の
前川 裕美さんの学科学年幹事就任の了解が得られた。
H24 年電子システム工学科卒の学科学年幹事の候補者が安田教授に伝えられているとの
ことであるが、H25 年卒と一緒に連絡していただけるようである。
又、県大は学部卒業者と大学院修了者がおられるが、学科学年幹事は学部卒業時のクラ
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スを基準として選任することを確認した。
ｃ）平野理事（S46 年化学科卒）から、S45 年と S47 年化学科卒の名簿が入手できれば、自
分と 1 学年違うだけなので繋がりから、理事や学科学年幹事の候補者を当たることが出
来るとの意見をいただいた。松下理事に入手をお願いする。
ｄ）化学科卒の理事の若干名が、実質的に活動が無理な状態である。代替者も含めて今後の
処置を検討する。
ｅ）次回の名簿管理チームの打合せを 9 月 26 日（水）に行なう。場所・時間は別途国領副会
長から連絡いただくこととした。
④ 「工学部学友会」ＨＰについて・・・山添リーダー
前回の理事会で要望が出された 掲示板 が開設された。（6/26）
会員への連絡に大いに活用して下さい。運用上の意見・質問などがあれば山添理事まで連
絡下さい。 又、HOME の下部に第 6 回総会の冊子に協賛広告に掲載寄付を頂いた企業・
団体の広告を掲載した。 課題として現状のドメイン h-genkikai.com の変更がある。
⑤ 県大工学部の活動支援について・・・立入会長
ａ）会社訪問について
1） キヤノンマシナリー株式会社への会社訪問実績報告
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。
参加者 ； 60 名
内訳―県大機械システム工学科学生 48 名、教官 3 名（安田・南川教授、大
浦助教）、湖風会・学友会役員 9 名
県大 OB の橋本・白井両氏（H21 年卒 守山事業所勤務）が交流会に参加された。
（都合により HP には集合写真のみ掲載している）
2） 森精機器㈱の会社訪問について
国領副会長から詳細計画の説明があった。
日 時 ；平成 24 年 9 月 14 日（金）～15 日（土） 1 泊 2 日
訪問先 ；森精機器株式会社 （代表者 森脇 祐幸氏―S31 機械卒）
http://www.moriseikiki.co.jp/ 高知県高知市相生町 7-12
PC ストランド用緊張金具類の製造及び精密切削加工全般
旅 程 ；9/14 7：30JR 京都駅八条西口観光バスターミナル前集合、7：40 出発
貸し切りバスで名神・中国道・山陽道・神戸淡路鳴門道・徳島道・高知道経由
で森精機器㈱に 13：00 到着予定。（高速舞子バス停で 3 名乗車予定）
13：00～16：00 工場視察。
懇親会、宿泊。
9/15 午前中高知市内観光、午後帰路につく。京都駅八条口 19：00 着予定。
参加者 ；8/25 現在 13 名確定、後 2～3 名参加勧誘する。
8 月末までに、参加者に詳細実施要領を案内する。
ｂ）県大工学部支援会への加入依頼活動について
7/4 立入会長・国領/林副会長・安田教授で打合せ実施。
山科精器㈱以降の加入実績は出ていない。京都・滋賀の企業４社位に県大工学部の案内、
支援会の説明資料を送付し、アプローチしている。
今後も継続してお願いして行く。役員の皆様も心当たりの企業を推薦して頂きたい。
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３、その他
学友会活動の中で面談時名刺を要求されたこともあったこと等から、その必要性に鑑み事務
局でデザイン案を作成し提示・検討した。その結果１案（滋賀県大内の事務局と連絡先―自
宅双方の住所を記載したもの）とすることし、希望者に 10 枚単位で作成することとした。
希望者は事務局（藤浪）宛連絡下さい。
【ご参考に、湖風会支部組織（学部支部・地域支部）の相関図を添付します。】

次回、第 6 回理事会開催予定
日
場
議

時；平成 24 年 10 月 21 日（日）10：00～
所；パナソニックリゾート大阪 会議室
題；別途案内
以上
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