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蔵前工業会埼玉県支部 2015 年度第 4 回幹事会議事録 

 

日時：2016 年 2 月 14 日（日）18:00～21:00 

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 3 

出席者：12 名（平原,舟田,菊池,小田,利根川,沼野,落合,佐藤,矢嶋,河面,関谷,武笠） 

欠席者：3 名（山口、石井、大石） 

当番：（司会）菊池、（書記）武笠、（弁当）佐藤、関谷、（飲料）利根川      （敬称略） 

 

１．見学会 

1) 実施報告(武笠）  

期日；2015 年 12 月 25 日（金）、 

見学場所：鳩山町 JAXA 宇宙観測センター →日立製作所中央研究所鳩山サイト、 

参加者：21 名、会費：2,500 円、交通手段：大型バス使用、昼食：東松山「田園」、 

報告：蔵前ジャーナル投稿(4/1 発行)、支部ＨＰへ掲載（河面）。 

2）会計報告（舟田） 

会費収入：52,500 円、経費：165,500 円、収支：△113,000 円 

（本部から支部事業活性化補助金として 30,000 円受給予定、不足分は支部経費より支出） 

3) 改善すべき課題（武笠） 

①当日待ち合わせ場所での連絡無のキャンセルあり。⇒緊急連絡先の事前確認。 

②予算を少し超過した。 ⇒会計船田さんの事前了解とフォローあり。 

③日立中研の都合だが実施日が年末となり初期企画の埼工大生の参加が不可となった。 

 ⇒次回は学生参加の場合は夏休み等の休暇期間は避ける 

④集合場所がソニック西側通りの奥で判りにくかった(沼野)。以前は新都心改札口前集合

であった(舟田)。 

⇒参加者との面識がないためバスへの直接集合を今後もお願いしたい(武笠)。 

⑤如水会への参加の声かけをしなかった(平原) 

⇒今回は見学先が日立中研のため、所属が明白な蔵前支部会員以外の参加は行わなか

った。奥様 1 名参加も日立窓口に参加可の事前確認をした（武笠）。 

 

２．新年会 

1) 2016 年新年会報告（小田） 

(1)出席者：61 名（来賓 9 名、支部会員 52 名）（初参加 5 名） 

※参加者は 2 名減ったが初参加は３名増。 

来賓：東工大・植松副学長、蔵前本部・鈴木理事、如水会 5 名、ベトナム留学生、イン

ドネシア留学生（※インドネシア嬢は年少時に日本滞在で日本語上手） 
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支部会員：県央 15 名（初参加 4 名：石井、白石、高城、星野）、県東 17 名、県西 6

名、県南 7 名、県北 7 名（初参加 1 名：岡田）当日出席（1 名）：県東・小林、当日欠

席（2 名） 

(2)プログラム：来賓挨拶、留学生のプレゼン、“くらりか”の実演体験、地区毎の記念写

真（昨年：テーブル毎）、学歌斉唱 

(3)料理：出席予定者の 8.5 割分（昨年と同様）、インドネシア留学生用料理 

(4)報告記事：蔵前ジャーナルへ投稿（4/1 発行）、支部ＨＰ掲載（河面） 

 (5)改善すべき課題（小田） 

  ①PPT 映写トラブル； 

植松副学長のスライドにパスワード設定があり。⇒PW 設定有無の事前確認要 

留学生のアニメーションスライド停止。⇒スライド作成時の設定不備（舟田） 

  ②留学生のプレゼン途中での時間短縮依頼。⇒プレゼンのＰＰ枚数減または時間延長 

  ③招待留学生が全て女性であり男性留学生からの苦情懸念。⇒女性指定しない？ 

  ④（大石メール）テーブル席の移動変更（関蔵前理事長）、開催時間の超過（→追加料金）、

歓談時間が少なかった。⇒次回は歓談時間とし 30 分延長を検討。 

 2）会計報告（舟田） 

会費収入：251,500 円（※62 名分） 

※如水会の方が 1 名不参加だったが、如水会の通例にて参加費の支払あり。 

経費：446,650 円（昨年 458,869 円）（会場費：406,650 円、留学生謝礼： 40,000 円） 

     （卓上国旗（ベトナム）：1,865 円⇒H27 年度末報告へ掲載） 

収支：△195,150 円（不足分は、支部補助と蔵前カード返金の本部補助） 

3）募金報告（舟田） 

新年会会場での募金 23,000 円を”蔵前工業会埼玉県支部有志”として東工大基金へ

送金（※2 月 2 日 三島学長より礼状郵送あり） 

4）2017 年新年会計画（案）（小田） 

日程：2017 年 1 月 28（土）（仮予約済み） 

時間：12:00～14:30（受付 11:30 から） 

※歓談時間等のプログラムにより終了時間を～15：00 に延長の検討をする。 

  会場：ブリランテ武蔵野 2F エメラルド C（本年：2F サファイア） 

 

