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蔵前工業会埼玉県支部 2016 年度第２回幹事会議事録 
 

日時：2016 年 9 月 24 日（土）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１ 

出席者：15 名（幹事全員） 

当番：（司会）利根川、（書記）舟田、（弁当）佐藤、矢嶋、（飲料）沼野          （敬称略） 

 

１．講演会・見学会 

（１）講演会の報告（関谷、武笠）（落合） 

   ・日時：2016 年 8 月 21 日（日） 13:30～16：30 

   ・会場：ソニックシティ 904 会議室 

・講師：落合宏行氏（株式会社 IHI 主任調査役 東工大 S45 機械卒、県西担当幹事） 

・演題：「MSCoating 開発物語」 

・会費：500 円 

・参加者：25 名（講師、蔵前 21 名、如水会 3 名） 

・懇親会：「はなの舞」（会費 3,000 円、参加者 10 名：講師、蔵前 7 名、如水会 2 名） 

・開催報告：蔵前ジャーナル 2016 冬号（発行 12 月 1 日）へ投稿（9/5） 

・その他 内容については非常に好評だった。 

講師から機会が有れば更に続きの講演も可能との事（企画でご検討ください。） 

    

（２）第 2 回蔵前・如水会合同講演会（武笠） 

  ＜蔵前埼玉県支部＞ 

・講師：野平博之氏（元蔵前工業会埼玉県支部長、元埼玉大学副学長）  

   ・演題：「福井・ホフマンの統一理論をめぐって」 

  ＜如水会埼玉県支部＞ 

   ・講師：増田正敏氏（如水会県西支部支部長、東京国際大学名誉教授） 

・演題：「矛盾が噴出する中国の政治・経済の行方を読む」 

＜日時・会場等＞ 

・日時：2016 年 9 月 25 日（日）13:30～16:30 （受付開始 13:10～） 

・会場：ソニックシティ 904 会議室 

・会費：500 円 

・懇親会：「魚鮮水産」（会費 3,000 円） 

   ・その他：参加予定者が椅子の数をオーバーしている。予備を準備する。 

 

（３）支部活動に母校学生・留学生参加（平原） 

   2016 年埼玉県支部目標より抜粋『母校学生の支部行事への参加呼びかけ 留学生支援』 

   の推進方法 

   本部方針でＯＢのみならず積極的に現役学生の参加も要請されている。今後継続的に呼び掛ける。 

（４）見学会（武笠） 

     下記内容で具体的に計画中（企画担当） 
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１）開催日：2016 年 11 月 25 日（金） 

２）見学場所：NHK 放送技術研究所（東京都世田谷区砧）（午前） 

サントリー武蔵野ビール工場（東京都府中市）（午後）（未定） 

３）費用：2,500 円/人（バス代、昼食代を含む） 

ＮＨＫ見学は受け入れ決定したがサントリー見学は未だ確定していない。 

ＮＨＫ見学後の時間が少ない見込み、場合によりバスの中での昼食も検討する。 

詳細決まり次第 案内を出す。 

 

（５）今後の講演会計画（関谷、武笠、吉田）（平原） 

・2016 年 7 月 20 日：埼玉支部講演会について、蔵前・本房事務局長と意見交換 

（訪問者：平原、吉田、武笠） 

   ・企画案  下記内容を決定した。 

    ・日 時 ：2017 年 2 月 25 日(土) 

・講演会： 13:30～16:30 (180 分) 

