平成２9 年１０月 1６日

湖風会「工学部学友会」
記録：藤浪市郎

第３６回（平成２９年１０月）「工学部学友会」理事会の記録
（１）日
（２）場

時
所

：平成２9 年 10 月 15 日（日）１3：００～１7：00
：草津市立市民交流プラザ（フェリエ南草津 5F）
滋賀県草津市 野路 1-15-5 ☎077-566-8192
（３）出席者 ：立入会長、国領・奥副会長、奥村顧問、藤田・内片・山添・谷川・松下・若林
平野・藤浪各理事、（12/17 名）
（４）議事内容 （司会；平野理事）
配布資料 ・第 36 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 1710
・名簿管理チーム打合議事録 171005
・学年幹事＝評議員統合案
・H29 理事会出席簿と交通費
・南草津会場と忘年会メニュー
・湖風会役員会（10/14）資料
・滋賀地域サテライトクラステー 最終成果報告会資料
１、立入会長の挨拶（要旨）
こんにちは、天気が良くありませんが出席有難うございます。議題に沿って宜しくご審議下さ
い。プライベートですが、昨日は比叡山延暦寺の釜堀阿闍梨が行者姿で国家安泰を祈る「土足
参内」が京都御所で行われ、行列と式を観てきました。歴史を感じました。
振り返れば平成 23 年 11 月 20 日に大役を仰せつかってから 6 年になります。学友会の方も活
性化に向けて精いっぱい頑張りますので宜しくお願いします。
審議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
10 月 5 日名簿管理チームの打合せを行った。
・学年幹事と評議員の統合について
2017/7/26 の湖風会と学友会との意見交換会で、湖風会の評議員と学友会の学年幹事の関
連をどうするかの打合せの結果として、湖風会の評議員はクラス会よりの選出を優先し、
取り纏めを各学部支部に委ねることになった。
これを受けて学友会としての進め方を討議した。種々意見が出たが、結論として、
1）学年幹事は、各クラスから 1～2 名選出し、同時にその方は評議員として湖風会に申請する。
2）現状評議員として 3～4 名登録されているクラスがあるが、将来的にクラスでの調整で、
1～2 名に収束させるとして、過渡的な処置として現在登録されている方を学年幹事＝評議
員とする。
3）複数の学年幹事（＝評議員）のクラスは、1 名の正幹事（仮称）を選任する。
学友会からの情報伝達（総会開催案内等）は、正幹事宛に発信する。幹事からクラス員へ
の展開は、クラスの事情により、自身が行うか、正幹事が他の幹事に代行を依頼するか、手
分けして行うかは各クラスの判断に委ねる。
4）上記原則に基づき、県短機械系クラスの見直しを行った案を提示し意見を聞いた。
【 出された意見 】
・クラスへ調整をお願いするとしても、各クラス何名にするのかを決めておかないと調整す
る人も困るのでは…？
・湖風会本部と学部支部の間で方針を決定し、合意が得られれば、各支部はその方針に基づ
いてスケジュールを決めて行動すればよいのでは…。
・学年幹事（＝評議員）にどのよう役目を担って貰うか明確にしておかないと話もできない。
・湖風会の方向付けを待っていたら時間がかかるようなら、本部と支部の関係の案をまとめ
て本部に提案してらどうか。
・湖風会評議員の今までの行動実績（返信の有無、総会への出席など）を纏めてみないと
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調整も何を基準にしたらいいかわからない。
（過去の学友会学年幹事の行動評価は纏め済）
・学年幹事の選任に当たり、幹事の役割を説明し了解を取り付けてから任命すべきではない
か？（現実には選任できないクラスが多く出てきてしまう？）
出された意見を吟味し、今後の方向付けを行う。
② 「工学部学友会」ＨＰについて・・・＜ＨＰ維持チーム＞山添リーダー
ａ）前回の理事会以降、掲載された記事は、
・第 35 回理事会議事録
尚、新着情報を画像スライド式に変更した。
ｂ）facebook の参加者は 22 名になった。
主な掲載記事 ・湖風会テニスの集い案内
・ゴルフ同好会開催記事掲載案内
・湖風会 近畿支部総会の案内
・10/05 名簿管理チーム打合せ案内
・第 10 回フォト同好会開催案内 他
ｃ）最近スマホでの閲覧が増えているが、スマホで見たとき、表示がズレる画面もあり対応策
が見つかっていない。今後の検討課題である。
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＞若林理事
ａ）湖風会関連報告
1）10 月 14 日（土）開催の役員会報告
ｲ) 各支部・委員会の報告
ⅰ）学友会からの報告として、
・8/27（日）第 35 回理事会を開催、出席者 14 名/17 名。
＊生涯メールサービスのアドレス取得の依頼
＊京都府の事業「京都で暮らしと仕事を体験」、京都ビジネスフェア―の案内
ⅱ）広報委員会 湖風会報第 6 号のゲラができた。
ⅲ）名簿管理委員会 サラトで名簿を作ったが、今後ナックウェブのソフトでメンテを
していく。
ⅳ）総務委員会 前岡田会長の感謝慰労会が 9/23 開催され若林理事が出席。
ⅴ）人間看護学部支部 H30/3 開催の総会に関する打合せ実施。
ﾛ) 支部助成金のガイドラインについて
改定により総会での講師謝礼金（交通費を含み２万円を上限）が助成対象になった。
ﾊ) 生涯メールサービスについて
