蔵前工業会埼玉県支部 2015 年度第 2 回幹事会 議事録
日時：2015 年 9 月 26 日（土）18:00～20:10
場所：シーノ大宮センタービル 7 階・生涯学習センター講座室 1
出席者：１１名（平原、石井、小田、関谷、武笠、河面、利根川、菊池、大石、沼野、矢嶋）
欠席者：４名（山口、舟田、佐藤、落合）
１．講演会・見学会
（１）7 月の講演会結果報告（石井）
7 月 26 日（日）13:30～16：30、ソニックシティビル 7 階 708 会議室で開催した。
講師に宮川俊晴氏（日本原燃（株）安全本部、蔵前青森県支部長、S49 機、S51 修原）を迎え、
「放射線のものさし」の講演を頂いた。出席者は蔵前 26 名、如水会 5 名で、蔵前ジャーナル：2015 秋
号へ投稿（発行 10 月 1 日）した。
（２）10 月の講演会予定（関谷）
10 月 17 日（土）13:30～16：30、ソニックシティビル 8 階 803 会議室で開催する。
講師に秋鹿先生（放送大客員教授、東工大名誉教授）を迎え、「水素社会の課題と展望」の講演を頂く。
懇親会は 3,000 円程度とし、支部長から講師の参加を打診する。
なお、今後は講師の出欠に関わらず懇親会を開催することとした。
（３）今後の講演会予定（平原、石井、関谷）
・桑子敏雄氏（東工大大学院社会理工学研究科教授）を講師に迎え、2 月 20 日（土）に講演を開催する。
・ その後の講演会への取り組み
2016 年総会の講師を検討する。
石井幹事から冨士原氏（前支部長）にアメリカドライブ紀行などを演題とした講演を打診する。
支部長から東亞合成社長中川氏に講演を打診する。
（４）見学会（武笠・矢嶋）
・日立鳩山研究所の顕微鏡実演が見られる日を再度打診する。
・2015 年度内に日立研究所の見学が難しいと判断した際は他の見学先を検討し 2015 年度内の見学会を開
催する。矢嶋幹事には代替案があるか検討し提案を頂く。
２． 2016 年新年会計画（小田）
（１）日程・会費
・日程・会場・会費は 2016 年 1 月 31 日（日）
、ブリランテ武蔵野、5,000 円とし、新年会初参加の会費
納入会員は無料、如水会は、5,000 円とする。
（２）蔵前ジャーナル投稿
・2015 冬号（発行日 12/1）に新年会の案内を投稿する（投稿締切日 10/1）
。
（３）来賓
・来賓に東工大の丸山理事・副学長又は他の副学長、蔵前工業会の本房事務局長又は他の役員を要請する。
（４）留学生の招待・スピーチ
・留学生のスピーチはこれまでのスピーカーの母国以外の大学院留学生 2 名(女性)を招待することとし、
東工大の秘書室に依頼する。
（５）
「東工大基金」への募金
・本年と同様に会場に募金箱を設置する。
（６）新年会配布用プログラム及び新年会までのスケジュール
会費納入埼玉支部会員の名簿：舟田支部情報管理幹事（副）が作成し、幹事会 ML にて送付（7/21）
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口座振替(280 名)、カード払い（309 名）及び終身（免除者？）（130 名）のデータがあるが、口座
振替とカード払いに重複の可能性がある。
・新年会配布用プログラム及び新年会までのスケジュールを次回幹事会（12/5）にて協議する。
案内状発送に関し、地区幹事から発送タイミングの工夫事例紹介と地区に所属する会員の行政区分との
相違などの課題提起があった。地区割りについては小田幹事から現行資料を ML にて送り、地区幹事は
相互に連絡をとり、必要であれば会員の所属地区を見直すことにした。
（７）参加者増加対策
・次の参加者増加対策を次回幹事会（12/5）で協議する。
各地区幹事はあらかじめ、自地区の新年会参加者増加策を検討し、提案する。
くらりか活動の宣伝兼ねた紹介と簡単な実演を行い、会員勧誘の企画を提案する。
３．埼玉支部予算の本部入金報告（平原・小田）
舟田会計担当幹事から幹事会 ML 宛てメール（9/10、9/22 データ訂正）
（添付ファイル：別紙２－１～３）
平原支部長から埼玉支部予算の本部入金等を報告し了承された。
４．如水会埼玉県４支部合同例会（平原）
如水会埼玉県北支部 塩野谷幹事から平原支部長へメール案内（9/4）
（9/4 平原支部長⇒幹事会 ML）
＜概要＞
日時：平成２７年１１月７日（土）１２：３０～１５：００（１２時受付）
場所：
「埼玉グランドホテル深谷」
（深谷駅北口下車徒歩３分）
会費：８千円（当日支払い）
ミニツアー：ＪＲ深谷駅改札午前１０時集合（マイクロバス ⇒ 渋沢栄一ゆかりの里 ⇒ 例会会場）
会費：３千円（当日支払い）
蔵前からの参加者（参加費の半額（4,000 円）を支部から補助）
：
2013 年：平原支部長、石井副支部長、小田総務担当幹事
2014 年：平原支部長、原田県東担当幹事、県央・中里見氏
本年は、矢嶋幹事及び武笠幹事の参加を決定し、例年、支部長又は副支部長が支部の活動状況を紹介してい
