蔵前工業会埼玉県支部 2016 年度第 3 回幹事会議事録
日時：2016 年 12 月 3 日（土）17:30～19:00
場所：シーノ大宮センタービル・生涯学習センター講座室 1
出席者：10 名（平原、舟田、菊池、小田、武笠、大石、沼野、佐藤、吉田、石井）
欠席者：5 名（利根川、落合、関谷、河面、矢嶋）
当番：
（司会）大石、
（書記）小田

敬称略

１．2017 年新年会実行計画（小田）
別紙１：スケジュール（案）
、プログラム（案）、案内状（案）
（１）日程
・日時：2017 年 1 月 28（土）
、12:00～14:30（受付：11:30 から）
・会場：ブリランテ武蔵野
（３）来賓
・東工大：丸山俊夫理事・副学長
・蔵前本部：本房事務局長へ出席者の連絡依頼（11/28）
・如水会：埼玉県４支部長へ案内状送付（12/2）
（４）留学生のプレゼン
・留学生（2 名）
ロシア（女性 M2、総合理工学研究科 知能システム科学専攻、指導教官：寺野 隆雄教授）
スリランカ（男性 B4、工学部機械宇宙学科、指導教官：高原 弘樹教授）
＜今後の予定等＞
・12/7（水）に大岡山百年記念館にて留学生と事前打合わせ（参加者：平原、小田、留学生）。
・新年会は 14:30 閉会予定とし、進行遅延に備えて 15:00 まで会場予約（小田）
。
・楽器演奏等の余興は、幹事から提案されて当日までに確定した場合に実施。
・新年会会場で映写するための東工大紹介・大隅栄誉教授ノーベル賞受賞式記録動画 DVD の作成有無
を秘書室を通して大学側に確認（小田）
・新年会（及び講演会）への学生の参加促進策として、学内掲示板への開催案内掲示可能性について秘
書室を通して大学側に確認（小田）
。
・支部会員名簿を舟田支部情報管理幹事から幹事会 ML にて各地区担当幹事へ送付し、各地区担当幹事
は、自地区の事情に応じて適宜メール・往復葉書により新年会案内状を自地区会員へ送付。
・別紙１のスケジュール（案）
、プログラム（案）
、案内状（案）を確認。
２．2017 年度総会・講演会（小田・吉田）
１）総会
日時：2017 年 5 月 27 日（土）午後
会場：大宮ソニックシティ 806 会議室（定員 45 名）
２）講演会
講師（候補）
：東工大リベラルアーツセンター長 上田紀行教授（1958 年東京都生まれ。東京大学

