平成２9 年 2 月 23 日

湖風会「工学部学友会」
記録：藤浪市郎

第３２回（平成２９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２9 年 ２月１9 日（日）１3：００～１5：20
：パナソニックリゾート大阪 第 5 会議室
：立入会長、国領副会長、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、（12/19 名）
（４）議事内容 （司会；平野理事）
配布資料 ・第 32 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 1702
・平成 29 年度「工学部学友会」活動計画・実績案
・「工学部学友会」同好会実施要綱３改案
・大津会場（ピアザ淡海）案内図
・平成 28 年度理事会出席簿
・湖風会/県立大学活動報告要項
１、立入会長の挨拶（要旨）
こんにちは、日曜日でお忙しいなか、しかもお寒い中出席いただき有難うございます。
平素は学友会活動にご協力賜り有難うございます。今年は滋賀県北部、甲賀地方に大雪が降り
大変でした。皆様も健康には充分気を付けてください。
今年最初の理事会になりますが、今年一年皆さんと共に学友会の発展のために、県大工学部の
発展のために努力したいと考えていますのでご支援を宜しくお願いします。
県大では 4 月から工学部の部長に南川教授が就任されます。先般お会いした折、学友会の支援
をお願いされました。
それでは議題に沿って宜しくご審議下さい。
２、平成 29 年度役員の職掌・担当事業の一部見直しについて
役員の一部職掌・担当事業の見直しを行い、下記の様に理事会で承認された。
a）林副会長が一身上の都合により、また、西澤顧問が年齢的・体力的な都合により、3 月末
日付けで 退任される。
b) 奥理事が、副会長職に就任される。尚、事業担当は「活動支援ﾁｰﾑ」です。
c）小谷口理事の事業担当を「連携推進ﾁｰﾑ」に、廣岡理事の事業担当を「活動支援ﾁｰﾑ」に、
また、吉田理事の事業担当を「活動支援ﾁｰﾑ」から「HP 維持ﾁｰﾑ」に変更する。
ｄ）「会計監査」を谷川理事にお願いする。
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 年 12 月 18 日に第 15 回名簿管理チームの打合せを行った。
第 3 回総会に際して学年幹事に送付した案内に対する反応は、
・返信があったクラス数
34/112（30.4％）
・総会に出席した幹事
17/112（15.2％）
・幹事は欠席であったがクラス員の出席があったクラス 11/112（ 9.8％）
であった。また、湖風会本部から学年幹事と重複していない評議員に１０周年記念行事の案
内がされたが、こちらは、
・返信があった評議員
57/125（45.6％）
・記念行事に出席された評議員
16/125（12.8％）
・内 学友会総会にも出席された評議員
7/16 （43.7％）であった。
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このような現状を踏まえ、過去の同窓会行事に対する学年幹事の反応の層別評価を行った。
やはり各クラスに学年幹事の選任を進めてきているが、期待する幹事の役割を十分に理解さ
れていない幹事が多いことが判った。
学友会発足の原点に立ち返り、クラス会等の活動していないクラスは静観しておくという判
断もできるが、組織の継続性という観点からすると、幹事の交代も含め手を打っていく必要
がある。その対応方法として、
ｲ）総会に出席が無いクラスで、クラス会を開催しているクラスがあればその世話役をして
いる方に学年幹事を委託する。
ﾛ）湖風会評議員の中で、湖風会総会に出席があったり、返信があり同窓会に関心がありそ
うな方が見つかれば、その評議員に学年幹事もお願いする。
（湖風会評議員と学友会学年幹事の統一）
今後はクラス会活動の実態の把握に努めると共に、学年幹事の見直しを進めていきたい。
また、学友会サイドから学年幹事に対して取るべきアクションなどについても合わせて考え
ていきたい。
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
ａ）テスト的に Facebook を開設した。
掲示板を閉鎖したが、その代わりとして、Facebook で会員間の情報交換を行おうとする
ものです。現在は「公開グループ」としているが、非公開とするか今後検討する。
（2/20 付けで「非公開グループ」に変更）
役員の方は Facebook にアカウント登録し参加をお願いしたい。
ｂ）リンク集を一新した。
加藤金美さんの HP 閉鎖の連絡を受けてリンク集を見直した。
協賛広告を頂いた企業団体をリンク先にも加え新しいページとして更新した。
ｃ）新しい推奨規格に基づいてトップページのリニューアルを、やりたいと思っているが、時
間的な問題もあり未着手状態である。又、将来的なことをみて、業者への委託などを検討
する時期に来ているかもしれない。今後検討していくとする。（湖風会及び他の支部との
連携を含めて）
