平成２８年 ６月２２日

湖風会「工学部学友会」
記録：藤浪市郎

第２８回（平成２８年６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 6 月 19 日（日）１3：００～１７：15
：パナソニックリゾート大阪 第 5 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・奥・小谷口・平野・広岡・藤浪各理事、（15/19 名）
（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
・平成 28 年度「工学部学友会」活動計画・実績 1606
・「工学部学友会」第 3 回総会準備日程Ａ版
・チラシ（3 仕様）
・総会案内状（2 仕様）･･配布無し
・第 3 回 「工学部学友会」総会案内状送付要領
・第三回総会冊子掲載『協賛広告募集』のお願い
・第二回総会協賛広告実績 および冊子コピー
・湖風会 28 年度第 2 回役員会出席報告
・会社訪問資料（兵神装備）
１、立入会長の挨拶（要旨）
日曜日でお忙しい中出席いただき有難うございます。
いよいよ 5 か月後に総会が迫ってまいりました。今日はその関係の議題が主になると思います。
審議していただき、役割分担その他決めるべきことはしっかり決めて、準備を進めていきたい
と思いますので、宜しくお願いします。
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。
ご支援とご協力をお願いします。
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案内状、チラシの決定が主となる。
a）チラシ
配布した案に対し、次の修正を行う。
・湖風会記念行事への出欠について、学友会が案内状を送る方については学友会が取り
まとめ湖風会に引き継ぐことになったためそのための変更。
・軽食の価格は 500 円（サンドイッチ＋おかず＋お茶）に決定したので追記。
・今回は送迎バスを出さないので、
「会場（県立大学）へは、JR 彦根駅又は JR 南彦根駅
から湖国バス 又は タクシーをご利用ください」の文面を入れる。
ｂ）案内状の送付について
湖風会との調整結果、学友会から送付する学年幹事、教職員会員他に発送する先につい
ては、湖風会からの送付は差し止めてもらうことになった。
学友会から送付する案内先を湖風会事務局に連絡する。（藤浪→国領→湖風会事務局）
学友会からの案内は、学年幹事、教職員会員他に送付予定であるが、湖風会からの案内
は評議員及び教職員（特別会員）他に案内が出される。
学年幹事の内湖風会の評議員にもなっている方が 46 名おられる。この方々には学友会
と湖風会の双方から案内が行き、混乱する可能性があった。
これ回避するため、工学部学友会から案内状を送る学年幹事・教職員会員は、送付先
リストを湖風会事務局に提出して、湖風会の案内状送付リストから削除して貰うことで
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一致した。
従って、工学部学友会から案内状に添付する出欠連絡票には学友会第 3 回総会の出欠、
湖風会 10 周年記念式典・懇親会の出欠を併記して、回収出来た出欠連絡票のコピーを
湖風会事務局に提出こととする。
一般会員

特別会員
（教職員）

案内状ー湖風会発
（ 評議員他）
看護

人文

環境

工学

案内状ー湖風会発

案内状ー学友会発
（学友会 教職員会員）

案内状ー学友会発
（学年幹事）

湖風会発と学友会発がラップする会員は湖風会からの発送を止める

学年幹事と評議員・支部評議員の統一、評議員のメンテ等の課題があるが、今後検討し
ていく。
学長・工学部長・湖風会長・学部支部長には 8 月 13 日の湖風会役員会の折手渡しして
もらうため、間に合う様に藤浪から長谷理事に郵送する。
ｃ）案内状の返信について
出欠の返信先は、「湖風会館 湖風会工学部学友会 第三回総会係行」としている。
これの受け取り、取り纏め、受付表の作成を、長谷・若林・奥理事にお願いする。
ｄ）協賛広告について
冊子への協賛広告の募集要項について内片理事から説明があった。
・目標金額は、30 万円とする。先回の賛同しただいた先のフォローと新規の開拓を理
事各位にお願いしたい。
・第一次の締切を 8 月 10 日とする。
・振込先は、ゆうちょ銀行 記号；14470、番号；27427311、名前；湖風会「工学部
学友会」、代表者；立入 勘一。
・入金確認したら、その旨内片理事およびお世話された理事さんに藤田会計理事から連
絡する。また、協力していただいた企業・団体には領収証・礼状を藤田理事から出し
ていただく。
ｄ）冊子の印刷について
長谷理事からフジ印刷に照会していただいた結果、
A4 版、表紙・本文とも 4 色フルカラー、200 部で 92,880 円（消費税込み）の見積も
りが出されたので、ここに依頼することとする。
・部数は 250 部とする。
・データは word・excel で OK か確認していただく。（長谷理事→フジ印刷）
（尚、フジ印刷はアンサンブルひこねの指揮者が経営されている会社である。）
・冊子のペーレイアウト（フォント、フォントサイズ等）の統一は 8 月 21 日の理事会
で決定する。
・活動報告は HP で詳細に開示しているので、冊子の内容をもっと簡素化してはどうか
という意見も出たが、協賛金を頂いた企業・団体へのお礼の意味もあり従来通りとす
る。
e）式次第については、
１、開会の辞 （司会：吉田理事）
１、立入会長の挨拶

