平成 30 年 10 月２1 日

湖風会「工学部学友会」
記録：平野康生

第 42 回（平成３０年 10 月）「工学部学友会」理事会の記録
（１）日
（２）場

時
所

：平成 30 年 10 月 21 日（日）１3：００～１６：３0
：：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 ☎075-691-5819
（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
藤浪・谷川・松下・若林・廣岡・平野各理事、（13/17 名）
（４）議事内容 （司会；廣岡理事）
配布資料 ・第４2 回「工学部学友会」理事会議題案追記
・A-2 会場レイアウト
・案内状送付先（最終）
・看板類
・誘導板要領
・次第案
・受付場レイアウト
・湖風会平成 30 年度第 4 回役員会報告
・湖風会テニスの集い参加・決算状況
・20181006134108 湖風会テニスの集い.jpg
・第 11 回フォト同好会の開催案内
１、立入会長の挨拶（要旨）
今日 21 日は東寺さんと日曜日で天気も良く水族館の人々とでこちら側の通りは大変賑わって
います。ところで台風の影響はどうでしたか等の話があり、第 4 回総会迄 1 ヶ月を切り、今日は
前日、当日の内容に漏れがないか等十分に確認して頂き、参加された方々が満足されるようお願
いします。との挨拶があった。
2、学友会第 4 回総会進捗状況について ：藤浪理事
ａ）「A 棟-202 教室インターネットが使用できるか」の確認依頼(山添(廣岡)理事⇒安田先生)
＊インターネットは使用できるが、繋ぎ方を確認する旨の返答あり。
ｂ）次第案
・研究室見学ツアー
＊2 班構成(9：40～10：00 班、10：00～10：20 班で見学ツアーを行う)
＊Open Laboratory：9：40～10：20 の時間帯は単独で見学可能。
・記念撮影
＊懇親会との時間が短い（20 分）為、A 棟-202 講義室内で行う。
・記念講演の学生への参加募集について(立入会長)
＊ポスター等で参加募集を募る。(安田先生)
＊当日講演前に学生が来ているか確認し、来ていれば教室にスムーズに入れるよう
講演前 1～2 分の間が取れるよううまく段取りをする。(廣岡理事)
・懇親会参加者の紹介について(吉田理事による)
＊テーブル毎に紹介（第 1,2 回総会での実績と写真撮影のバラツキが少ない為）
＊懇親会出席者のテーブル振分けの実施（平野理事）
ｃ）総会出席者集計の状況(10/17 現在) ：長谷代表理事
・総会出席者：90 名(調整後)(第 3 回総会：118 名)、特に化学の減少が目立つ
・懇親会出席者：70 名、見学ツアー：34 名
・料理の人数分をどうするか。(国領副会長)
ドタキャンもあるので 65 名分とする。
・一人でも多く参加してもらえるよう再度の呼びかけをしてほしい。(10/26 迄)
ｄ）原稿進捗状況について ：国領副会長
・編集打合せ(10/17 実施)：サンプル冊子を回覧。
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・原稿印刷（10/26）業者に渡す。(広告：間違いがないか再度の確認を依頼)
・冊子の校正（11/6）
・冊子の到着(11/15)：250 部 湖風会館
・冊子の封筒入れ作業(11/16 10：00～) 参加可能な方（10/21 現在 4 名可能）
-封筒の表：学友会ラベル貼付け
-封筒中身：冊子、ｷｬﾝﾊﾟｽｶﾞｲﾄﾞ(安田先生より学部冊子追加の可能性有り)
e）案内・看板状況について
・案内・看板原稿は作成済 ：安田先生にコピーを依頼
・会場への誘導方法
-駐車場から会場近くまで計 7 枚の誘導看板をスタンドに貼付け設置する。
（含：露、雨を想定し、ラミネート加工する）
-東側駐車場は多分閉鎖の為、誘導板を交流センター付近に移動する。
-県大バス停から会場までは、学生 3 名が誘導する。
・応援学生：15 名確保する。(安田先生)
ｆ）前日準備作業(11/16)について
・湖風会封筒入れ：10：00 湖風会館集合(参加可能者)
・全員：13：00 A 棟-202 講義室に集合、確認と役割分担を行う。
ｇ) 当日受付の対応等について
・受付：若林/藤田/谷川理事と湖風会事務員(2 名)で行う。
・受付テーブル配置：第 2 案採用（流れ：受付(懇親会費)➡名札➡資料の順)
・少なくとも役員は、おつりが要らない様に懇親会費を支払ってほしい。
・テーブル及びクロスの借用：前日（11/16）食堂に確認する。
・受付場所：A 棟-202 講義室前
-但し 湖風祭実行委員会より湖風祭の場所として使いたい旨聞いているので、何とか
10：30 頃まで使えないか。10/25 の打合せ時に掛け合ってみる。（安田先生）
-ダメな時間からと 10：30 以降は、講義室内での受付とする。
・名札シール：懇親会参加者、学生無料食事券が解るようシールで色分けする（平野理事）
