平成２５年４月１4 日
湖風会「工学部学友会」
記録：平野

康生

第９回（平成２５年４月）理事会(理事会総会)の記録
（１）日

時

：平成２５年４月１４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４会議室
：立入会長、国領・林(正)副会長、藤田・内片・山添・谷川・小谷口
松下・平野理事･･･敬称略(計１０名)
（４）議事内容 （議長；立入会長）
配布資料：・平成 24 年度「工学部学友会」活動実績
・平成 25 年度「工学部学友会」活動計画
・中小企業総合展 2013 入場券
・工学部活動支援チームのミーテイングメモ
・「工学部学友会」役員会への湖風会からの交通費補助申請予算
・平成２４年度 湖風会「工学部学友会」会計報告
・平成２４年度 彦機会 会計報告
・「工学部学友会」学科・学年幹事向けアンケート調査集計
・日刊工業新聞の「長濱製作所」立入会長紹介(H25/3/7 日)
１、立入会長の挨拶（要旨）
時候の挨拶、参加者へのお礼と第９回「学友会」理事会開催の宣言。
初めて出席された小谷口理事の紹介とゴルフが堪能でゴルフ同好会の世話役になって頂い
たとの報告があった。小谷口理事から「今後とも宜しくお願いします。」との挨拶があった。
＜討議事項＞
２、平成２４年度事業報告承認について
①会計報告及び会計監査報告：藤田理事
平成２４年度 湖風会「工学部学友会」会計報告及び会計監査報告がなされ、理事会とて
承認された。
②事業活動実績報告(H24 実績、詳細は添付「工学部学友会」活動実績を参照)：立入会長
・理事会の実績
全６回（２カ月毎に開催し、草津タワーと吹田のパナソニックリゾートを交互に利用）
・小委員会の実績
・名簿管理チーム ６回の会合実施。
・HP 推進チーム クラス会、議事録、同好会等を３０件以上の記事を掲載。
・活動支援チーム 活動支援 GM を３回開催、支援会新規加入会社が３社。
・会社訪問 2 回(キャノンマシナリー、森精機器㈱)実施。
・同好会活動 ゴルフ、ウォーキング&小旅行、フォト、カラオケ、テニスの活動実施。
３、平成２５年度事業計画について（詳細は平成２５年度「工学部学友会」活動計画を参照）
①同窓会館での理事会開催について：国領副会長
・4/20 日に行われる湖風会役員会で「同窓会利用規定」が決まり次第、6/23 日の
当理事会で学友会としての活用方法をきめたい。
・理事会開催回数：平成 25 年度も年 6 回(内 1 回は、同窓会館)を予定とし、予約は
ザ・草津タワーの予約：藤浪、パナソニックリゾートの予約：藤浪(山添)とする。

