平成２８年 ２月２１日

湖風会「工学部学友会」
記録：藤浪市郎

第２6 回（平成２８年２月）「工学部学友会」理事会の記録
（１）日 時
（２）場 所
（３）出席者

：平成２８年 ２月２１日（日）１４：００～１７：００
：ザ・草津タワー 会議室
：立入会長、国領・林副会長、安田特別理事、松下代表理事、藤田・内片・山添
谷川・長谷・若林・奥・小谷口・平野・藤浪各理事、（15/19 名）
（４）議事内容 （司会；平野理事）
配布資料 ・第２6 回「工学部学友会」理事会開催案内及び議題
・「工学部学友会」第 3 回総会準備打合せの記録
・「工学部学友会」第三回総会準備日程 A 版
・彦機会/「工学部学友会」総会収支決算
・「工学部学友会」第 3 回総会 湖風会との連携について
・平成 27 年度「工学部学友会」活動計画・実績 1602
・平成 28 年度「工学部学友会」活動計画・実績 1604
・理事会出席簿と交通費
・湖風会第 6 回役員会議事資料
・県大 jiman 2016 FEBRUARY
・第 9 回「フォト同好会」開催のご案内（案）
１、立入会長の挨拶（要旨）
今年初めての理事会です、この一年宜しくお願いします。
三寒四温というか、気温の変動が大きい昨今です。平成 28 年度は 11 月に総会という大きな
イベントを控えています。皆さんのお力添えを頂きながら進めていきたいと思いますので宜し
くお願いします。
先般 18～19 日に京都ビジネス交流フェアが開催され、その中で安田先生の研究発表があり非
常に好評であり、複数社から共同研究のオファーがあった。
それでは宜しくご審議下さい。
＜討議事項＞
２、第 3 回「工学部学友会」総会開催に向けて
① 実施計画・役割分担案

