平成２５年６月２５日
湖風会「工学部学友会」
記録：藤浪市郎

第１０回（平成２５年６月）理事会の記録
平年より 10 日も早く梅雨入りした近畿地方であったが、晴天が続き気温もうなぎ上り。真夏日は
ざらで、時に猛暑日も記録し各地の水源の水位が下がり、水不足が懸念されたがようやく台風が梅雨
前線を刺激し雨がもたらされた。が、降れば降ったで今度は一か月分の雨量が 1～2 日で降り被害が
心配される降り方。天気を司る神は程ほどにということを忘れられたのか。
（１）日

時

：平成２５年６月２３（日）１４：００～１７：００

（２）場 所
（３）出席者

：ザ・草津タワー 会議室
：立入会長、国領・林(正)副会長、安田特別理事、藤田・内片・山添・谷川・松下
長谷・若林・平野・藤浪各理事･･･敬称略
（４）議事内容 （議長；立入会長）
配布資料： 湖風会「工学部学友会」第 2 回総会（骨子案）
平成 24 年 1 月名簿管理ﾁｰﾑ打合せの記録抜粋
「工学部学友会」学科・学年幹事向けアンケート調査結果（最終）
アンケート調査結果のご報告並びに今後の取り組みについて（案）
会則改定案（五改）
１、立入会長の挨拶（要旨）
日曜日でお忙しい所、又遠方の方もありお集まり頂きありがとうございます。
ただ今から第 10 回理事会を開催いたします。
私事ですが、20 日に東京の展示会に行きまして今大変脚光を浴びている 3D-Printer を視察
してきました。物づくりに一つの革新をもたらす新技術であると脅威をもって視てきました。
6 月に入って暑い日が続いていますが、私も今日田村神社に夏越しの大祓いのお参りにいっ
て来ました。皆様方も天候不順な折健康には十分注意して下さい。
それでは議題に沿って十分審議頂きたいと思います。
＜討議事項＞
２、 第 2 回「工学部学友会」総会開催大綱について・・・国領副会長
先回の理事会でも討議されたように名簿管理ﾁｰﾑからアンケート調査の返信をするに当たっ
て総会の案内を加えたいということで紹介した。本日の理事会で開催日、及び場所は最低限
決定することとし、国領副会長が纏められた資料を元に討議した。結果、
① 開催候補日は、平成 26 年 6 月 1 日（日）とする。
② 開催場所は、滋賀県立大学とし 総会はＡ7 棟講義室（階段教室―約 100 名収容）とし
懇親会は学生食堂（テーブル式、100 名以上収容可能）、滋賀県立大学生活協同組合
食堂部が窓口となり対応可能との返答を得ており、レイアウト案作成依頼済みである。
③ アトラクションは、アンサンブル彦根にマンドリン演奏を依頼するものとし、長谷理事か
らアンサンブル彦根の北村 浩之氏に連絡する。
④ 出席目標人数は 100 余名とする。
⑤その他交通手段、会費その他の収入源、食事代その他経費等については、今後詳細計画を
詰めていくこととした。
また、関連情報として、東海支部が 5/19 に、滋賀支部が 5/25 に同窓会館で総会を開催さ
れた。出席者は、東海支部が約 20 名、滋賀支部は総会が 94 名、懇親会が約 50 名であっ
た。受付場所が狭かったとのこと。こういった反省点を踏まえて計画を進めていきたい。
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⑥今年度末で役員の任期が満了するが、病気・高齢等の事情がある方を除き原則として現役
員を再任することとした。
３、「工学部学友会」の事業内容（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･･･＜連携推進ﾁｰﾑ＞松下ﾘｰﾀﾞｰ
ａ） 湖風会関連報告
1）4 月 20 日（第 1 回）6 月 8 日（第 2 回）役員会が開催された。
ｲ､ 湖風会館（同窓会館）管理規定が制定され HP に掲載された。
http://kofuukai-usp.jp/aboutus/regulations 参照
ﾛ､ 役員改選について
6/29 に通常総会が開催予定であるが、役員改選は篠田 守氏が退任となるが他は再任
となる。県大卒の役員を増やしていこうとしている。
ﾊ､ 湖風会館の竣工記念式典は、11/20 湖風祭に合わせ行う。
ﾆ､ 活動委員会の内、同窓会館建設委員会は会館が.竣工したので今後は湖風会館管理委員
会と名称を替え活動をする。
ﾎ､ 通常総会の議案に会則の一部改定が上程される。
郵便局等への申請時湖風会の所在住所が明確になっていることが必要でありこれに
対応する。
ﾍ､ 通常総会に平成 23・24 年度の事業報告、会計報告及び平成 25 年度の事業計画案、予
算案が上程されるが湖風会館建設資金の寄付金が計画に大きく不足していることが
どのように盛り込まれるか 6/8 の役員会時点では明確になっていない。
平成 25 年度予算は、湖風会誌を発行する年であること、事務局の 2 名体制化、湖風
会館の維持費・修繕積立金等で支出が増加し、600 万円を超える見込み。
2）湖風会館が利用可能となったこともあり、事務局を 4/15 から 2 名体制とした。
（原則午前；竹内さん、午後；中村さん）
3）名簿管理委員会で検索能力を強化した名簿管理ソフトの制作が予定されている。
4）就職支援委員会で、湖風会館を活用して就業している OB と学生との懇談会を開催する
ことを検討されている。
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
5 月 10 日に第 9 回「奥びわこドライブと賤ヶ岳ウォーク」を実施した。貸し切りバス
を利用し JR 米原駅→賤ヶ岳→つづら尾崎展望台→国民宿舎・つづらお荘（昼食）→渡岸
寺観音堂・歴史民俗資料館→醒ヶ井水の駅→JR 米原駅のコース。
参加者は 20 名。（詳細は http://k-gakuyukai.jp/doukoukai/higaeri/index_higaeri.html）