9/21 大学側 図書情報瀬センター 吉野統括、情報管理室 浜野主査と
湖風会 松下（恭）副会長、事務局 中村 で打合せを実施。
・送信用メーリングリストへの送信は、限定され同窓会関係は、
湖風会（s.kendai400@kofuukai.jp）のみ。
・現在のメーリングリストは、全員対象のみである。
グループ別のメーリングリストは現在方向性が明確でない。学部別を考えていると
のこと。学部支部別のリストを要求すれば大学で対応して頂けるのか、自身で作業
をするのかは決まっていない。
・学部支部の関係者を集めて、説明会を開催して欲しいと要求をしている。
アドレス取得によるメリットが理解できるように説明しないと普及が進まない。
対して湖風会からは、説明はもう少し整理してからにして欲しい。従って時期の確
約は出来ない。
ﾆ) 会費未納者への納入依頼について
約 3,530 名の未納者に対し、振込用紙を会報に同封して送付する。
ﾎ) 大学から湖風会館の談話室を金曜日に借用したい旨要望が来ている。使用目的、内容
の詳細を確認し対応を決める。
ﾆ) シンボルマーク使用申請書をシンボルマーク使用許可申請書に改め様式を変更したい。
④ 県大工学部の活動支援について・・・＜活動支援チーム＞立入リーダー
a）きょうとふるさとワーキングホリデーについて
京都府副知事の依頼で、きょうとふるさとワーキングホリデーの説明の為県大を訪問した
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いとの要望を受け、9/21 京都府の小山氏、河島氏、県大 堺井副理事長、就職支援の北村
氏、学友会 立入会長が面談し説明を受けた。
また当日、南川工学部長と面談する時間が頂けたので、京都ビジネス交流フェア 2018
について話をした。2018 では工学部材料科学科を主体に展示を検討するとのこと。
ｂ）びわ湖環境ビジネスメッセ 2017 について
10/18～20 長浜バイオ大学ドームで開催されるが、その中で 10/20 13：30～15：30
滋賀地域サテライトクラスター最終成果報告会が開催される。
滋賀県大安田（昌）教授・奥教授他が講演される。
又、電子システム工学科酒井教授が、最近滋賀大に「データサイエンス工学部」が出来
酒井教授がコーディネーターになり講演される。
ｃ）来年 2018 年度の会社訪問の準備にかかろうとしている。
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
次回は、11 月 11 日（土）にコンペ開催予定。
7 名参加予定。今回は小谷口さんが都合で不参加。
ｂ）フォト同好会
・・・山添世話役
10/7（土）第 10 回「フォト同好会」を大阪道頓堀界隈で実施した。
参加者は 5 名、近々HP に掲載予定。
フォト同好会は過去 10 回開催してきたが、継続は力なりとは言うものの、参加者が少
なくもう一つ盛り上がりに欠ける。フォトがついているので写真を撮る人でないとダメ
というイメージがあるのかなと思う。このまま続けていいのかなという疑問も持ってい
る。もっと多くの方が参加できる会にするためにはどうしたらよいか、皆さんの意見を
頂きたいと思っている。（2 月度の理事会で聞いて検討する）
例えば神社仏閣・名所庭園を訪ねる等に方向転換してみたらかとか…。
ｄ）カラオケ愛好会
・・・内片世話役
パナソニックリゾート大阪で開催予定である。会費 1,000 円程度。
⑥ 事務局
a）理事会への出席への交通費補助について
今年は会場が変わってきた。交通費をリストアップしたので内容を確認してもらいたい。
間違っていたら平野理事にメール連絡のこと。
（松下理事が H28/5 月に転居し、JR 甲子園口→JR 西宮に変更になった。）
ｂ）立入会長の長濱製作所が新社屋を増築され、40 人位集まれる会議室を造られた。
理事会に使っていただいても良いとの申し出を受けたので、理事会の半分くらいを長濱
製作所をお借りすることにした。
尚、状況をみて長濱製作所での回数を増やすかも知れない。
場所は別途案内するが、JR 西大路から徒歩 10 分位。
尚、日頃の感謝も込めて、新社屋増築の心ばかりのお祝いをする。内容については国領
副会長に一任する。
ｃ）忘年会メニューについて
牛しゃぶしゃぶ・うどんすき・食材いろいろ満足コースかで 5,000 円（飲み物込み）程
度で平野理事に一任する。
司
会；藤浪
会 長 挨 拶；立入会長
乾 杯 発 声；国領副会長
中 締 め；奥副会長
でお願いします。
⑦ その他
湖風会テニスの集いが 10/21 に開催されるが、幹事の辻野さんから連絡があり、
参加はＯＢ 懇親会 １３名 プレー１９名 平成年度の卒業生が参加して貰える。
学長は出席予定でしたが急遽 用件が入り欠席となりました。
湖風会からは新会長・副会長が出席して戴く事との事。
現役 プレー及び懇親会に３９名参加及び出席予定。そんな状況の中、収支面で３～４万円
程マイナスとの事。学友会理事各位の知恵をお借りしたいとのことでした。
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以
次回、第 37 回理事会開催予定
日 時；平成 29 年 12 月 17 日（日）
11：00～12：00 理事会
12：00～14：00 懇親忘年会
14：00～16：00 カラオケ愛好会
場 所；パナソニックリゾート大阪
議 題；別途案内します
以上。
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上

