平成２9 年１２月 1８日

湖風会「工学部学友会」
記録：藤浪市郎

第３７回（平成２９年１２月）「工学部学友会」理事会の記録
（１）日
（２）場

時
所

：平成２9 年 12 月 17 日（日）１1：００～１2：00
：パナソニックリゾート大阪
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、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・吉田・藤浪各理事、（14/17 名）
（４）議事内容 （司会；平野理事）
配布資料 ・第 37 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 1712
・「湖風会」平成 29 年度 第 5 回役員会報告
・京都ビジネス交流フェア 2018 パンフレット
１、立入会長の挨拶（要旨）
おはようございます、年末のお忙しい中、またお寒い中参集頂き有難うございます。
先般第二工場竣工のお祝いとして学友会からバキラの鉢植えを頂き有難うございました。3 階
に会議室を設けましたので、その入り口に置いています。11 月 15 日竣工式を行い関係者にお
披露目しました。
さて、この一年を振り返ると、4 月には工学部長に新しく南川教授が就任されご挨拶しました。
6 月には湖風会 10 周年記念行事に参加、7 月には高橋金属さんへ会社訪問、種々活動してき
ました。本日はこの後忘年会・カラオケがありますが有意義な一日にしてください。
宜しくご審議下さい。
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＞国領リーダー
名簿管理そのものではないが、先般湖風会の HP 委員会に出席してきました。その状況で
先回の話で学友会の学年幹事と湖風会の評議員を一体化していこうとしている。
学年幹事への働き掛け、情報伝達の手段として生涯メールサービスのシステムを活用しよ
うとしていたが、その登録は 12/16 現在で 13 名と低調である。
見通しとして、これを活用していけるのか、行こうとしているのか湖風会の対応もよく判
らないし、当日出席された大学の先生から学生のうちは使うだろうが卒業後は使わないの
ではという声もある。
当初名簿管理チームが考えていた計画通りに行かない懸念が課題として取り上げられる。
名簿管理チームとしては、引き続き幹事―評議員の統一と学年幹事に対する情報伝達の方
法を追及していく必要がある。
情報伝達手段として、Facebook と HP の更新をツールとして活用するとか、生涯メールサ
ービスが定着しなくても、現在お使いのアドレスを登録して頂くことも考えていく。
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、HP へ掲載された記事は、
・第 36 回理事会議事録
・第 13 回「湖風会テニスの集い」
・S40M クラス会
・第 21 回「ゴルフコンペ」
・S38C クラス会を掲載した。
また、Facebook には長濱製作所の第二工場の竣工、近畿支部第 3 回総会、HP へ議事録・
各クラス会・ゴルフコンペ・湖風会テニスの集いなどの掲載のお知らせなどを投稿した。
Facebook にアカウント登録後の Facebook からのメール受信の処理方法などについて、
次回（2/24）の理事会で説明を行う。
ｂ）Facebook で「湖風会学友会」というアカウントを採っているが、主には HP の更新のお
知らせ、学友会の各チームの打ち合わせ内容、県大との会議や行事の内容などの投稿用に
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使っていきたい。現在管理者として山添・国領・吉田の３名が登録しているが、このアカ
ウントを使用できるのは、この３名です。
ｃ）前回スマホでは HP が見にくいという話があったが、湖風会 HP 委員会でも同様の意見が
あった。これを解決すには、PC 用とモバイル（スマホ）用に分けて作らないと解決しな
いとのことであった。（HP 小委員会での話、国領リーダー）
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＞長谷代表理事
ａ）湖風会関連報告
1）12 月 16 日（土）開催の役員会報告
ｲ) 各支部・委員会の報告
ⅰ）学友会からの報告事項なし。
ⅱ）近畿支部―11/19 第 3 回総会開催した。出席者 32 名。
川崎支部長が退任され、寺脇綾子（農業部）が新支部長に選任された。
ⅲ）広報委員会―湖風会報 6 号の発行、HP 委員会、生涯メールサービスの報告。
ﾛ) 卒業記念品について
学位記、不織布バック（いずれも大学と湖風会のロゴを入れる）とする。
対象者は 730 名。
昨年まで図書カードを贈っていたが今年は止める。
ﾊ) 生涯メールサービスについて
