平成２9 年 ８月 2８日

湖風会「工学部学友会」
記録：藤浪市郎

第３５回（平成２９年 ８月）「工学部学友会」理事会の記録
（１）日
（２）場

時
所

：平成２9 年 ８月２７日（日）１3：００～１６：45
：パナソニックリゾート大阪 第５会議室
（大阪府吹田市青葉丘南１０−１ ☎06-6877-0111）
（３）出席者 ：立入会長、国領・奥副会長、奥村顧問、安田特別理事、長谷代表理事、藤田・
内片・山添・谷川・松下・若林・平野・藤浪各理事（14/17 名）
（４）議事内容 （司会；平野理事）
配布資料 ・第 35 回「工学部学友会」理事会開催案内及び議題
・平成 29 年度「工学部学友会」活動計画・実績 1708
・湖風会との意見交換会
・会則（六改案）
・安田教授東レ賞受賞
・南草津会場案内図
１、立入会長の挨拶（要旨）
こんにちは、暑い中、また日曜日で忙しい中、お集り頂き有難うございます。６月の理事会か
ら少し間が空きまして、その間色んな行事とか、伝達事項等が沢山あります。充分審議して頂
きたい。
先般の台風５号で、姉川が氾濫し長谷さんの実家の方が大変だったとのことです。
まだまだ残暑が厳しい日が続きます。体調には十分ご注意ください。
それでは今日一日宜しくお願いします。
2、「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＞松下理事
７月２６日、湖風会館にて、湖風会松下（恭）
・植田副会長と、学友会側から国領ﾘｰﾀﾞｰ､ 松下・
長谷・若林理事で意見交換会を行った。
ａ）学年幹事と評議員の統合について
・湖風会の評議員、学友会の学年幹事共に、案内に対する返信率、行事への出席率とも満足の
いくものではなかった。
・そんな中で、学友会として学年幹事に対する今後の取り組み策定に当たり、湖風会評議員と
学友会の学年幹事の統合が課題となる。
・湖風会評議員の交代は、クラス会よりの選出（申請）者を優先し、取り纏めを学部支部（含
む学友会）に委ねる案を検討して頂くこととした。（他の学部支部は基本的に評議員が学年
幹事となっている。）
結果、第３回役員会で審議され今後学友会で選出した学年幹事を評議員として登録すること
に決定した。
今後名簿管理ﾁｰﾑでクラスごとに検討していく。
ｂ）生涯メールサービスについて
県大の発案で、現役学生及び卒業生に生涯使用できるメールアドレスを付与するサービスが
開始したが、登録者は湖風会で７名（内学友会３名）に止まっている。
このサービスの趣旨、活用方法とその効果を分かり易く、説明・ＰＲしていく必要がある。
湖風会としては、12 月に発行される湖風会報第六号で説明するとのこと。
学友会としても、アドレスを取得して頂く方の範囲（例えば役員・学年幹事）を決め、具体
的に登録の働きかけを行う必要がある。
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
ａ）前回の理事会以降、掲載された記事は、
・第 34 回理事会議事録
・Ｓ41Ｍクラス会
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・髙橋金属（株）会社訪問記
・Ｓ42Ｍクラス会
・生涯メールサービス開始のお知らせ
ｂ）facebook の参加者は 17 名になった。
グループメンバーは、今まで学友会の会員としていたが、参加者を増やすためにも湖風会
及び関連の方々も参加可能と改めて明記した。
ｃ）HP へのアクセス数 23,032（Since2002/8/30）
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＞長谷ﾘｰﾀﾞ
ａ）湖風会関連報告
1）8 月 19 日（土）開催の役員会報告
矢吹新会長になり役員が改選されたが、出席者が 16 名/23 名と多かった。
ｲ) 各支部・委員会の報告
ⅰ）学友会からは下記事項の報告を行った。
・6/16（日）第 34 回理事会を開催、出席者 15 名/17 名。
安田特別理事から、最近の大学事情の説明を受けた。
・6/24（土）湖風会通常総会開催、出席者 78 名・委任状 383 名。
学友会から立入会長以下役員 4 名と学年幹事数名が出席した。
・7/6（木）髙橋金属（株）の会社訪問実施。
機械ｼｽﾃﾑ工学科学生 49 名他総勢 63 名が参加。
・7/29（土）第 40 回鳥人間コンテスト 2017 に県大工学部の航空研究会が滑空部門
に出場。結果は 11.57ｍであったが、県大の存在を大いにアピールした。
製作費カンパを含めたＴシャツ（5,000 円）を学友会有志 10 名が購入し協力した。
・8/27（日）第 35 回理事会開催予定。
・10/7（土）第 10 回「フォト同好会」（道頓堀・アメリカ村・心斎橋界隈の撮影と
写真展の鑑賞）を実施予定。
ﾛ) 平成 29 年度役員の委員会への所属について
環境科学学部支部
岸本 希実洋氏 就職支援委員会
工学部支部
川崎 眞治氏
湖風会館管理委員会
人間文化学部支部
邉見 将史氏
就職支援委員会