ることから、平原支部長から幹事会に欠席された舟田副支部長に出席要請する。
５．提案事項（各位）
特になし。
６．報告その他
（１）2014 年度５地区の活動報告（各地区幹事 報告のある地区）
１）県央地区（大石）
懇談会開催
日時：8 月 1 日（土）18:00～20:00
場所：浦和コミニティセンター 第５集会室
議題：総会および最近の埼玉支部の活動報告について
くらりかの活動予定
環境問題（環境汚染、地球温暖化、エネルギーセキュリティ等）
野平氏の書評：
「ボーア革命 原子模型から量子力学」
（日本評論社）
会費：無料
懇親会（
「はなの舞」
）
（会費：2,000 円＋支部補助）
上記内容にて第１回懇談会を開催し、暑気払いを兼ねた懇親会を行った。
２）東地区（沼野）
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・蔵前ジャーナルへの盆栽美術館の記事が未投稿のため、沼野地区担当幹事から担当者（原田前東地区幹
事）に依頼した。
・１０月９日（金） 城址など岩槻地区のガイド付き散策を行う。
・１１月１日（日） 冨士原講師（前支部長）を囲み夕方の懇話会を開催する。
３）西地区（落合）
埼玉支部西地区の散策：「自然豊かな砂川の源流部」を歩こう！！
日時：11 月 1 日（日） 雨天中止(中止の場合、８時までに参加者に連絡)
集合：9 時 30 分 西部池袋線 小手指駅南口 交番横
講師：堀井達夫氏（砂川流域ネットワーク、日本自然保護協会自然観察指導員）
コース（行程約 6Km）：小手指駅南口（9:30）→早稲田大学バス停（終点）→砂川源流部
→緑の森博物館（昼食）→西久保たんぼ→JA 宮寺支所前バス停→小手指駅南口（15:00）
懇親会：やるき茶屋小手指店で（16:30 まで）
持ち物：昼の弁当、飲み物、敷物、双眼鏡（あれば）、帽子、手袋、雨具
申込：県西地区幹事 落合様まで氏名、および電話番号（当日の連絡用）を御連絡下さい。
（CC を県央地区幹事大石宛に送付願います。）
申込期限：10 月 15 日
参加費：バス代 500 円程度＋懇親会費用 1,000 円程度（2,000 円支部補助）
４）北地区（矢嶋）
11 月 18 日に講演会を開催する。
（２）くらりか夏の活動報告（利根川）
・夏休みを終始し、ほぼ例年どおりの活動をした。
・運営会議で分かり易い説明（PPT）など検討模様を紹介した。
（３）幹事会メンバー連絡先補充・変更（小田）
小田幹事から現行の幹事会連絡用名簿を幹事会ML にて送付し、
データを変更する幹事は名簿を修正し、
小田幹事から更新した名簿を配布する。
（４）2016 年総会（小田）
東工大ホームカミングディ：すずかけ台と大岡山を一元化し、2016 年 5 月 21 日（土）に大岡山キャンパ
スで実施する予定（東工大 Website）
総会開催候補日：2016 年 5 月 14（土）
、15（日）
、22（日）
、28（土）
、29（日）
会場：ソニックシテイ会議室（午後）
会場予約抽選会日時・場所：2015 年 11 月 2 日（月）9 時～（ソニックシテイ事務室）
抽選会参加者：
（2013 年：石井・舟田、2014 年：石井・原田）
・開催候補日を 5 月 28 日、29 日、14 日の優先順とし、会場をソニックシティ会議室（午後）とし、懇親
会を同じ会場で開催する
・会議室は平原支部長と舟田副支部長が 11 月 2 日（月）の会場抽選に参加し予約することとし、平原支
部長が幹事会に欠席された舟田副支部長に要請する。なお、舟田副支部長の参加が不可の場合は、石井
幹事が参加する。

（５）12 月 17 日（木） 如水会新三木会・講演会に東工大柏木教授登壇（平原）
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平原代表から講演の紹介をした。
（６）同好会活動報告
１）ゴルフ（石井）
10 月 16 日、ノーザンカントリーで今年最終コンペを予定している。
2）俳句（菊地）
新会員が加入し喜んでいる。しかし東京などと較べて高齢化が進み、厳しい状況が続いている。
3）囲碁（小田）
毎月１回（第三土曜日）の例会に 13～15 名参加し碁会を埼玉会館で開催しているが、10 月から１年半改
築工事のため休館となることから、会場を武蔵浦和コミュニティセンター等に変更する。
（7）インターネット（河面）
2014 年度は 1～2 件のアクセスがあった。
イベント情報など最新情報を掲載するので連絡して欲しい。
７．次回幹事会日程（小田）
開催日時：12 月 5 日（土）
、17:30～19:00
会場：シーノ大宮・生涯学習総合センター講座室 3
議題：新年会、講演会等
懇親会：別途連絡
幹事会終了後に懇親会を開催するため、通常より 30 分早く開催し、議題案等は別途連絡する。
以上
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