・懇親会： 17:00～18:30 予定 

・場 所 ：講演会：ソニックシティ会議室 802 午後(13:00～17:00) 予約完了 

・懇親会：「魚鮮水産」予定 

・講 師 ：東京工業大学 地球生命研究所（ELSI）特命教授 理学博士 丸山 茂徳 氏 

・演題(仮)：「生命と地球環境の共進化」  

1．生命の起源 13:30～14:50 （講演・質疑 80 分） 

2．地球温暖化 15:10～16:30 （講演・質疑 80 分） 

＜概要＞ 

1．生命の起源、地球生命誕生の場は「海で」ある事が定説となっているが、原始大気、海洋水

の組成や、地質的視点から生命誕生へ向けた前駆的化学変化を解明する最前線を紹介。最近

2 年間で新たに解明されつつある、生命の最少 DNA に迫る。 

2．地球温暖化は常識とされているが、実際は、地球は現在寒冷化に向かっている。その根拠と、

温暖化対策ではなく今から寒冷化対策を始めないと大変なことになることを提言。  

いずれも現在の常識に真っ向対抗する理論だが、理論を証拠で固めつつある現状研究を 

紹介して頂く。 

     ＜その他＞ 場所は既に予約されているが参加者が多くなる可能性がある。 

他場所可能か検討をする。（企画担当） 

２． 2017 年新年会計画（小田） 

    下記内容で進める事を決定した。 

（１）日程・会費 

・日時：2017 年 1 月 28（土）、12:00～14:30 （受付：11:30 から） 

蔵前ジャーナルには例年の時間で新年会開催案内を投稿するが、次回幹事会にて歓談時間確

保のため 30 分延長の要否を協議する。 

・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） 

 ・会費：5,000 円（例年通り、新年会初参加の会費納入会員は無料、如水会は、5,000 円）） 

     蔵前カード持参者は 500 円引きとする。 
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（２）蔵前ジャーナルに開催案内を投稿する（総務担当幹事） 

2016 冬号（投稿締切 10/10、発行 12/1）へ投稿予定   

（３）来賓 

   ・東工大：副学長（東工大秘書室に依頼）（本年：植松副学長） 

・蔵前本部：役員（本房事務局長に依頼）（本年：鈴木理事） 

・会費：無料（例年通り） 

・交通費：本部及び大学側で準備するため支部から出さない。 

      代わりに御礼の品を検討する。（総務担当幹事） 

（４）留学生のプレゼン 

・大学院留学生（2 名）を招待（東工大秘書室経由にて丸山副学長に依頼） 

   女性指名は差別になるため、選任は大学側に一任する。 

（2014 年：中国・タイ女子留学生   2015 年：インドネシア・マレーシア女子留学生、 

2016 年：ベトナム・インドネシア女子留学生） 

・会費：無料（本年と同様） 

・謝礼：交通費・留学支援費として 20,000 円／名（本年から落合基金より支給） 

（５）「東工大基金」への募金 

   母校支援のため、会場内に例年通り募金箱を用意（匿名による寄付） 

（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（案作成 総務幹事）  

次回幹事会（12/3）にて協議 

（７）参加者増加策 

・年度別参加者数（会員）： 2010 年 68 名（61 名）、2011 年 82 名（79 名、内初参加 18 名）、 

2012 年 56 名（50 名）、2013 年 69 名（62 名）、2014 年 57 名（45 名）、

2015 年 65 名（57 名）、2016 年 61 名（52 名、内初参加 5 名） 

・昨年は利根川幹事による「くらりか」の活動紹介・実演が好評であった。 

今年はどの様な催し行うか今後検討する。次回幹事会で決定する。 

３．本部補助金等（舟田） 

１）本部補助金 

舟田会計担当幹事から幹事会 ML 宛てメール（2016.08.25）： 

本部より 8/22付にて支部会費及び支部支援金の送金が有りましたので報告いたします。 

     金額 支部会費 683 名 @500ｘ683=341,500 円 

        同手数料     @70x683=△47,810 円 

        支部補助金 831名 @500x831=415,000円 

        一律補助金                  50,000円 

        H27年度源泉徴収未清算金  △6,822 円 

********************************************************* 

               差し引き 受領額   752,368円 

２） H28 年度中間決算報告書（10月 14日（金)本部必着） 

   明日（25日）の合同講演会の行事をもって上半期の決算を行いたい。 
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   提出前に幹事全員に報告する。（会計担当幹事） 

 

 