・懇親会テーブル No:懇親会参加者のテーブル No が解るよう名札に No を入れる。
・懇親会の参加可否等が解る参加者リストを作成し渡す。10/26(長谷代表理事)
・返信はがきの有無状況を整理して渡す。(長谷代表理事➡藤浪理事)
-次回以降の案内の在り方等を検討する。
ｈ）協賛金募集状況 ：奥副会長
・23 件 ￥372,000 の協賛金を頂き有難うございました。
・冊子の協賛広告順番は、入金順番にしました。
ｉ）総会後の作業として、招待者・協賛社(者)への礼状等を行う。
・郵送方法：経費を考慮し、部数が多いものはレターパックを使用する。
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）統合学年幹事の総会案内の状況
・総会の出席状況、はがきの返信有無等の情報を集め、来年 4 月をメドに評価を行う。
② 「工学部学友会」ＨＰについて・・・＜ＨＰ維持チーム＞
ａ）本日、山添リーダー欠席の為「学友会」ＨＰを見ておいて下さい。（廣岡理事）
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）第 2 回名簿管理委員会の報告：10/13 日 出席 6 名
・生涯メール・メンバー（現 17 名）への配信実施（5,7,9 月の三回）
-会員でかつメール・アドレスを持っている学生に何故配信しないのかの質問が有った。
・同期会：11/18 日 古希の方を対象に 3 学部に呼びかけをする。
-湖風会の活性化を目的に、クラス会開催等のきっかけにしたい。(食事会費￥3000)
・名簿管理委員会の活動目標
-当面はクラス会通じ「住所不明者率：現約 30％」を改善したく、又名簿発行を 5 年
程度毎に行い不明者を把握し、減少していきたい。
ｂ）第 4 回湖風会役員会報告：10/13 日 出席 20 名(委任状 4 名)
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・各委員会、各支部からの報告
・県大湖風祭での啓発活動
‐「人間文化学部同窓会」の協力企画として、紙芝居、折り紙披露等のイベントを行う。
-湖風祭への寄付：例年通り 5 万円寄付をした。
・H31 年度評議員の選定と意見交換会
-10 月中に学生就職支援課と協議し、新評議員との交流会を行いたい。
・県大クラブと OB との交流活動
-大学の同好会で、一定数の OB,OG 含む活動に対し助成金（年 1 万円）を出すことを
PR して交流活動を活性化していきたい。
・長野大学が同窓会館（9/3 日）を訪問し見学された。
④ 県大工学部の活動支援について・・・＜活動支援チーム＞ 立入会長
a）来年度の会社訪問先：堀場製作所（株）びわこ工場を 7 月中旬に予定。
・ｷｬﾝﾊﾟｽ･ｶﾞｲﾄﾞに県大卒業生が掲載されている。
・湖西最大級の開発・生産拠点であり、排ガス計測機器では世界シェア 8 割を占め見学希
望者が殺到している。
・場所は比叡山坂本駅より徒歩 15 分
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
ｂ)フォト同好会 ：谷川世話役
・12/1 仙洞御所と京都御所・京都御苑を予定(京都駅中央改札口前 10：00 集合)
-参加希望者：12 名の申し込みがあり、全員仙洞御所への参観は予約済
-参加費：全て実費（飲食費及び地下鉄交通費で 1500～2000 円）
-詳 細：参加者には詳細案内を配布済
c)カラオケ愛好会 ：内片世話役
・12/23 14：00～16：00 パナソニックリゾート大阪
-色々趣向を凝らしているのでこうご期待を！
⑥ 事務局
a）立替請求について ：藤浪理事
・立替請求は、総会経費分とそれ以外に分けて請求してほしい。
⑦ その他
ａ) 第 14 回「湖風会テニスの集い」報告 ：松下理事
・今回雨天の為テニスは中止となり懇親会のみ行った。
・「参加・決算状況」のように OB の参加が減少。
・寸志額を見ると OB の負担が目立つ。
・スポーツを通じ学生との交流は大切であり、湖風会も強化方針の為、先頭を走るテニス
としては、今後も継続し他クラブのお手本となっていきたい。
ｂ）忘年会メニューについて ：平野理事
・鍋料理が多かったので、今年は会席料理にする。（会費￥5000 程度）
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次回、第 43 回理事会の開催予定
日

場
議

時；平成 30 年 12 月 23（日）
理事会
： 11：00～12：00
懇親会
： 12：00～14：00
カラオケ愛好会： 14：00～16：00
所；パナソニックリゾート大阪
吹田市青葉丘南 10 番 1 号 ☎06-6877-0111
題；別途案内します
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以上。