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
2/18（土）名簿管理員会、第 6 回役員会、及び大学との意見交換会が開催された。
（長谷理事が出席）
1）名簿管理委員会
ｲ) H28 年度の総括的報告がなされ、その中で湖風会設立 10 周年記念行事、及び、名簿発
行の報告がされた。
名簿販売数 1,975 部、協賛広告 27 社 746,800 円であった。
2）役員会 （出席者 16 名）
ｲ) 各支部からの報告があった。学友会からは、2/19 理事会を開催し、H28 年度の反省と
H29 年度の事業計画を審議することを報告した。
ﾛ）湖風会役員の選任について
岡田会長から 6 月の総会で辞任したい旨の挨拶があった。後任は？
現在、工学部支部から 4 名の役員（松下恭・松下欣・川崎・大森）が就任しているが
県大卒から 1 名役員として選任するように依頼された。
理事会に諮る旨返事をしてきた。「連携推進ﾁｰﾑ」で検討する。
尚、事務局の竹内 順子さんは一時休職中とのこと。
ﾊ）各支部に H28 年度の決算・活動実績、H29 年度の予算申請・活動計画の提出を 3/20
までに求められている。学友会は藤浪が担当する。
3）大学との意見交換会（大学側 11 名、湖風会側 14 名が出席）
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ｲ) 学友会からは、資料に基づいて、
(1) 学生会社訪問支援･･兵神装備㈱の訪問概要を報告。
(2) 学部支援活動として、京都ビジネス交流フェア―主催の京都産業 21 と県大工学部
の仲立ちを 5 年連続実施しており、2017 年も県大工学部のブースを出す。
ﾛ）滋賀県立大学の就職内定率は、工学部で 100％、他学部で 70～80％、全国で 88 校あ
る公立大学で 14 位になる。
企業研究会、インターンシップ等就職支援に協力を要請された。
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）京都府中小企業技術センター主催の第 4 回ものづくり基盤技術セミナーが開催され、県
大の南川 久人教授が講演された。（H29/01/31 於；京都府産業支援センター）
ｂ）京都ビジネス交流フェア 2017 について
京都産業２１主催の京都ビジネス交流フェア 2017 が、2017 年 3 月 1 日～2 日に開催さ
れる。今回も県立大学工学部の出展が決まっている。
テーマは、スマート農業・スマート観光・スマート介護を柱に地域課題の解決を目指し
た（仮称）「地域 ひと 未来 モノ情報研究センター」が開設され、そのセンターにおけ
る研究や情報系の人材育成などについて紹介するとのこと。
ｃ）会社訪問
H29 年度の会社訪問は、長浜市の高橋金属㈱を訪問する予定で、今後詳細計画を詰める
とする。7 月の中旬の予定。
ｄ）工学部長が山根教授から南川教授に代わられる。表敬訪問を 4 月の上旬に予定している。
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
H29 年度は、6 月 10 日（土）、11 月 11 日（土）にコンペを開催する予定である。
ｂ）ウォーキング＆小旅行・・・国領世話役
H29 年度は、5 月 20 日（土）に開催予定である。
「伏見ぶらり街歩き」として、桃山御陵駅 → 黄桜カッパカントリー → 寺田屋 →
月の蔵人（昼食） → 十石舟で遊覧（1ｈ）→ 伏見夢百衆 → 御香宮神社のコース。
3 月中旬に案内予定。
ｃ）フォト同好会
・・・山添世話役
大阪市内の道頓堀かアメリカ村などの街中散策撮影、その後写真展見学で計画をしたい。
花と緑を撮りたければ、長居公園や鶴見緑地もあるので、9 月開催を目途に計画を詰め
る予定である。
ｄ）カラオケ愛好会
・・・内片世話役
H29 年度は、12 月理事会後にパナソニックリゾート大阪で開催予定である。
⑥ 事務局
a）H29 年度から草津会場に代わって、滋賀県立県民交流センター（ピアザ淡海）にて理事会
を開催する。（6 月・10 月・H30/2 月）
尚、交通費計算は、JR 石山→京阪石山→京阪石場のルートとする。
ｂ）H29 年度理事会開催日程
H29/4 月 23 日＆8 月 27 日＆12 月 17 日
パナソニックリゾート大阪
H29/6 月 18 日＆10 月 15 日＆H30/2 月 18 日
ピアザ淡海
ｃ）同好会実施要綱改定
湖風会の支部細則が改定され、一定の要件を満たす同好会に対し助成金が支給されるこ
ととなり、「テニスの集い」はその対象となるため、学友会の助成対象から除外する。
それにより同好会実施要綱を H29/4/1 付けで改３とする。
ｄ）H29 年度湖風会本部からの助成金は 120,000 円で申請する。
ｅ）H28 年度理事会出席状況を確認し、湖風会への交通費補助申請を行う。
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次回、第 33 回理事会開催予定
日 時；平成 29 年 4 月 23 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。

