平成 30 年４月 2３日

湖風会「工学部学友会」
記録：藤浪市郎

第３９回（平成３０年４月）「工学部学友会」理事会の記録
（１）日
（２）場

時
所

：平成 30 年４月２２日（日）１3：００～１6：40
：西大路会場（長濱製作所）会議室
京都市南区唐橋門脇町 23-2 ☎075-691-691
（３）出席者 ：立入会長、国領・奥副会長、安田特別理事、藤田・内片・谷川・松下・若林・吉田
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 39 回「工学部学友会」理事会開催案内及び議題
・平成 30 年度「工学部学友会」活動計画・実績 1804
・第四回総会・懇親会準備日程
・次第案
・第四回総会収支試算
・案内状送付先
・第 18 回名簿管理チーム打合せ議事録
・湖風会活動計画/役員・委員会所属表
・2018 年以降のフォト同好会計画（案）
・平成 29 年度会計報告＆監査報告
・会則７改案
・役員名簿（2018/04/01）
＊尚、本日特別に秋田 公司氏（S50M 卒、京都府議員）が出席され、立入会長からの紹介、並び
に挨拶・講話を頂いた。
１、立入会長の挨拶（要旨）
こんにちは、つい 1 週間前までの冬装束がいきなり真夏の装束にしなければならない、ほんと
に今年は天候が不順です。
本日は新年度最初の理事会で、今年は 11 月 17 日に第 4 回総会を県大で開催する計画です。
そのための準備・役割分担その他諸々を審議頂いてうまく段取りが出来ますように皆さんの協
力、支援をお願いします。
2、学友会第 4 回総会開催大日程について
ａ）準備に関する日程及び担当を提示した。基本的に前回の担当を踏襲している。
何らかの都合で出来ない場合は、他の人にお願いして担当を代わってもらって下さい。
ｂ）総会会場は、A2 棟-202 講義室、懇親会はカフェテリアとする。
ｃ）総会の記念講演の演者・演題は、立入会長に一任する。
講演時間は 40～45 分とし、5 月末までに決定する。
ｄ）懇親会のアトラクションはアンサンブルひこねを基本に計画する。
ｅ）会費は、収支試算の結果 6,000 円（学生 3,000 円）とするが、会費が 6,000 円になると、
県大卒業後間もない年代の人は参加しづらいのではという意見がでて、対応策を討議した。
従来は、総会と懇親会をセットとしてとらえていたが、学友会活動に少しでも関心を持って
もらえる人を増やすためにも、総会のみの参加も可とすることとする。
尚、総会のみの参加者の会費は、総会への参加者を増やすために無料とする。
ｆ）案内状の送付先は、リスト通りとする。
教職員会員の方で、学内在籍の方は湖風会事務局経由学内便で発送、回答はその逆ルート
で回収する。退職・移籍などで学内におられない方は、先般発行の名簿によって郵送する。
名簿に住所を掲載されていない方については、案内を止めることし安田特別理事にアップデ
ートして頂く。又平成 29 年度卒業クラスの学年幹事が未定なので併せて決めて頂く。
学年幹事は、名簿管理チームで、評議員との統合を含めた見直しをした学年幹事に案内を
する。
ｇ）今回も Open lab.を実施して頂き、見学ツアーを計画する。
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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＞国領リーダー
ａ）4 月 11 日開催の名簿管理チームの打合せ結果を報告した。
評議員と学年幹事の統合について見直しを行って名簿をアップデートした。（一部未）
評議員の内 1 名を学年幹事として位置づけ、学友会の総会の案内をし、クラスの取り纏め
をお願いする。
評議員には、湖風会から通常総会の案内と委任状の送付がなされるので、学友会の役員は
全員評議員として登録する。
クラスの評議員の人数は特に限定しない。
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、
①第 38 回理事会の議事録
②行事内容のお知らせとして、
第 14 回「ウオーキング＆小旅行」と第 22 回「ゴルフコンペ」の 2 件
③S37・S40C（工業化学科）クラス会の 2 件
また、Facebook の登録者は現状 30 名、役員で未登録者 3 名おられるので登録をお願い
する。投稿の概要は以下の通り。
①滋賀県立大学と同窓会との意見交換会に参加（メンバー伊垣さんの投稿）
②県大地域ひと・モノ・未来情報研究センター主催の「第 2 回成果発表シンポジューム」
開催の案内
③湖風会 HP 小委員会の開催概要（國領さんの投稿）
④県大日本酒プロジェクトのシェア
⑤第 14 回「ウオーキング＆小旅行」の案内による参加者募集
⑥第 22 回「学友会ゴルフコンペ」の案内による参加者募集
⑦高槁金属㈱執行役員技術開発部長 西村清司様（S50 年機械卒）他 4 名の「超精密板鍛
造プレスにおけるねじ転造（雄ネジ）工法一貫生産システムの確立で第 7 回ものづくり
日本大賞「特別賞」を受賞されたことのお知らせ
⑧S37C・S40C（工業化学科卒）クラス会の HP 掲載のお知らせ
⑨県立大学の新学期スタートにより工学部学友会より大学工学部へ表敬訪問概要