大学院総合文化研究科文化人類学専攻博士課程単位取得退学、2008 年岡山大学
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大学院医歯薬総合研究科社会環境生命科学専攻後期博士課程修了、文化人類学者、
医学博士、担当科目：文化人類学、文化社会論、パフォーマンス論、生命の科学と社会、
文系ゼミ）
・上田紀行教授に講演依頼する。
３）懇親会
講演会終了後に同じ会場にて開催予定
３．実施済み行事の報告と改善点（武笠）
（１）第 2 回蔵前・如水会合同講演会
開催日：2016 年 9 月 25 日（日）
（大宮ソニックシティ 904 会議室）
参加者：講演会 44 名（蔵前 27 名、如水会 17 名）
、懇親会 33 名（蔵前 18 如水会 15 名）
（
「魚鮮水
産大宮西口店（旧はなの舞）」
）
＜蔵前＞
・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＞
・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」
＜今後の対応等＞
埼玉県如水会は、東西南北４支部が独自に活動を行っており、窓口が一本化していないため合同講演
会の開催に支障が生じた。如水会側では、合同講演会の開催困難性の状況もあることから、当面は、
新年会等の機会を利用して如水会側と適宜情報交換する。
（２）見学会
開催日：2016 年 11 月 25 日（金）
（バス利用）
見学場所：ＮＨＫ放送技術研究所、サントリー武蔵野ビール工場
参加費：2,500 円
参加者：11 名
＜今後の対応等＞
例年に比して参加者が少なかった原因は不明であるが、ＮＨＫ側からの回答が遅かったため、案内
状送付が遅延したことも一因と考えられることから、来年の総会までに次回見学会候補先を選定で
きるように検討する。
４． 報告事項
（１）如水会埼玉県四支部合同例会（平原・関谷・落合）
・開催日：2016 年 10 月 8 日（土）
・場所：秩父市「すしかつ」（「ベンチャーウィスキー秩父蒸留所」見学ツアー）
・蔵前参加者：平原支部長、関谷幹事、落合幹事
・見学ツアー（西武バス２時間貸切、参加費 1,000 円／名）は、比較的アカデミックな内容であり、
約２０名が参加。
・合同例会では、一橋大副学長が出席し、如水会側出席者は、PPT を使用せずに説明・報告を行い、
蔵前側からは落合幹事から東工大基金（寄付）を紹介。
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（２）支部長会報告（平原）
開催日：2016 年 11 月 11 日(金)（東工大蔵前会館）
概要：各支部長から支部活動状況の報告があり、埼玉県支部からは、来年２月開催予定の講演会及び
落合基金等を紹介。
（３）
「会友」
（平原）
・
「一般社団法人蔵前工業会

会友選出基準」（別紙１－５：幹事会の後、平原支部長より別途報告）に

定める規定に基づいて、野平博之元埼玉県支部長が「会友」の称号を贈呈された。埼玉県支部としては、冨
土原前支部長に続いて２人目。

・従来、
「会友」の資格条件は、支部長６年経験の退任者（元支部長）とされていたが、支部に大きな貢
献のあった元支部長に規定を改正。
（４）地区活動報告（各地区幹事 報告のある地区）
１）県央地区（大石）
・１２月中に懇談会を開催予定。
２）県東地区（沼野）
・10 月 29 日（土）に懇話会を開催（講演者：冨土原前支部長）。
・12 月 13 日（火）の午後に JR 大宮総合車両センター（旧大宮工場）の見学会を開催予定。12 月
8 日（木）までに参加申込み必着とし、他地区からの参加者も募集（各地区担当幹事宛てに案内
状メール送信）
。
・県東地区新会員の見城安彦氏（H5 機 H7 機修、カルソニックカンセイ（株）サーマル事業本部コ
ンプレッサー事業部コンプレッサー副事業部長（2016.04.01）
）に 3 月の地区懇話会での講演依頼
予定（カルソニックカンセイ（株）
：さいたま市北区日進町に本社を置く総合自動車部品メーカー）
３）県西地区（落合：欠席）
４）県南地区（佐藤）
特になし
５）県北地区（矢嶋：欠席）
（５）くらりかの活動報告（利根川：欠席）
（６）同好会活動報告
１）ゴルフ（菊地）
本年は４回開催。
２）俳句（菊地）
例会は、毎月第２木曜日に開催しており、新年会を 1 月 12 日（木）に開催予定（浦和コミュニテ
ィセンター）
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（参加者：15 名）。
本年度（前年１１月～本年１０月）の昇級・昇段者は 1 名（1 級→初段）
。
総会終了後にＡクラス（高段者 8 名）、Ｂクラス（その他 7 名）に別けて大会を開催。
（７）その他
・来年度の役員改正について意見のある幹事は来年３月までに平原支部長に連絡。
５．次回幹事会日程（小田）
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・開催日時：2 月 11 日（土）
、18:00～21:00
・会場： シーノ大宮・生涯学習総合センター講座室 1
・議題：新年会報告、本年度決算、次年度予算・事業計画等