ﾊ) 支部助成金について
8/19 付で、講師謝礼金を追加する。
ﾆ) 会費未納者への納入依頼について
約 3,000 名の未納者に対し、入会のお願いと、振込用紙を会報と同封して送付する。
ﾎ) 湖風会報第六号発行に向けて
会報六号を 12 月に発行予定。記事担当者は 9/10 までに事務局あてデータを送信する。
学友会は、藤浪が担当する。
ﾍ) H30 年 3 月県大卒業者の評議員候補者の推薦を要請された。
工学部については、従来どうりで安田教授に選任をお願いする。
評議員は、同時に学年幹事もお願いする。
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）会社訪問について
7/6（木）長浜市の髙橋金属（株）を訪問した。
参加者は、県大工学部機械ｼｽﾃﾑ工学科学生 49 名、教員 2 名、湖風会役員 2 名、 学友会
役員他 10 名の計 63 名であった。
詳細は HP に掲載済参照ください。
（http://k-gakuyukai.jp/k_kaisyasyokai/170706_takahashi/170706_takahashi.html）
ｂ）県大徳満教授から、県大工学部で産学の研究交流の場として「県大 Tech サロン」を立
ち上げた。 学友会の役員及び、役員が勤務していた勤務先企業に参加をしてほしいとの
こと。また、PR の場として、学友会の HP に掲載してもらいたいとの要望があった。
掲載に問題はないが、県大の HP に掲載された後、学友会の HP に掲載する。
ｃ）立入会長の方に京都府副知事から、H29/7～H30/3 の間で 2 週間から 4 週間京都府内の
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企業や農家で働きませんかという企画の案内があった。（有給）
ついては滋賀県立大学を訪問して趣旨を説明し、参加者を募りたいとの要望があり、誰に
面談したら良いか調整を依頼された。安田教授に大学内を調整してもらうことになった。
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
次回は、11 月 11 日（土）にコンペ開催予定。
ｂ）フォト同好会
・・・山添世話役
第 10 回「フォト同好会」を開催予定。
開 催 日 時；10 月 7 日（土） 10：00～16：00 頃
行
先；大阪道頓堀界隈～アメリカ村～心斎橋界隈、富士フォトサロン（本町）
12：30～13：30 美々卯（ホテル日航地下）でランチ予定。
予定参加者は、国領・松下・長谷・谷川（2 人）氏と山添で返事待ちが 2 名ある。
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）会則改定（六改）について
会長の任期が現状と合っていないので、改定案を示し、理事会で審議した。
結果、出席者 14 名の全員賛成で原案通り承認された。8/27 付けで発効する。
ｂ）10 月度の第 36 回理事会は、南草津の草津市立市民交流プラザ（フェリエ南草津 5F）
で開催予定である。案内図を配布して説明した。
ｃ）12 月度第 37 回理事会後の忘年会・カラオケ愛好会は、パナソニックリゾート大阪で
開催予定であるが、H27 年度と同じ、
11：00～12：00 理事会
12：00～14：00 忘年会
14：00～16：00 カラオケ愛好会 とすることに決定し、会場予約を行った。
⑦ その他
ａ）鳥人間コンテストについて
「第 40 回鳥人間コンテスト 2017」滑空部門に県大工学部航空研究会（代表 江越 啓太）
が参加した。結果は 11.57ｍであったが、機体設計図の書類審査をパスするのが大変な
ことを考えると健闘したと言える。
今後も参加することになれば、学友会としても何等かの資金的な援助を考えるべきであ
ろう。
ｂ）安田教授滋賀テックプラングランプリ企業賞（東レ賞）を受賞。
学部機械ｼｽﾃﾑ工学科の安田寿彦教授が、平成 29 年 7 月 15 日に開催された第 2 回滋賀
テックプラングランプリ最終選考会において企業賞（東レ賞）を受賞された。
受賞テーマは、「早期移動体験によって障がい児の心・認知・身体を育む移動支援機器
の普及と開発」
「滋賀テックプラングランプリ」は、
「滋賀発成長産業発掘・育成コンソーシアム」が運
営する「滋賀テックプランター」における支援成果発表の場として開催されているもの
です。今年度は 29 件のエントリーがあり、最優秀賞、オーディエンス賞、7 つの企業
賞が決定しています。
以 上
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次回、第 36 回理事会開催予定
日 時；平成 29 年 10 月 15 日（日）13：00～
場 所；草津市立市民交流プラザ（フェリエ南草津 5F）
議 題；別途案内します
以上
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