1

②「工学部学友会」の事業報告の内容(平成 25 年の活動方針)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
立入会長より、平成２５年度から「連携推進チーム」の活動計画を小委員会欄に作成して
ほしい、との要望があり、次回理事会に活動内容を報告することになった。
2）同好会活動について 各世話役
ａ）ゴルフ同好会・・・立入世話役
本年度も年 2 回開催し、次回は 6/1(土)オレンジ滋賀を予定、3 組予約しているので
知り合いの方々に声を掛けてほしい。
開催はウィークデーにしてほしい、との要望も有ったが、本年度も 6・12 月の第一土
曜日に行う。
ｂ）ウォーキング＆小旅行・・・国領世話役
5 月 10 日（金）に予定しており、4/14 日現在 20 名集まっている。
行き先は奥琵琶湖方面とし、JR 米原駅に集合、貸し切りバスで賤ケ岳（ﾛｰﾌﾟｳｴｲ）。
雨の場合は長浜城 → 西浅井の国民宿舎つづらお荘レストランで昼食 → つづらお崎展
望台 → 渡岸寺観音堂 → お土産店 → JR 米原駅を予定している。
ｃ）カラオケ愛好会・・・内片世話役
12/8 の理事会後に開催を予定している。
林(正)副会長より昨年は草津で楽しく有意義に過ごせた。今年も楽しみにしているとの
発言があった。また、活動を広げるため何かの会(例：テニスの集い)とドッキングして
はどうか、との意見も有った。
ｄ）テニスの集い・・・林世話役
10/26～27(土、日) 県大テニスコートで開催を予定している。
準備は、出来るだけ学生に任すつもりである。(宿泊、道具等)
昨年の懇親会には、学長が参加してくれて、場が盛り上がり良かった。
懇親会を盛り上げたいため学生の参加費は、\4,000(昨年)➠\3,000(今年)にし、社会
人は\20,000（懇親会のみ\12,000）として、差額を学生に回したい。
国領副会長より、テニス同好会には学友会以外の方が入っているが、運営は学友会から
外れたのかどうかの質問があった。
林世話役よりいずれ湖風会で運営していくよう進めていくが、今年も学友会で運営する
との返答があった。
３）名簿管理について・・・国領副会長
ａ）学科・学年幹事向けのアンケート調査結果の中間報告
（詳細は添付「工学部学友会」学科・学年幹事向けアンケート調査結果(4/11 現在)参照）
1/21 日発送し、4/11 日現在の集計を報告（返信回答率：42.7%(41/96)）
以下、回答のあった 41 名の学年幹事のアンケート結果
・「工学部学友会」の認知度：78.0%(32/41)と高かった。
・又、認知無し 8 人中 6 人は化学であり、今後の啓蒙が必要である。
・クラス会開催：75.6%(31/41)と何らかの形でクラス会が行われている。
・クラス員の住所把握状況：不完全な把握も含めると 87.9%(36/41)と高かった。
・総会案内のクラス員への連絡状況：まったく伝えていないが、41.5%(17/41)
・ＨＰへのアクセス状況：アクセス無し 56.1%(23/41)と予想外に高かった。
ｂ）学科・学年幹事向けのアンケート調査結果の最終報告
6 月に調査結果をまとめて最終版を作成し、アンケートに協力頂いた学年幹事宛に送
付する予定。 送付時に来年春の総会予定日、予定場所を案内したいため、早急に開
催日・開催場所を選定して欲しい。
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C）上記の総会について、以下の意見を参考に、5 月末迄にはだいたいの予定日、開催場所
を決めるとした。
・参加予定人数：100 名以上を想定。
・開催場所候補：１）パナソニックリゾート 120～130 名迄受け入れ可能。
２）県大：食堂業者も含め、総会、食事が可能かの確認を松下理事
に依頼し、5 月末迄に返事をもらうこととした。
３）彦根市内：2 か所程度しかないのではないか。
・集客については、彦根が望ましく、県大外の会場であれば画像で大学、同窓会館を
みせてはどうか。
・大学見学としては、会場が大学で可能になれば一番よいが、他会場の場合、大学へ
の送迎が可能かの確認が必要である。
ｄ）新県大卒の学年幹事：4 名(材料化学、機械システム H23・24 卒)安田教授より連絡を
頂いた。
４）「工学部学友会」ＨＰについて・・・山添リーダー
ａ）HP アドレス（ログインドメイン）の一元化について
「彦機会」の解消に伴い、従来の HP アドレス http://h-genkikai.com に代わる新
たな「工学部学友会」HP 用のアドレス（ログインドメイン）http://k-gakuyukai.jp