以上

＜別紙１＞

2017 年新年会スケジュール（案）

別紙１－１

＜スケジュール：2016.9～2017.2＞
9 月 24 日 第２回幹事会にて新年会計画概要確認
10 月 2 日 東工大秘書室へ新年会出席者（学長又は副学長、海外留学生）の連絡依頼
11 月 17 日 東工大秘書室から留学生２名（ロシア、スリランカ）の出席連絡
11 月 28 日 東工大秘書室から丸山理事・副学長の出席連絡
11 月 28 日 蔵前・本房理事・事務局長へ新年会出席者の連絡依頼
12 月 2 日 如水会埼玉県４支部長へ新年会案内状をメール送信
12 月 3 日 第 3 回幹事会にてスケジュール（案）
、プログラム（案）
、案内状（案）等を確認
7 日 留学生と事前打合わせ（平原、小田）
～15 日 東工大秘書室・蔵前本部・埼玉県如水会へ新年会プログラムをメール送信（小田）
支部会員名簿を幹事会 ML にて各地区担当幹事へ送付（舟田）
支部会員へ新年会案内状（メール、往復葉書）を送付（出欠回答期日：1/15）
（地区担当幹事）
～20 日 支部ホームページへの新年会案内掲載（日時、会場、プログラム）
（小田・河面）
1月
～15 日 ブリランテ武蔵野と打ち合わせ（舟田・小田）
～20 日 各地区出席予定者リストを小田総務担当幹事へ連絡（各地区担当幹事）
～25 日 新年会出席予定者一覧（配布用、受付用）を作成し、幹事会 ML に送信（小田）
出席予定者数（確定）をブリランテ武蔵野へ連絡（小田）
28 日（新年会当日）
10:30 新年会担当者集合（ブリランテ武蔵野 2F「エメラルド C の間」
）
・受付準備（地区担当幹事、舟田、小田）
・学歌（MD）の確認（吉田）
・マイクの確認（司会者：石井、大石）
・PC（式次第、母校紹介、留学生プレゼン、学歌）の確認（舟田・小田）
・日章旗、支部旗、卓上用国旗、受付卓上スタンド用地区・来賓案内ビラ（A4）・東工大
基金の募金ビラ（A4）
・募金箱の確認（小田）
11:30 受付開始
12:00 開会（12:15 頃まで受付継続：小田）
14:30 閉会、清算（舟田・小田）（後日、残金振込み：舟田）
2月
～5 日 支部ホームページへ新年会報告記事掲載（記事：小田、写真：大石、舟田）
（河面）
～10 日 蔵前ジャーナル（4/1 発行 2017 春号）へ新年会報告原稿投稿（小田）
＜新年会会場＞
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マイク：ワイヤレス
テーブル席：7 卓（8～10 名／卓）
（配席：地区別）
料理：和洋ビュフェ
受付卓上スタンド：3 卓（地区・来賓案内 A4 ビラ貼り用）
＜役割分担＞
来賓・留学生対応：平原支部長（来賓控え室：2F カフェ）
司会：石井？ 大石？
受付：地区担当幹事（大石、沼野、落合、佐藤、矢嶋）
、小田（来賓、如水会）
写真：石井？ 舟田
学歌（MD）
：吉田
支部 PC：舟田
受付用名簿、プログラム冊子、来賓用リボン・胸名札、日章旗・支部旗・卓上用国旗の持参：小田