12/16 現在の登録者は 13 名で低迷している。
湖風会としても今後の展開の道筋が明確になっていない様子である。
学友会から要望している説明会については大学側の浜野氏（情報管理）と連絡し段
取りするとのこと。
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、振込用紙を湖風会報に同封して送付した。
ﾎ) 大学と湖風会との意見交換会を H30 年 2 月 17 日（土）15：30 から開催する予定。
また、懇親会を 18：00～彦根駅近辺で開催する。
ﾍ) H30/3 月卒業予定者から湖風会評議員の選任が必要であるが、工学部については安田
教授に調整をお願いする。
ﾄ) 来年度は学友会第 4 回総会開催の予定もあり、湖風会の年間スケジュールを早く出し
てほしい旨要望した。(2/10 の役員会に提示してもらうよう長谷代表理事から事務局
に依頼する。)
④ 県大工学部の活動支援について・・・＜活動支援チーム＞立入リーダー
a）来年度の会社訪問先を準備する必要がある。候補会社があれば推薦下さい。
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たが、県大工学部の地域ひと・モノ・未来
情報研究センターのセンター長の酒井先生がコーディネートされた講演があった。
テーマは第 4 次産業革命セミナーで「人工知能に係わるビジネス」を IBM の方が話され
た。
もう一方は「ビッグデータをビジネスチャンスに生かすデータサイエンス」で滋賀大に設
立されたデータサイエンス工学部の竹村学部長が講演された。
ｃ）京都ビジネス交流フェア 2018 が、2018 年 2 月 15～16 日に開催される予定である。
来年度は工学部材料科学科が主体となると聞いている。
ｄ）伊吹機械（長浜市）の伊吹会長が長濱製作所を訪問された。社長は S42M の卒業生。
学友会に興味を持っているのでご支援しますとのこと。
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
11 月 11 日（土）に第 21 回コンペ開催した。参加者 7 名。
HP に掲載済、http://k-gakuyukai.jp/doukoukai/golf/index_golf.html
ｂ）ウォーキング＆小旅行
・・・国領世話役
食事処の予約が非常に取りにくいので、日程を早めに押さえておきたい。
一応 5 月 19 日を第一候補とする。
行き先は長浜の黒壁スクエアか、八幡堀あたりを考えている。次回 2 月の理事会には案
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内できると思う。
ｃ）フォト同好会 ・・・山添世話役
前回の理事会で話しました様に、次回 2 月の理事会で方向付けの意見をお聞きしますの
で宜しくお願いします。
ｄ）カラオケ愛好会
・・・内片世話役
本日忘年会後に開催します。
⑥ 事務局
a）立入会長の長濱製作所で第二工場が完成し、11/15 竣工式が行われた。
学友会からお祝いの印としてバキラの鉢植えをお贈りしました。
ｂ）次回 2 月の理事会開催は、都合により 2 月 18 日から 2 月 24 日（土）に変更する。
ｃ）次回２月の理事会が今年度最後の理事会になります。会計を締める必要があるので、立
て替え金がある方は、それまでに藤田理事に連絡して清算をお願いします。
⑦ その他
a）第四回学友会総会について
来年度は総会開催年になる。日程を大まかに決めておきたい。
湖風祭には卒業生も来学される良い機会なので、基本的に湖風祭に併せ開催するように
したい。また、大学主催の Home coming day も開催され、Open lab.も計画されるの
でこれに合わせる。来年は 11 月 10 日で予定されていたが、他の行事との兼ね合いで、
3～4 日か 17～18 日に変わりそうだが、1 月にしか確定されない。
従って、次回 2 月の理事会で決定する。
ｂ）湖風会の役員会で京都ビジネス交流フェアの紹介をしているので、立入会長からパンフ
レットを事務局に送付して頂く。
ｃ）松下理事から、杉本さんからの要望でテニスの集いに関して、奥村顧問も含めて話をし
たい旨の連絡があった。協賛して頂ける方があれば参加してほしい。
日程など具体的に決まれば松下理事から連絡する。

以

上

※理事会後、懇親忘年会およびカラオケ愛好会を開催、カラオケ愛好会の開催報告は別途掲載。
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次回、第 38 回理事会開催予定
日 時；平成 30 年 2 月 24 日（土）13：00～
場 所；長濱製作所
京都府京都市南区唐橋門脇町 23-2 ☎075-691-5819
議 題；別途案内します。
以上。
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