を取得した。来年 2 月で従来の HP アドレスを解約し、新 HP アドレスに一元化する。
それまでは、どちらの HP アドレスからもアクセスが可能であるが、今後は新 HP ア
ドレスからアクセスして頂くようお願いした。
ｂ）ＨＰアドレスの頭などに「学友会」の旗マーク （ファビコン）がつくように設定し
た。（お気に入り登録などでよく分かるようにするため）
ｃ）掲示板に投稿が入った時に、化学科卒の理事を含め理事会出席の理事に自動配信され
るように設定する。（現在、機械科卒の理事 5 名のみ実施済)
国領副会長より投稿後に修正又は削除するには、暗証キーを入れないといけないのか
との質問があった。
それについて、投稿時に暗証キーを入れていないと修正又は削除が出来ない。それを
（修正・削除）行う場合、掲示板の真下で、処理「修正・削除」の選定、記事 NO 入力、
暗証キー入力して「送信」するとできる。今後、これらの処理や投稿方法などについ
て少し詳しく掲載することを検討する、との返答があった。
５）県大工学部の活動支援について・・・立入会長
ａ）工学部支援会加入について
・H24 実績：山科精器(H24/5 月)、槌屋(H24/8 月)、兵神装備(H25/1 月)の
計 3 社加入済。
・H25 アプローチ中：片岡製作所、ハセック他(OB 在職中の中堅企業にアプローチ)
ｂ）会社訪問について
H24 実績：・キャノンマシナリー㈱
H24.7.17 に訪問、参加者 58 名(学生 47,教官 3、学友会 8)
・森精器㈱ H24.9.14-15 に訪問 参加者 13 名(教官 1,学友会 12)
H25 予定：7/4 日（木）山科精器㈱を 50 名程度で訪問予定(県短 3、県大 2 名在職)
Ｃ）新県大工学部長・学科長の就任状況
・工学部長
廣川 能嗣教授
H25.4.1～H27.3.31
・材料科学科長
松岡 純教授
H25.4.1～H26.3.31
・機械ｼｽﾃﾑ工学科長
安田 寿彦教授
H25.4.1～H26.3.31
・電子ｼｽﾃﾑ工学科長
作田 健教授
H25.4.1～H26.3.31
松下理事より退官された先生方の工学部学友会への入会状況はどうかとの質問があ
ったが、現在安田先生より入会勧誘進行中との発言があった。
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ｄ）その他の活動
・京都ビジネス交流フェアー(H25.2.21-22)に学友会 OB 企業が初出展。
㈱長濱製作所、佐々木機械㈱の 2 社。
６）連携推進チーム・・・松下リーダー
ａ）「湖風会」通常総会：6/29 日（土）の予定。
ｂ）寄附の集まり状況：予定 5,000 万円➠実績 1,033 万円(3/31 現在)。
湖風会誌を発行予定にしており、追加の寄附を募集する。
C）構内の「学友会」専用掲示板の設置について、設置場所等は次回工学部の会議で検討
して頂けることになった。
ｄ）同窓会館の利用についての曜日、時間帯、申請等の質問があった。
・利用申請書：現在「暫定利用規定」を作成中であり申請書も作成する。
・利用時間：現在 10:00～15:00 迄であるが、9:00～17:00 迄利用できるようにした
との情報がある。
・土、日、祝日の利用：申請書に記入しておけば、松下滋賀支部長が当日対応を検討中。
７）その他
①大学／同窓会館へのバス、路線の案内については、滋賀県立大学ＨＰに掲載されている。
また、学位取得状況／校歌も同じく掲載されている。
②事務局より報告・・・藤田理事
ａ）H25 年度の湖風会助成金申請について
ほぼ昨年並みで申請：4/20 日の湖風会会合に提出。
ｂ）湖風会の交通費助成に伴う交通費実費調査について
③田頭顧問より理事会へ差し入れ（ポリサンフルーツ及び削り鰹）があった。
理事一同、厚くお礼申し上げます。有難うございました。
④次回、理事会の日付変更：6/16（日）➠ 6/23(日) 場所は変更なし。
⑤添付資料：・平成 24 年度「工学部学友会」活動実績、・平成 25 年度「工学部学友会」
活動計画、・日刊工業新聞に「長濱製作所」立入会長紹介(H25/3/7 日)
添付資料の HP への掲載に当たって、日刊工業新聞の「長濱製作所」立入会
長紹介は、著作権の関係で除く。

次回、第 10 回理事会開催予定
日 時；平成 2５年 6 月 23 日（日）１４：00～
場 所；ザ・草津タワー 会議室
議 題；別途案内
以上
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