蔵前工業会埼玉県支部 2017 年新年会プログラム（案）

別紙１－２

日時：2017 年 1 月 28 日（土）12:00～14:30、受付：11:30～
会場：ホテル「ブリランテ武蔵野」2F「エメラルド C の間」
１．開会

司会 石井正紀幹事

２．開会挨拶

平原照晏支部長

３．来賓挨拶

東工大 丸山俊夫理事・副学長

４．乾杯

舟田饒副支部長
―ご歓談（30～40 分） ―

５．来賓挨拶

司会 大石修二幹事
蔵前工業会 （未定）
如水会・埼玉県支部代表者

６．海外留学生プレゼンテーション
ロシア留学生

アザレンコ・アナスタシア（知能システム科学専攻 M2）

スリランカ留学生 アマル・ディランカ（機械宇宙学科 B4）
７．初参加会員紹介
８．記念写真（テーブル毎に登壇・記念撮影

撮影順：来賓席、A～F 席）

９．斉唱 「学歌」

歌唱指導 シュワルベンコール OB（吉田幹事他）

１０．閉会
＜お知らせ＞
１．今後の支部行事予定
１）講演会
日時：2017 年 2 月 25 日（土）13:30～16:30
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会場：大宮ソニックシティビル 8F 802 会議室（大宮駅西口から徒歩約３分）
講師：丸山 茂徳 氏（東工大地球生命研究所特命教授）
演題：
「生命と地球環境の共進化」（生命の起源、地球温暖化）
２）総会・講演会
日時：2017 年 5 月 27 日（土）午後
会場：大宮ソニックシティビル 8 階 806 会議室（大宮駅西口から徒歩約３分）
講師・演題：未定
３）見学会：秋に開催予定（場所：未定）
２．蔵前本部、蔵前埼玉県支部、蔵前理科教室「くらりか」
ホームページ：蔵前本部（http://www.kuramae.ne.jp/）、
蔵前埼玉県支部（http://kuramae-saitama.versus.jp/）
、
蔵前理科教室「くらりか」
（http://kurarika.net/）
埼玉県支部ホームページには、支部の行事や同好会（俳句、ゴルフ、囲碁）の案内等が掲載されてお
りますので、ご利用下さい。なお、支部同好会及び「くらりか」にご興味がある方は、
「新年会出席者
一覧」及び新年会出席者の胸名札に表示されている支部同好会及び「くらりか」の会員にお問い合わ
せ下さい。
３．その他
＊新年会は、着席ビュッフェ式で、お座席のテーブルは、
「新年会出席者一覧」に掲載されております。
＊衣類・手荷物類（貴重品を除く）は、同じ 2 階フロアーにあるクロークにお預けください。
以上

別紙１－３

E メールによる新年会の案内状（案）
2016 年 12 月吉日

蔵前工業会埼玉県支部会員の皆様
蔵前工業会埼玉県支部
支部長 平原 照晏
蔵前工業会埼玉県支部 2017 年新年会のご案内
師走の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
本年中は、蔵前工業会埼玉県支部の活動にご協力頂きましてありがとうございました。
さて、当支部の 2017 年新年会を下記のとおり開催予定ですが、母校の現況紹介（丸山俊夫理事・副学長）、
蔵前工業会及び如水会の活動紹介、海外留学生（ロシア、スリランカ）による母国紹介等のプログラムを
6/9

ご用意し、皆様のご来場をお待ち申し上げております。
記
日

時： 2017 年 1 月 28 日（土）12:00～14:30（受付は、11:30 から）

会

場： ホテル「ブリランテ武蔵野」2F「エメラルド C の間」
（所在地）埼玉県さいたま市中央区新都心 2-2
（電話）048-601-5555（代）
（アクセス）JR さいたま新都心駅の西口から与野駅方面に歩行者用デッキを歩いて約 5 分。
（別紙参照）
（URL: http://www.hotel-brillante.com/）

会

費： 5,000 円
新年会に初参加の蔵前会費納入会員は会費無料となります。また、その他の参加者で蔵前カード
加入者は 4,500 円（10%割引）となりますので、当日受付にて蔵前カードをご提示下さい。

つきましては、会場の準備の都合もありますので、下記事項について、2017 年 1 月 15 日（日）必着にて、
○○地区担当幹事（E メールアドレス：

@

）宛にご回答を頂きたく宜しくお願い申し上げま

す。
記
2017 年新年会に （出席

欠席） します。

１）現住所
２）電話番号
これらの個人情報は、支部活動の目的のみに使用させて頂きますので、ご理解ご協力の程宜しくお願い申
し上げます。また、近況連絡・支部へのご要望等がありましたら、ぜひご連絡下さい。
以上