４．如水会合同例会（平原）  

如水会埼玉県西支部長からの案内を受領した。下記概要 

＜概要＞ 

 ・日時：2016 年 10 月 8 日（土） 

・場所：秩父市「すしかつ」 

・会費：6,000 円（工場見学参加希望者：バス代 1,000 円追加）（当日支払い） 

・蔵前からの参加者 毎回３名 

2013 年：平原支部長、石井副支部長、小田幹事  

2014 年：平原支部長、原田幹事、中里見氏 

   2015 年：舟田副支部長、武笠幹事、矢嶋幹事   

   2016 年 平原支部長、関谷幹事、落合幹事 3 名が参加する。 

        会費の半額及び交通費実費は支部から支給する。 

        （後日 会計幹事に請求してください） 

５．地区幹事緊急時の担当地区メンバーへの通信方法（各地区幹事） 

   各地区の状況に合わせ検討して実施していただくこととする。（各地区幹事に一任） 

６．提案事項（各幹事） 

   特に無し 

７．報告その他 

（１）2016 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 27 日（土）18:00～20:00 

   ・会場：浦和コミュニティセンター 第 2 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 

環境問題（地球温暖化等）その他 

野平氏より 9 月 25 日の合同講演会の事前説明を頂いた。 

   ・会費：無料 

・懇親会：「はなの舞」（会費：2,000 円） 

 ２）県東地区（沼野） 

     第 1 回懇話会実施（7/10）最近の品質問題とその防止策 鷺谷様 9 名参加 

     第 2 回懇話会予定 (10/29)  エアーバックリコール問題 その他 富士原様 

３）県西地区（落合） 

    特に無し （幹事が現役で忙しく代行できる人を探している。） 

４）県南地区（佐藤） 

    特に無し （幹事が現役で忙しく代行できる人を探している。） 

 ５）県北地区（矢嶋） 

      特に報告なし（幹事の個人的事情で活動が出来なかった） 
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（２）くらりかの活動報告（利根川） 

   7，8 月学校が休みの間 多くの教室を実施した。（利根川、関谷） 

   新たな試みとして下記の教室を実施した。 

    １．狭山市 市民大学（熟年生対象） 子供の物作り講座 15 回中 5 回を 

      くらりかに依頼され実施した。（利根川） 

    ２．和光市 放課後児童館（10 か所）くらりか教室の要請を受け来月から実施予定（利根川） 

    ３．春日部市 児童センター（春日部市内 3 か所）で教室実施、年間約５０教室、準備及び講師 

が不足の為地元の有志を集めて実施（準備会含め年間 80 回程度の会合）児童から老人向けに

拡大を計画している。（関谷） 

（３）同好会活動報告  

１）ゴルフ（菊地） 

    9月 16日 大麻生ゴルフ場にて実施 19名参加 

    次回 10月 21日予定 錦が原 多数の参加を期待します。 

２）俳句（菊地） 

    さきたま句会報 356号発行 

    次回句会は 10月 14日浦和コミセンにて実施予定 

３）囲碁（小田） 

11 月 5 日（土）に武蔵浦和コミュニティセンターにて総会・大会を開催予定 

（４）2017 年総会会場予約（小田） 

東工大ホームカミングディ：2017 年 5 月 20 日（土）開催予定を考慮した日程とする。 

・総会開催候補日：2017 年 5 月 13 日（土、第３候補？）、14 日（日）、21 日（日）、 

27 日（土、第１候補？）、28 日（日、第２候補？） 

・会場：ソニックシテイ会議室（13:00～17:30）（定員 45 名：702～708、802～809、902～904） 

・会場予約抽選会：2016 年 11 月 1 日（火）9:00am から（ソニックシテイ 5F 事務室） 

   ・抽選会参加者（2 名）：今年度は平原支部長、吉田幹事が抽選に参加する。 

 

 （５）幹事会ＭＬ：不審メールへの対応（河面） 

各自 不審メール対策を取ってください。（プロバイダー、メーラーで対策を取る） 

ＭＬのメンバーにのみの送受信とする。 

ＭＬについては gmail yahoo メールなどは登録しない。 

現在 1名が gmailを使っているので変更する。 

８．次回幹事会日程（小田） 

  ・開催日時：12 月 3 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 1 

・議題：新年会、講演会等 

 ・懇親会：11 月上旬頃案内予定 

 

追加）講座室でのアルコール飲料については厳しく注意を受けている。 

次回からビールは止める。弁当、お茶のみとする。 

                             以上 