・・・20 分
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１、事業報告（PP で映写）と今後の展望
１、祝辞（工学部長）＋県大工学部の現況
・・・20 分
１、祝辞（大田学長）
・・・ 5 分
１、祝辞（湖風会長）
・・・ 5 分
１、閉会の辞 （司会者）
総会後の予定、集合写真について、昼食（軽食）について、湖風会 10 周年記念式典
（祝賀会）について説明
ｆ）集合写真について
当日湖風祭が開催されており、屋外での撮影は無理かもしれない。
講義室内での撮影になる可能性が高い。
・撮影の前に HP に掲載する旨の通知をする。
・プリントを希望される方には実費 500 円を頂いて、後日郵送する。
・HP から取り込みを希望される方には、その方法（A5 版のメモ）をお知らせする。
ｇ）総会準備日程と担当の見直しについて
総会準備日程と担当の見直しを行い、B 版とした。
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
・ 課題として県大卒の理事の選任、学年幹事と湖風会評議員の統一化 等がある
・次期名簿管理ﾁｰﾑの打合せを 8 月末に予定する。
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
先回の理事会以降 HP への掲載記事は、理事会議事録、S51C・S37M・S41M のクラス会、
ウォーキング＆小旅行、フォト同好会活動報告である。
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（長谷理事代理）
ａ）湖風会関連報告
1）名簿管理委員会（6/11 11：45～13：00）
名簿の発行をサラトに依頼しているが、名簿予約状況が報告された。
・住所不明者 4,362 名（15.4％）
・名簿購入予約者 1,688 名（販売予定数 1,865 部）
・広告申込状況 20 件/476 千円（予定金額 1,102 千円）
・賛助金申込状況 615 名/5,100 千円（予定数 399 名）
・発送は 10 月 25 日の予定
2）H28 年度第 2 回役員会、（6/11 開催、長谷理事が代理出席）
ｲ）「工学部学友会」の活動報告として、6/19 第 28 回理事会で第 3 回総会の準備の協議
をすること、及び 7/7 機械ｼｽﾃﾑ工学科の 3 回生の学生と共に「兵神装備㈱」を訪問する
予定であることを報告した。
ﾛ）6/11 シンボルマーク最終審査で最優秀・次点が決定されスクリーニングを済ませ使用
する。
ﾊ) 先回の理事会で話がでた JR 彦根駅に県大の PR 看板を設置する件について、役員会の
議事録で学友会提案の本案件は取り下げる。との表現がされているが、県大から正式
に湖風会に申し入れがあれば討議してもらうとの含みで、今回は取り下げるとの表現
に修正を申し入れる。
ﾆ）その他未来人材基金の運営や、湖風会の事業の在り方（地域支部・学部支部の在り方）
などが協議された。
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）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。
3

今年度も県大工学部機械システム工学科 3 回生の学生が参加する。
湖風会就職支援担当の植田氏も参加される。
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
6 月 11 日、第 19 回コンペを行った。
近々詳細を HP に記載予定。
コンペは年２回開催で日取りは、６月、および１１月の第二土曜日とします。
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 日に実施した。
京阪三井寺駅→三井寺＝仁王門～（参拝）～三井寺＝総門→琵琶湖疎水(見て歩き)～浜
大津…（外輪船ミシガン 乗船回遊）…柳が崎＝湖畔公園→びわこ大津館（昼食：
Restaurant Bel van Brugge ）・散策→近江神宮～ （参拝）～近江神宮→京阪神宮前
駅…解散のコース。参加者は 25 名（男子 15 名、女子 10 名）
HP http://k-gakuyukai.jp/doukoukai/higaeri/index_higaeri.html 参照ください。
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した。8 名が参加（世話役含む）。
京都府立植物園で花菖蒲・紫陽花・バラなどの撮影、うまいもんや「こむ」（和食）で
昼食をとり、四条通りの「ぎゃらりぃ西利」で写真展を鑑賞した。写真展で印画紙では
なく画用紙にプリントされた作品であり、独特の風合いが出て参考になった。
HP に記事及び当日の作品が掲示されている。
（http://k-gakuyukai.jp/doukoukai/syasin/index_syasin.htm）
ｄ）カラオケ愛好会・・・内片世話役
他の同好会とのコラボも考えているが、今年も 12 月の理事会（草津）後カラオケ大会
を開催する予定である。
ｄ）湖風会テニスの集い・・・林世話役
今年度は 10 月 22 日に開催予定です。8 月 27 日打合せを行う予定。
⑥ 事務局
これから、総会のための費用が発生してきますが、総会関連の費用を把握したいので、立て
替え払いしていただいた領収書に「総会関連」と判るように識別して清算して下さい。

次回、第２9 回理事会開催予定
日 時；平成 28 年 8 月 21 日（日）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。

