平成 30 年８月２5 日

湖風会「工学部学友会」
記録：平野康生

第 41 回（平成３０年 8 月）「工学部学友会」理事会の記録
（１）日
（２）場

時
所

：平成 30 年８月１９日（日）１3：００～１６：３0
：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・山添
谷川・松下・若林・廣岡・平野各理事、（1２/17 名）
（４）議事内容 （司会；平野理事）
配布資料 ・第４１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 180８
・第４回総会準備日程 D
・案内状送付先（最終）
・看板類
・封筒+ラベル
・180806 湖風会と学友会の打ち合わせ
・「第 14 回テニスの集いと懇親会」HP 案内
・第２回資料-1 懇親会費用シミュレーション
・同好会登録申請
・テニスの集い会則
・テニスの集い役員名
・同好会に対する助成金交付要領
１、立入会長の挨拶（要旨）
こんにちは、暑い毎日が続いておりますが、ようやく朝夕だけは涼しくなって来ました。
冒頭ですが、役割変更のお知らせをさせて頂きます。廣岡さんを司会にお願いし、平野さんを
議事録の方に回って頂く。又、ご家庭の都合で退任の依頼を受けております小谷口さんの退任
を承諾したく思っております。（その後 役割変更と小谷口さんの退任を承認）
それでは、議題に沿って宜しく審議願います。
2、学友会第 4 回総会進捗状況について
ａ）招待状・案内状の発送: 7/31 済 藤浪理事分
・8/11 現在 宛先不明 6 通 ： 調査後藤浪理事にて再送
- 内 3 通(短大分) ： 長谷代表理事にて住所再調査
- 内２通(県大分) ： 安田先生にて住所再調査
- 内 1 通(教職員) ： 新赴任先へ送付する。
・湖風会副会長宛案内状追加(2 名)
・教職員宛案内状追加(2 名) ： 湖風会入会をお願いしたのち案内状を手渡しする。
ｂ）総会出席状況(8/18 現在)
・教職員 ：２名 出席
・招待者 : ２名(立入会長分)
ｃ）案内・看板進捗状況
・案内・看板原稿 ： 作成済
・案内板設置場所 ： 藤浪理事担当
・オープンラボ受付： 総会会場内で受付(構内前にて学生が看板を持って会場を案内)
・応援学生： 15 名確保の予定(安田先生)、懇親会無料券用意(15 名分：平野理事)
ｄ）冊子進捗状況 ： 全体的にオン・スケジュ－ル
・原稿フォーマット ： 国領副会長より依頼
行数 標準、文字サイズ SM 明朝 11
余白 上 20、下 15、左 25、右 15
・写真： 印刷の質を落とさない為、画素数を変えずに貼り付ける。尚、貼り付けた写真
は、原稿とは別に添付して国領副会長に送付する。
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・同好会活動期間： 2016/10 月～2018/9 月として作成する。
・「テニスの集い」は湖風会本部同好会の為、学友会活動から外し冊子には入れない。
・封筒に貼り付ける「学友会ラベル」の位置： B 案の「湖風会」の左横に貼る。
・会社訪問活動/ゴルフ同好会活動原稿： 立入会長分は山添理事がサポートする。
・協賛企業へのお礼文： 前回原稿を立入会長に送る。(平野理事)
・山路理事の役割： 国領副会長預かりとし決めてもらう。
・印刷部数： 250 部
e）その他準備作業の進捗状況
・総会案内の HP への掲載： 済 (山添理事)
・立入会長総会発表資料： 次回理事会にて PowerPoint 等で披露(吉田理事)する。
原稿の準備(国領副会長)
・来賓用リボン： 個数を含め手配(国領副会長、長谷代表理事)
・湖風会封筒及びキャンパス・ガイド手配：湖風会事務局に依頼済
・出席者全員の名札：当日までに準備(平野理事)
懇親会出席者は、名札にシールを貼る。
・懇親会お席割り、席表： 同クラス、同学年を優先に割り当て(平野理事)
f) 当日対応の進捗状況
・受付： 若林/藤田/谷川理事と湖風会事務員で行う。
湖風会事務員は出来れば２名お願いする(長谷代表理事)
・受付業務の範囲：出席者の受付、名札を渡す、懇親会参加者の会費徴収のみの作業とし
バス停、駐車場からの案内、オープンラボの案内は別のチームで行う。
また 前回のｺﾞﾀｺﾞﾀを繰り返さないよう役割分担を明確にし、来場確認
ｼｰﾄを一つにする。
・バス停、駐車場から構内小川までの案内：案内板を立てる。(位置指示：藤浪理事)
・小川から総会会場及びオープンラボ案内： 安田先生主導で学生に行ってもらう。
・総会会場案内：会場が広いので、松下理事を中心に段取り良く案内し着席してもらう。
・懇親会乾杯の発声：山根先生にお願いする。
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＞国領リーダー
ａ）8/06 湖風会館で行われた打合せについて、議事録に沿って説明がなされた。
出席： 湖風会 松下副会長、竹内事務、学友会 国領副会長、長谷代表理事(4 名)
内容： 湖風会評議員と学友会幹事の統合について
主な打合せ項目としては、
＊ 統合合意後の学友会側の作業
＊ 湖風会と学友会の評議員の統合作業の進め方について打ち合わせた。
＊ 統合後は、湖風会より評議員要請が来ないのかどうかの質問があり
来年 4 月以降は湖風会よりの要請は無いとの返答。
＊ トピックス： 人間文化学部支部では、県大卒の支部長が実現し学園祭では模擬店
出店予定でもあり、学生との交流にも力を注がれている。(参考要)
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、以下の通り。
・第４０回理事会議事録