３．講演会 

 1）計画と準備（関谷、平原、武笠） 

 日時：2016 年 2 月 20 日（土）13:30～16：30 (受付 13:10 から) 

会場：大宮ソニックシティビル 7 階 706 会議室 

講師：桑子敏雄氏（東工大大学院社会理工学研究科教授 前ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂセンター長） 

演題：出雲大社神門通りの合意形成 ～総合コーディネータとしての役割とその実践～ 

会費：500 円、 

当日運営； 当日は関谷さんが“くらりか”で欠席のため、平原、武笠、応援船田で対処
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する。（別紙：運営案あり） 

懇親会：「はなの舞」（会費約 3,000 円）※桑子教授は確認中、如水会からも参加あり。 

蔵前ジャーナル投稿；2016 盛夏号に投稿（締め切り 6/10） 

① 現在桑子先生と講演内容や資料の詳細について確認中（関谷）。 

② 参加申し込みは計 22 名で少なめ（支部 19 名、如水 3 名）。 

⇒東工大ＯＢの興味としては講演内容が判り難いのではないか？再度声かけしたらど

うか？（平原）。ＮＨＫプラタモリで出雲大社門前町の紹介あり面白い（舟田）。 

   

４．「落合基金」 

 1）寄付の趣旨（平原）； 

落合さんから新年会参加の留学生に対して支援を目的にした寄付の意向があり、丸山

副学長と事前確認をしたところ、東工大基金本部へ寄付したのでは運用の限定ができ

ない問題があり、埼玉支部で受け取り運用していくこととした。名称は「落合基金」と

したい。 ⇒幹事会了承。 

 2）寄付金の使い方と管理（舟田） 

埼玉支部の予算とし合計内で管理していく。寄付金 20 万円を支部への「寄付金」とし

入金し、新年会参加の留学生に参加費用補助とし、2 万円×2 名計 4 万円／年を支給し

ていく。支出名目は「資料作成」とし残金は繰越金とし継続する。なお２０万円以下／

年であり源泉徴収はなし。 

※なお約５年経過で資金がなくなりそうならば再度追加寄付をする（落合）。 

 3）東工大基金への寄付（落合） 

   これまで例年 150 万円以上、昨年は 300 万円の寄付を東工大基金へ寄付してきたが、

本部からの要請もあり寄付の主旨を蔵前ジャーナルに載せる予定。 

 

５．2015 年度（H27 年度）決算見込み〔別紙資料あり〕 

1）平成 27 年 10 月～平成 28 年 1 月の支部出納帳の報告あり。（舟田） 

2016 年 1 月 31 日現在で、収入計 2,747,613 円、支出 1,367,388 円、源泉徴収額 2,274

円を足して 1,382,499 円の残金であり、年度末最終では例年と同じ約 100 万円が繰越す

見込み。本部からは繰越金をもう少し減らせとの指示があるかも？（舟田）。 

 

６．2016 年度（H28 年度）予算案〔別紙資料あり〕 

  平成 27 年度と同じ支払補助金 20 万円、支部補助金 12 万円としての予算案の提示あり。

収入計 2,703,148 円、支出計 1,605,897 円、繰越金 1,097,251 円。各担当の意見を取り

入れ修正後 3 月幹事会で正式に決定する。（舟田）。 

  ⇒①支払補助金の交通費手当が県央県東県西の 3,000 円は少なくないか？ 遠距離の県

西等の実費を調査確認する（平原） 

   ②“くらりか”への支部補助金 12 万円は少なくないか？千葉県は 30 万円と聞いてい

る（平原） ⇒現状では特に足らないことはない（利根川）。 
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７．2016 年度総会の計画 