来年は 10 周年になるので 1 泊旅行を因島方面で予定している。
ｂ）ゴルフ同好会・・・立入世話役
6 月 1 日 オレンジシガ CC で第 14 回コンペを開催した。
参加者 5 名。次回 12 月に開催予定。
（詳細は http://k-gakuyukai.jp/doukoukai/golf/index_golfup.html ）
ｃ）テニスの集い・・・林世話役
今年 10 月 26 日（土）～27 日（日）に県大テニスコートで開催を予定している。
尚、昨年開催のテニスの集いの報告記事が HP に掲載された。
（詳細は http://k-gakuyukai.jp/doukoukai/tenisu/121028/index_d8sassi.html）
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③ 名簿管理について・・・＜名簿管理ﾁｰﾑ＞ 国領ﾘｰﾀﾞｰ
ａ）学科・学年幹事向けのアンケート調査について
H25/5/16 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾘｿﾞｰﾄ大阪にて名簿管理ﾁｰﾑの打ち合わせを行い、アンケート調査結果
の最終纏めを行った。本理事会で報告・承認を受けた後、アンケートに回答頂いた学科・
学年幹事の方にお礼と報告を発送する予定である。
最初に国領ﾘｰﾀﾞｰより、名簿管理の目的、及び、今までの活動の経緯（役員名簿、学科・
学年幹事名簿、教職員名簿）について説明の後、配布資料に基づき調査結果並びに学科・
学年幹事へのお願い/提案の説明を行い、理事会の承認を得た。
アンケート結果は今後の学友会の運営に十分生かしていきたい。
ｲ) 名簿管理の目的
管理のための名簿ではなく、学科学年幹事を通じて学友会活動の PR と活動への参加・
支援を要請できる体制をつくることに力点を置き、最小単位で濃蜜なつながりである
クラス会の開催、クラスから会員名簿情報を受け、学友会活動の広報対象者を把握す
る。
ﾛ) 役員名簿
化学・色染科卒の補充、県大教職員から特別理事として安田教授の参画等を図ってき
た。
ﾊ) 学科・学年幹事名簿
化学卒の理事のご尽力で化学・色染科の学科・学年幹事がほぼ補充できた。
今後の課題は県大卒の学科・学年幹事の補充である。
ﾆ) 教職員会員名簿
安田教授にご尽力願い、現職の方についてはほとんど入会届を纏めていただいている。
今後は退職者への展開である。
ｂ）会則の改定について
県大卒の学科・学年幹事をお願いしていく中で、1 クラス 2 名で対応したいという要
望が出てきた。現状の会則は各クラス 1 名と規定されているので、これを
会則６条（4）学科学年幹事； 各クラス 1 名
「但し、正・副幹事を定め各クラス 2 名体制とするも可とする。」に改定すべく提案
し、理事会の承認を得た。（五改が最新版となる）
④ 「工学部学友会」ＨＰについて・・・＜ＨＰ維持ﾁｰﾑ＞山添ﾘｰﾀﾞｰ
ａ）アンケート結果による HP への希望について
アンケートの中で HP に関する希望で、他の HP へのリンクを貼って欲しいという希望
があったが、無秩序に拡大する訳にはいかないので、例えば総会冊子に広告を掲載して
頂いた企業とか、基準を明確にしていくこととし、具体的に希望があったリンク貼り付
けは一時保留とすることとした。
⑤ 県大工学部の活動支援について・・・＜活動支援ﾁｰﾑ＞立入ﾘｰﾀﾞｰ
ａ）会社訪問について
H25/7/4 栗東市の山科精器(株)を見学させて頂けることになった。
参加予定者；県立大学工学部機械システム学科 3 回生の学生 約 50 名
県大教職員 安田教授、大浦准教授 2 名
学友会役員 立入会長以下 9 名
学友会役員の集合は、JR 草津駅 改札出口付近に 13：00 とする。
ｂ）県大工学部支援会への加入依頼活動について
世間は景気が回復しつつあると言われているが、現実は厳しい。PR はしているが新規加
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入は具体的成果に至っていない。長谷理事にタカタさんの子会社への展開をお願いする。
ｃ）京都ビジネス交流フェア 2014 について
2013 年 2 月 21～22 日に京都パルスプラザで開催された「京都ビジネス交流フェア 2013」
に滋賀県立大学として初めて参加した。2014 年も 2 月 20～21 日に開催予定である。
9 月には詳細が決定するので、決まれば立入会長から県大の参加を工学部長にお願いしに
行く予定である。その節は安田教授にお世話になります。
ｄ）6/5 に立入会長の仕事上でお付き合いがあるリチウム電池を研究されている立命館大学か
ら京大に行かれた先生がおられるが、その方が県大の先生と話し合いたいと要望があり、
安田教授にお願いし材料科学・電子から 3 名の先生と、立命館大学の先生 3 名で話し合
いを持った。
⑥ 事務局・・・藤浪
ａ）平成 25 年度湖風会からの助成金について
平成 25 年度の湖風会から学友会への活動助成金は 90,000 円と決定され、5/22 振り込ま
れた。（申請は 100,000 円、尚平成 24 年度の活動費の支出実績は 86,165 円でした。）
⑦ その他
平成 25 年 3 月の県大卒業生から、湖風会が学業成績優秀者に各学部 1 名表彰する制度が発
足しているが、
「工学部学友会」としても優秀な研究に対し顕彰してはどうかという提案が
出された。具体的なことは何も決定していないが、今後の課題とする。

次回、第１１回理事会（理事会総会）開催予定
日
場
議

時；平成 2５年８月２５（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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