平成２８年 ４月２４日

湖風会「工学部学友会」
記録：藤浪市郎

第２７回（平成２８年４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 ４月２３日（土）１3：００～１７：００
：ザ・草津タワー 会議室
：立入会長、国領・林副会長、奥村顧問、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・平野・藤浪各理事、（15/19 名）
湖風会；北川副会長（オブザーバとして出席）
（４）議事内容 （司会；平野理事）
配布資料 ・第２7 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 回総会準備について
・チラシ原案
・「工学部学友会」第三回総会 案内状送付先
・「工学部学友会」第三回総会 収支試算（会費設定）
・平成 27 年度「工学部学友会」活動計画・実績 1604
・平成 28 年度「工学部学友会」活動計画・実績 1604
・第１4 回名簿管理チーム打合議事録
・湖風会 H28 年度第 1 回役員会議事資料
・平成 27 年度学友会・彦機会会計報告
・湖風会助成金 H27 会計報告/H28 予算申請
１、立入会長の挨拶（要旨）
お忙しい中出席いただき有難うございます。桜も散り新緑の季節になりましたが、先般は熊本
地方で大地震が発生し大きな被害が出ています。
本日は、第三回総会に関する議題が大半を占めると思いますが、湖風会設立 10 周年記念行事
と同日の開催であり、湖風会とは緊密な連携を図る必要がありますので、この席に湖風会の北
川副会長にオブザーバとして出席していただいています
平成 28 年度最初の理事会になりますが、本年度もリーダとしての責任を果たしていきたい
と思っておりますので、宜しく協力お願いします。
２、湖風会北川副会長の挨拶（要旨）
湖風会副会長で総務を担当しています北川です。S40 年農業土木科の卒業です。
湖風会は立ち上げて今年で 10 年、一つの節目になり 11 月には記念行事を開催し、併せて学
友会が総会を開催される。同窓会というものは人々の善意とか好意でやるものだけに弾みをつ
けるのは大変でありますが、一人一人がそういう認識を持つことが非常に大事だと思います。
今日は国領さんからお招きいただきこの席に出させておりますが、色んなお話を伺って湖風会
の本部の方でも生かしていきたいと思っておりますので宜しくお願いします。
＜討議事項＞
２、第 3 回「工学部学友会」総会開催に向けて

・・・立入会長

各ステップで決めるべきことは決め、遺漏なく準備を進めていくことが肝要と思います。
今回は湖風会記念行事との同日開催となるので湖風会との連携を密にし、また湖風会のご支
援・ご指導を頂かなければならないので宜しくお願いします。
① 実施計画について

・・・藤浪理事

大日程で、本日の理事会の位置づけは実施大綱の決定と確認です。
a）会場は県大 A3 棟 301 講義室（定数 200 名）とする。
1

総会は 11：00～12：00 の 60 分間とする。
工学部棟での Open lab.は 10：00～10：50 で開催していただく。
研究室見学ツアーは 10：00 出発とし、集合場所は A3 棟 301 講義室（総会会場）前と
する。このため見学ツアー参加者が出発前に受付ができるように 9：45～受付を開始す
る。