・・・立入会長

・・・藤浪理事

1 月 31 日に行った事前準備打合せの結果を説明した。その要旨は、
a）会場は県大 A3 棟 301 講義室（定数 200 名）とする。（予約 OK）
ｂ）招待者は、学長・工学部長・湖風会長とし、他の学部支部の支部長にも出席を要請する。
２月 13 日の役員会及び大学との意見交換会の折、若林理事から口頭でお願いをした。
チラシ、案内状ができた時点（7 月末）で文書を手渡しし正式にお願いする。
ｃ）会費はサンドイッチとコーヒー程度の軽食をお出しし、1,000 円の案を出したが、学生
にはつらい、当日湖風祭が行われており模擬店も出ているのでそこで食事をしてもらう
等経費を詰めて総会は無料にならないかという意見もあった。
学生会員の総会会費については今後の検討課題とする。
ｄ）冊子は業者での印刷・製本を検討する。
大日程は 9 月 20 日原稿完、10 月 15 日印刷完とする。
e）大日程として案内状の送付を 7 月末とし、出欠の返事の期限を 9 月 25 日とする。
４月の理事会で詳細な計画を承認し、６月の理事会でチラシ・案内状を確定する。
ｆ）県大工学部３学科とも Open lab.を行う。時間は他の行事とラップしない 10：00～
11：00 が良いと思う。尚先回好評であったツアーを行うが事前に大まかな参加人数を
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掴んでおきたいとのこと。
ｇ）当日前回行ったバスのチャーターはしない。
ｈ）当日は湖風会設立 10 周年記念行事と併催になるので、案内状、名札、受付、会費の徴
収等で調整を必要とする。
松下代表理事から湖風会記念行事の責任者松下恭明氏に進行状況を確認し、場合によっ
ては 3 月 12 日の総務委員会に同席することも検討する。
３、「工学部学友会」の事業内容について
① 名簿管理について ・・＜名簿管理ﾁｰﾑ＞国領ﾘｰﾀﾞｰ
H27/9/28 湖風会館にて県大工学部３学科の教授と県大卒の学年幹事のあり方を話し合った
以降会議をやっていない。
今度総会の案内状を出さなければならないので、それまでに学年幹事の補充、学年幹事から
ゼミの代表への伝達等について、出来れば県大の先生方を含め打ち合わせを行う。
（４月以降）
安田先生から、現在在学中の学部４年生、修士１年生・２年生は研究室にいるので、各研究
室にお願いして 3 月までに代表を決めてもらう様にしている。
卒業生については順次遡っていくしかない。
② 「工学部学友会」ＨＰについて・・・＜ＨＰ維持ﾁｰﾑ＞山添ﾘｰﾀﾞｰ
前回の理事会以降アップされた記事は、第 25 回理事会議事録、カラオケ愛好会、会長の挨拶
である。
最近また迷惑メールが多くなっているが、有効な対策はない、見つけたら消去するしかない。
「HTML5 ＆ CSS３」での作成が勧告されたが、各ページは対応済であるが、目次及び
トップページは未対応である。ただ各種のプラウザが古い形式のものも支障なく見られるの
で決定的な支障がないために対応が遅れている理由である。徐々にリニューアルしていく。
③ 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
ａ）湖風会関連報告 代理出席の若林理事
１）役員会、名簿管理委員会、県大との意見交換会（2/13 開催、若林理事が出席）
ｲ）湖風会設立 10 周年記念業について
H28 年 11 月 12 日（土）に開催、記念講演・記念式典・シンボルマークの募集並びに
表彰、祝賀懇親会で構成される。
また、記念誌及び、会員名簿が併せて発行される。
ﾛ）名簿をサラトに委託して発行を進めているが、発行後のメンテをどうするかは来年度
から名簿管理委員会で検討していく。
学友会として必要になることがあるかもしれないので 1 冊購入する。（平野理事担当）
ﾊ) H28 年度湖風会役員と活動委員会の担当が確認された。
学部支部への大学の連絡先先生の選任の依頼があったが、学友会は安田教授にお願い
する。
現在の役員の各学部支部の構成をみると、そのバランスを再考すべきではないかとい
う意見も出た。
ﾆ）H27 年度の 2 月 10 日現在の収支が報告された。各支部に対して H27 年度の決算、活
動報告、H28 年度の予算申請及び活動計画の提出を求められた。
学友会は藤浪が交通費の助成金も含めて対応する。
H27 年度会計（予算）は収入 6,320 千円に対し、支出 8,550 千円で 2,230 千円（収
入の 35％）の赤字予算である。
抜本的な対応を考えないと破綻しかねない。
各支部が湖風会本部の助成金以外の資金を調達することを真剣に模索すべきである。
また、各支部間での公平性を確保するため定額制も検討されるべきか？
ﾎ) H28 年 3 月卒業見込生の就職内定率は 86.3％で H27 年 3 月卒業生に比べ 3.6 ポイン
ト高くなっている。
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ﾍ）県大が文科省から採択を受けた「地（知）の拠点大学による地方創成推進事業
（COC＋）」に基づき県内の大学に呼びかけ県大を含め６大学と滋賀県が協定を結び、
卒業生の県内就職率を 2014 年の 29.8％から５年間で 10 ポイント向上させる目標を掲
げ県内産業界と連携し湖国の創成を目指す活動を進めることになった。
ﾄ）未来人材基金への募金の要請があった。
ﾁ）H27 年度の学部学位記授与式・大学院学位記授与式が 3 月 21 日に、H28 年度の入学
式が 4 月 6 日に実施される。
④ 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
ａ）京都ビジネス交流フェア 2016 について
2 月 18～19 日に京都パルスプラザで開催された。
今回ロボット事例等発表会（発表 20 分、質疑 5 分）が開催され、県大から「移動を支
援する福祉ロボットの実用化」と題し、移乗介助ロボットの市販化例と障害児用移動支
援ロボットの展開計画について、県大安田教授が発表された。
立ち見が出るほど盛況であり好評を博した。事務局の方に共同研究したいというオファ
ーが複数社からあったとのことであった。
単に展示物をみて見分を広めるのみだけで無く、人的な交流も大切である。
ｂ）H28 年度の会社訪問は、7 月７日 14：00～17：00 にモーノポンプで有名な兵神装備
株式会社 滋賀事業所（長浜市高月）を訪問することに決定した。
今年度も県大工学部機械システム工学科の学生が参加する。
役員の皆さんも極力参加して下さい。
⑤ 同好会活動について・・・各世話役
時間の関係で、予定が決まった同好会のみとした。
ａ）ウォーキング＆小旅行・・・国領世話役
参加者の要望を入れて今年は土曜日の 5 月 14 日に計画したいと考えている。
三井寺→琵琶湖疎水→大津桟橋（徒歩 20 分）、ミシガンで湖上遊覧し琵琶湖博物館へ
琵琶湖博物館内のレストランで昼食→近江神宮（徒歩 15 分）→解散のコース。
次回理事会に詳細を説明します。今回は貸切バスではなく公共交通機関を使う。
b）フォト同好会・・・山添世話役
今年は秋に総会があるので、6 月 4 日（土）に第９回フォト同好会を開催する予定。
京都府立植物園で花菖蒲・紫陽花・バラなどの撮影、東洋軒（洋食）で昼食をとり、
四条通りの「ぎゃらりぃ西利」で写真展を鑑賞する計画である。
次回の理事会で参加者を募ります。
⑥ 事務局
ａ）H28 年度の活動計画について
４月の理事会は、４月 23 日（土）とする。
尚、草津での会議を 13：00 から開始し、17：00 までの 4 時間で会議室を押さえる。
ｂ）湖風会の助成金について
3 月中旬に湖風会に H27 年度の決算・活動実績、H28 年度の予算申請・活動計画をま
とめ提出する。（担当藤浪）
尚、H28 年度の助成金は、総会開催年であるので 150,000 円を申請する。但し、H27
年度 100,000 円助成金を頂いているが現状の見込みでは 65,000 円程度の消化である
ので、その差額は H28 年度の支給金額は減る。
また、同時に H27 年度の役員会への交通費の補助金についても申請する。
平野理事算出の交通費実費を確認していただき、間違いがあれば申し出てください。
ｃ）期末で会計を締める必要がありますので、立て替え金がある方は藤田理事まで連絡下さ
い。
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次回、第２7 回理事会開催予定
日 時；平成 28 年 4 月 23 日（土）13：00～
場 所；ザ・草津タワー 会議室
議 題；別途案内します
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以上。