別紙 ＜蔵前工業会埼玉県支部 2017 年新年会会場＞
ホテル「ブリランテ武蔵野」2F「エメラルド C の間」
所在地：埼玉県さいたま市中央区新都心 2-2
電話：048-601-5555（代）
URL：http://www.hotel-brillante.com/
（会場案内図添付）

別紙１－４

往復葉書による新年会の案内状（案）
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＜往信用＞
蔵前工業会埼玉県支部 2017 年新年会のご案内
埼玉県支部長 平原 照晏
拝啓
師走の候、皆様ご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、2017 年新年会を下記のとおり開催する予定です。母校の現況紹介（丸山俊夫理事・副学長）、蔵
前工業会及び如水会の活動紹介、海外留学生（ロシア、スリランカ）による母国紹介等のプログラムをご
用意し、皆様のご来場をお待ち申し上げております。つきましては、返信用葉書にて、2017 年 1 月 15 日
（日）必着にてご出欠のご連絡を賜りたく宜しくお願い申し上げます。
敬具
記
日

時： 2017 年 1 月 28 日（土）12:00～14:30（受付は、11:30 から）

会

場： ホテル「ブリランテ武蔵野」2F「エメラルド C の間」
さいたま市中央区新都心 2-2
TEL：048-601-5555（代）
JR さいたま新都心駅西口から与野駅方面に歩行者用デッキを歩いて約５分。

会

費：5,000 円（初参加の蔵前会費納入会員は無料。蔵前カード加入者は 4,500 円（10％割引）となり
ますので、当日受付にて蔵前カードをご提示下さい。）
（会場案内図添付）

＜返信用＞
No.
蔵前工業会埼玉県支部 2017 年新年会出欠回答（2017 年 1 月 15 日（日）必着）
いずれかを丸で囲んでください。
出席

欠席

現住所：
電話：
E-mail：
E-mail の情報は、支部からの各種案内を迅速且つ低コストで支部会員に連絡するために使用しますので、
判読できるように鮮明にご記入頂きたく、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。なお、各個人情報は、
支部活動の目的のみに使用します。また、近況連絡・支部へのご要望等は、以下にご記入下さい。

別紙１－５

「一般社団法人蔵前工業会

会友選出基準」

（目的）
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第１条

長年蔵前工業会の活動に携わり、多大な労力や高度の識見・経験等を傾注し、蔵前工業会の発展

に貢献された会員の方々に、その功績を称え、蔵前工業会会友の名称を贈り、本会の発展の為に大所高所
からの貢献を期待するものである。
（選出方法）
第２条

理事長の指名する理事若干名により、第３条の推薦条件を満たした推薦者名簿から会友称号贈呈

者の推奨者を若干名選定し、理事会に提案する。理事長は理事会の承認を得て会友を委嘱する。
（推薦条件）
第３条 満６５歳以上で下記の推薦条件のいずれかに該当すること。
１. 蔵前工業会の役員として通算４年以上在任し、部会運営委員や東工大関係団体、学科・専攻同窓会等
の役職と合算して８年以上歴任（同時期の複数役職は合算せず）し、退任された会員で、在任中の業績
が顕著であると理事長が推薦した会員
２. 支部役員等として長年積極的に活動し顕著な功績を挙げて退任された会員で、支部長から理事長宛に推
薦された会員名簿から理事長が推薦した会員
３.下記に該当する方で、理事長が推薦する会員。
（１）東京工業大学関連組織の活動において顕著な功績を上げられた会員
（２）蔵前工業会会員の関係する組織の活動において顕著な功績を上げられた会員
（３）東京工業大学や蔵前工業会に一時的、継続的に多大な財政的支援を行った会員
（改廃）
第４条 本基準の改廃は、総務・経営企画部会の決議による。
以上
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