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案内する。
学長・工学部長・湖風会長には当日挨拶を頂く。
ｃ）総会の会費は無料とする。
但し、当初計画していた軽食は出さない。当日学内食堂は営業していないし、湖風祭の
模擬店も出ているが確実に食事をとれるとは限りらないので希望者には実費を頂いて
軽食を用意する。出欠票の中で軽食希望者は申し出てもらう。
調達先は大学生協とし、300～500 円で国領・林副会長が現物を確認の上 5 月中に決定
する。
ｄ）案内状送付先について
基本的に配布リスト通りとする。
H28 年県大卒の学年幹事が未定である。教職員会員の学内便（学内におられる方）で
OK の方、個別に郵送しなければならない方の仕分けを安田先生にお願いする。
案内先送付リスト（エクセルデータ）をベースに改定して頂く。
案内状（学年幹事向け、招待者向け）の原稿を次回理事会までに国領副会長にお願いす
る。
ｄ）冊子は業者での印刷とすることで考えてきたが、見積もりの価格は予算的に不可能な数
値であった。従来通り手作りも検討しなければならない。
印刷が低コストでできる業者の心当たりがある方は当たってみてください。
（長谷理事に一件心当たりがあるので、見積もってみる。）
大日程は 9 月 20 日原稿完、10 月 15 日印刷完とする。
e）湖風会 10 周年記念行事については、総会案内に入れるが、出欠について学友会は
タッチしない。従ってチラシのレイアウトも変更し、湖風会記念行事の参加希望者は直
接湖風会事務局に申し込んでもらう旨記載する。
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
H28/4/6 湖風会館にて県大工学部３学科の教授を含め打ち合わせを行った。
・H26～28 卒の学科・学年別のゼミ代表は、各教室の先生経由の連絡網ができた。
・H28 年卒の学年幹事も含め 4 月末までに名簿を確定する。
・教職員会員については、現状のままの方、退官などで案内を郵送にする方、新たに会員と
なって頂いた方を確認して 4 月末までに名簿を確定する。
・総会運営応援していただく学生への謝礼は、拘束 1.5 時間として 1,000 円程度とし、模擬
店金券とすることも検討する。
・学友会の学生会員とは、学部・院の在学生とすることを確認した。
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・卒業生のメールアドレスを大学で管理するシステムについて具体化の進展がみられる。
・工学部支援会が廃止になり、全学が対象の「未来人材基金」が 5 年間で 3 億円を目標とし
てスタートした。この実を挙げるため 10 万円以上募金いただいた製造業を中心とした企
業・団体に工学部として何らかのサービスを提供することを考えている。
具体策は今春に纏めるので学友会としても企業に募金勧誘を宜しくお願いしたい。
「未来人材基金」の募金推進について種々意見が出たが、今後の検討課題である。
・就学者人口減少に伴い県大受験者減に対応して、県大（工学部）の PR 看板を JR 彦根駅に
建てたいので学友会として支援を頂きたいとの申し入れがあった。
学友会として財政的な対応は難しいので、本日湖風会の北川副会長へ、県大全学部対象
の看板として、対応の検討を申し入れた。
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
・H28 年度も勧告された「HTML5 ＆ CSS３」への対応を進めていきたい。
・見やすくするための改良の一つとして記事の中の写真を拡大クリックすると従来は別画面
で表示されたが、同画面で表示するようにした。また、見栄えをよくするため写真の角に R
をつけた。
・HP についての希望などがあれば意見を聞かせてください。
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
１）H28 年度第 1 回役員会、（4/9 開催、長谷理事が出席予定であったが都合で欠席）
ｲ）「工学部学友会」の今年度の重点目標を説明した
・第３回総会の開催
・学生の支援活動として、今年度は兵神装備㈱滋賀事業所を訪問する。
・各種同好会活動を通じて会員の親睦を深めていきたい。
ﾛ）湖風会会則 支部細則が改定され、同好会に対する助成金交付要領が決められた。
ﾊ) H28 年度湖風会役員と活動委員会の担当が確認された。
ﾆ）H27 年度の収支決算書が報告された。
収入 5,890 千円、 支出 7,963 千円
H28 年度の予算は
収入 6,320 千円、 支出 6,890 千円、内学友会への助成金は 125,000 円。
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。
H28 年度は H29 年 3 月 1～2 日の開催が決定した。
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。詳細は別途案内。
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。
ｃ）4/6 工学部長への表敬訪問を行った。
ｄ）各種展示会へ県大としての出展実績の質問があった。PR 効果があるので大学として要
望があれば学友会としてお手伝いしていきたい。
⑤ 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
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6 月 11 日のコンペを行う予定である。
5～6 パーティー組みたいところであるがなかなか人数が集まらないが継続は力なりで
続けていきたい。
ｂ）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びわ湖大津館へ
びわ湖大津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。
現在 24 名の参加者である。
ｃ）フォト同好会・・・山添世話役
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。
ｄ）カラオケ愛好会・・・内片世話役
テニスの集いの懇親会と共催することを検討している。
ｄ）湖風会テニスの集い・・・林世話役
昨年度は 56 名（内学生 39 名）の参加を得た。学生に多く参画してもらいたいと思っ
ている。今年度は 10 月 22 日に開催予定です。案内希望者が 62 名おられる。
4 月 9 日に打ち合わせを行った。
⑥ 事務局
ａ）H27 年度の学友会・彦機会の会計報告
藤田理事から H27 年度の学友会・彦機会の会計報告及び西澤顧問の監査報告（藤田理
事代行）を受け、理事会として承認した。
ｂ）湖風会の助成金について
H28 年度は、H27 年度の繰越金 27,448 円含め、125,000 円で申請している。
（実質 152,448 円）

次回、第２8 回理事会開催予定
日 時；平成 28 年 6 月 19 日（日）13：00～
場 所；パナソニックリゾート大阪 会議室
議 題；別途案内します
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以上。