1）総会（小田） 

開催日：2016 年 5 月 14 日（土） 

時間：13:15～14:30（受付 13:00 から） 

会場：大宮ソニックシティビル 8 階 803 会議室 

会費：無料 

 2）講演会（関谷、武笠） 

  時間：14:40～17:00（受付 14:20 から） 

講師：富士原前支部長 

演題：基礎から知る DNA と遺伝子 

会費：無料 

司会：関谷 

 3）懇親会（武笠、関谷） 

時間：17:15～19:30 

会場：昨年と同様に総会・講演会の会議室でレイアウト変更し開催 

食事：弁当（ＦＶイーストジャパン（株）ラウンジソニック） 

  会費：2,000 円（蔵前カード名簿登録者・提示者：10％割引） 

  （弁当は、昨年と同じ約 3,000 円 不足分は支部補助） 

4） 今後の予定 

① 開催案内：葉書・Ｅメール（各地区担当幹事）支部ＨＰ（河面）、蔵前ジャーナルへ投

稿（2016 春号）（小田）、来賓（東工大、蔵前本部、如水会（講演会のみ））（小田） 

② 資料作成：総会・講演会の開催案内、プログラム、役員構成表（幹事、地区委員）、2015

年度活動実績・2016 年度計画表／支部行事一覧（実績・計画）（小田） 

2015 年度決算・2016 年度予算（舟田） 

※蔵前本部へはプレゼンの依頼をする（→蔵前本部事務局長）。東工大は昨年 2015 年度は

都合で欠席であったが、もし 2016年度が参加の場合は必須ではないがプレゼンを依頼す

る。 

※昨年 2015は事前申し込みのない方の懇親会参加要望があったが、昨年と同じく突発追加

分は準備しない。（懇親会の参加有無も問合せしているが返答がない（佐藤）） 

 

８．2016 年行事の企画案 

1）支部長（平原）（別紙資料あり） 

 ①支部長任期は 2 年単位であり、残任期 1 年から若い人に引き継ぐ準備をしたい。 

  なお支部長と会計は兼任できない。また企画幹事の増員も進めたい。 

 ※見学会への現役学生の参加募集をしたらどうか？日立中研等は学生にも大いに有意義

であると思う（落合）。 

⇒学生参加の神奈川県支部ではどのような案内等のやり方をしているか聞いてみる（平
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原）。 

※現状の地区割りで川里町（→鴻巣市編入合併）等の特例地区が 1～2 例あり、見直しが

できないか？（沼野） 

⇒カッコ書き等を検討するが、来年度は基本的には現状ままとしたい。（平原） 

2）副支部長（舟田） 

 ※まだ仕事をしているが今回役員となり更に忙しくなった。会計は継続担当する。   

3）総務担当（小田） 

 ※基本的には今年度と同様な内容を計画する。 

4）企画担当（平原、関谷、武笠） 

 ①講演会は今年度と同じ５回開催を目指す。候補；前支部長富士原氏（決定）、叙勲の野

平氏、外部大学教授（エネルギー）、如水会合同講演会（如水会テーマは中国関連）、東

工大教授、他。（平原：別紙資料あり） 

※外部講師も講演料５万円までは本部から出るのでＯＫ（舟田）。 

②見学会は 2016 年度も幹事会の意見をいただき、著名な研究所を中心に 7 月～11 月で

開催したい。基本的にはバス使用で考える。（武笠）。 

③企画担当幹事を新規に１名募集する。※候補者：岡田氏、吉田氏、他（平原） 

5）支部ＨＰ担当（河面） 

6）くらりか（利根川） 

 ①新年会の“くらりか”デモに、中里見さんから広く展開したいとの声を頂いた。 

7）同好会 

（1）ゴルフ 

 2016 年度もゴルフ会を 5 回開催する。なお参加人数が増えたため運営としては黒字化

しており、参加会費を 2,000 円/人から 1,000 円/人に変更する。（菊池） 

（2）俳句 

 蔵前俳句会創立百周年記念大会の開催：5 月 21 日ホームカミングデイ 東工大大岡山

キャンパス百年記念館 →大会で選句した作品で「記念俳句集」を編集する（投句締切

り：4/30）。（菊池） 

（3）囲碁 

 埼玉支部囲碁同好会「三土会」と如水会囲碁同好会「ごちょく会」との交流戦（如水会

館）、皇居花見、懇親会を 4 月 2 日（土）に開催予定。（小田） 

 

９．その他 

 1）蔵前埼玉県当地区懇話会の開催（沼野）別紙資料あり 

  日時：3 月 6 日、場所：シーノ大宮７階講座室３、講師：宮本健二氏（Ｓ38 機械） 

  講演テーマ：『「和算と高校入試数学教室」実施報告』～教室の内容と生徒の反応～ 

  会費：500 円、懇親会：大宮駅周辺の居酒屋（会費：2,000 円） 

⇒地区外も参加可。各地区幹事から案内を展開する。申込締切り：2/29（月） 
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１０. 次回幹事会の予定（小田） 

日時：2016 年 3 月 26 日（土）、18:00～21:00 

場所：シーノ大宮 7 階講座室 3 

議題案：決算、次年度予算、総会 

以上 