・S40M、S41M クラス会
・S26B(彦根工専 26 回)クラス会
・会社訪問 (株)テクノスマート様の訪問記
・TOP ページに活動・行事等の開催案内は、下記の通り。
＊湖風会「工学部学友会」第四回総会・懇親会の開催
＊第 42 回「理事会」開催
＊第 14 回「湖風会テニスの集い・懇親会」開催
また、Facebook には、以下の通りの掲載（投稿）を行った。
・2018 鳥人間コンテスト出場 T ｼｬﾂ販売のお知らせ
・第 40 回湖風会「工学部学友会」理事会議事録の HP へ掲載
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・S40M、S41M クラス会の HP へ掲載
・湖風会 HP 小委員会の開催
・彦根工専 米寿(88 歳)クラス会の HP へ掲載
・第 14 回「湖風会テニスの集い・懇親会」開催のお知らせ
・2018 鳥人間コンテスト掲載
・県大学長室訪問の掲載(「工学部学友会」第四回総会招待状とスピーチ、冊子の投稿依頼)
・第 18 回会社訪問 (株)テクノスマート様の訪問記の HP へ掲載
・湖風会及び学友会名簿管理チーム打合せ掲載
ｂ）Facebook のメンバーはあまり増えていない。(現在 31 名)
ｃ）Facebook からまだ頻繁にメールが入って困っておられる方に、再度の対応方法を説明。
1）Windows ライブ・メールを使っておられる方は、すでにサポートが停止されていて、
新規パソコンへのインストールや現有パソコンへの再インストールができないので、代
替えメールソフトを使う必要がある。山添も PC が壊れたので、Outlook に変更した。
2）大半の方は、既にメールの仕分けルールで別フォルダーを作成し、そこに入るように
している。
3)フォルダー作成方法がわかりにくい方は、別途説明させてもらうので遠慮なく申し出て
ほしい。
4)確認として、誰でも Facebook をみられるかの質問に対し、アカウント登録をしないと
見られない。但し湖風会、学友会の HP は誰でもみられると返答した。
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）8 月 11 日（土）第 3 回役員会の報告
ｲ) 学友会からの報告
7/12 (株)テクノスマート様会社訪問した実施報告
・参加者：67 名(学生 54 名、教員 2 名、湖風会役員 3 名、学友会 8 名)
2）湖風会からの報告
ｲ) 鳥人間コンテストへのカンパのお礼と来る 8/29 読売テレビで放映がある との
報告があった。
④ 県大工学部の活動支援について・・・＜活動支援チーム＞奥副会長
a）7/12 会社訪問： ㈱テクノスマート滋賀工場（旧社名 ㈱井上金属 野洲市）
・参加者：67 名(学生 54 名、教員 2 名、湖風会役員 3 名、学友会 8 名)
・会社概要： 創業 1912 年、従業員 250 名(内、県大卒 7 名)
主な製品 液晶、工学フィルム製造装置、電池関連製造装置
・見学会概要：常務から会社の概要、開発部から製造上の苦労や商品特徴を説明
その後 4 班に分かれて現場見学、その後質疑応答、最後に全員で記念
撮影を撮り終了した。(事前準備段階から大変お世話になりました)
・安田先生より送られてきた学生の感想文を一部披露された。
＊欲を望むなら開発・設計の現場が見たい等
ｂ）来年度も県大からの距離を考えながら、見学会社を見つけるが、再訪問も検討したい、
とのことでした。
ｃ）県大卒業生の略字表現について(工学部短大卒は統一済)
例えば； 平成元年 工業化学科は「H01C」、機械科は「H01M」の略字を使っているが
県大卒に対しては、四文字での表現が無かったため、統一したい旨の話があった。
(工学部は、学科が解る一文字、他の学部は、学部が解る一文字を使用したい)
⑤ 同好会活動について・・・各世話役
a）ゴルフ同好会・ウォーキング＆小旅行は報告済、カラオケは欠席の為割愛
ｂ)フォト同好会 ・・・山添世話役
・12/1 仙洞御所と京都御所・京都御苑を予定(京都駅中央改札口 10：00 集合)
見学者事前登録(途中キャンセル可能)が必要な為 参加希望者挙手となり 10 名の
申し込みがあった。(代表者 3 名で計 10 名で申し込む予定)
⑥ 事務局
a）理事組織・役割

：

冒頭会長挨拶で話があった為割愛
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⑦ その他
a) 鳥人間コンテスト報告 安田先生
・皆さんからの応援・カンパに感謝の言葉があった。
・台風の影響で 1 日に短縮され、滑空部門は飛べたが、プロペラ部門は 3 チーム。
・結果は好ご期待。8/29 読売テレビ放映を観てほしい、とのことでした。
・来年は、発起人は卒業するが、後輩達は引き継いでくれると思うので、今後も
応援のほど宜しくお願いします。とのことでした。
b) 「湖風会テニスの集い」の同好会活動について。 松下理事
・資料にて OB の参加者減少、学生の参加者増加等の傾向を背景に「工学部学友会の同
好会活動」として取り込む旨の依頼があった。
審議結果としては、湖風会本部同好会である為「学友会同好会」には組み込まない。
今後も理事会にて、学友会同好会活動と同様に開催案内してもらい参加を促すとした。
以上

次回、第 42 回理事会開催予定
日
場
議

時；平成 30 年 10 月 21（日）13：00～
所；西大路会場（(株)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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