⑩学友会第 18 回「名簿管理チーム」打ち合わせの概要（國領さんの投稿）
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）4 月 14 日（土）開催の役員会の報告
ｲ) 学友会からの報告
ⅰ）第 4 回工学部学友会総会は湖風祭に合わせて 11 月 17（土）と決定、場所は県立大
学とする。参加規模は前回以上(100 名）以上を目標
ⅱ）県大工学部の活動支援として工場見学を 7 月に実施。
訪問先は(株)テクノスマート（旧社名井上金属 野洲市）
対象学生：機械システム科三回生
ⅲ）同好会活動について
ウォーキング＆小旅行が 5 月 19(土)近江八幡市の【八幡堀散策】を実施。
皆さん奮ってご参加してください｡
ﾛ）鳥人間コンテストで今年も設計書類審査をパスし、出場が決定した。
湖風会から 50,000 円助成する（今回限り、今後は再検討）
学友会として、個人的に支援を行う。7 月 28 日が飛行日なので、次回理事会の折徴収
する。長谷理事からその旨アナウンスしてもらう。
ﾊ) 総務委員会から、今年度総会開催を予定しているのは、学友会・環境科学学部・人間
文化学部と東海支部の 3 学部 1 支部。
また、総会時の講演の謝礼として湖風会から 2 万円を上限として補助される。
ﾆ）平成 30 年度の役員及び委員会所属表、活動計画が出された。
ﾎ）総会の準備などで湖風会館を使用される場合は、必ず予約をするよう要請された。
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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）会社訪問
H30 年度は、㈱テクノスマート（旧社名井上金属 野洲市）を予定している。
7 月 12 日に実施予定。
5 月 8 日に立入会長・奥副会長で先方を訪問し、最終の詰めを行う。
テクノスマートの業容は、http://www.technosmart.co.jp/company 参照ください。
ｂ）県大工学部長表敬訪問
4 月 9 日（月）、立入会長、国領・奥副会長、長谷代表理事で、県大工学部の南川工学部
長、根岸桂路電子ｼｽﾃﾑ工学科長、Ｂｼﾞｬﾔﾃﾞﾜﾝ材料科学科教授、奥村 進・安田寿彦機械
ｼｽﾃﾑ工学科教授を訪問し、今年度も宜しくと挨拶した。
その中で、機械ｼｽﾃﾑ工学科だけでなく他の学科でも工場見学を実施しているとのこと。
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
6 月 9 日（土）にコンペ開催予定である。
現在 7 名が参加予定。
ｂ）ウォーキング＆小旅行
・・・国領世話役
5 月 19 日(土)開催とし、八幡堀散策と八幡山ロープウエイで既に案内済。
集合時間・場所は変更ないが、ボランティアガイドのアドバイスで午前と午後のコース
を入れ替える。
新町バス停→白雲館→かわらミュージアム→日牟禮八幡宮→ロープウエイ 八幡山散策
→宮前大杉店（昼食・懇親会）→八幡堀散策 近江商人屋敷街→小幡駐車場で
解散とする。現在の参加予定者は 25 名。
ｃ）フォト同好会 ・・・谷川世話役
京の史跡、名所をシリーズで巡る計画を立てた。
平成 30 年度は 12 月 1 日に仙洞御所と京都御苑・京都御所めぐりを予定している。
予約が必要で 3 か月前から受付なので、8 月には参加者を確定したい。
来年度以降、修学院、桂離宮、大徳寺の塔頭寺院、泉涌寺、妙心寺などをめぐる予定。
ｄ）カラオケ愛好会
・・・内片世話役
12 月の理事会の後に実施したい。
⑥ 事務局
a）平成 29 年度の決算報告・監査報告
会計決算報告が藤田理事から、その監査報告が谷川理事から報告され、理事会で承認さ
れた。
ｂ）平成 30 年度の理事会開催日・場所について
・6 月 17 日（日）・・西大路会場（長濱製作所）
・８月 19 日（日）・・パナソニックリゾート大阪
・10 月 21 日（日）・・西大路会場（長濱製作所）
・12 月 23 日（日）・・パナソニックリゾート大阪（忘年会・カラオケ）
・2019 年 2 月 24 日（日）・・西大路会場（長濱製作所）
ｃ）前回の理事会で承認された名誉顧問をおくことに関して会則の七改を提示した。
内容については理事会承認済なので、これでリリースする。
ｄ）山路さんが新理事として役員に加わって頂いたが、その職掌担当は次回ご本人の意向も
確認して決める。（第一候補；議事録担当）
e）先回理事会で山添理事から説明があった、Facebook 絡みのメールが頻繁に入ることの
対策として、別フォルダーを設けそこに仕分けする方法を実施して、効果があった旨の
報告があった。未だの方は試してみてください。

以
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上

次回、第 40 回理事会開催予定
日
場
議

時；平成 30 年 6 月 17 日（日）13：00～
所；西大路会場（長濱製作所）
京都府京都市南区唐橋門脇町 23-2 ☎075-691-5819
題；別途案内します
以上。
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