蔵前工業会埼玉県支部 2016 年度第 4 回幹事会記録

日時：2017 年 2 月 11 日（土）17:30～19:30（目標）
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
出席予定者：12 名（平原、舟田、菊池、小田、武笠、関谷、吉田、河面、利根川、沼野、落合、佐藤）
欠席予定者：3 名（石井、大石、矢嶋）
当番：
（司会）関谷、
（書記）平原、
（飲料）吉田、武笠

（敬称略）

１．実施済み行事の結果報告と改善点（小田、舟田）
（１）2017 年新年会報告と 2018 年新年会計画（小田、舟田）
１）2017 年新年会報告（小田）
・参加者：54 名（支部会員 45 名、来賓 9 名）（初参加会員 5 名）
・留学生への謝礼：
「落合基金」から各２万円を落合幹事から留学生２名（ロシア、スリランカ）に
直接贈呈
・本年初めて東工大プロモーションビデオ（DVD）を会食タイムに映写した。
・秘書室を通して大岡山キャンパス（学生支援課）に掲示したが参加者はなかった。
・料理注文数は８０％くらいに絞ってあるので、担当地区幹事の新年会出席回答者の最終確認は
しなくてもよい。
・名簿未登録の方の参加があったのであらかじめ登録の確認をしておく。
・料理は美味しくいただけた。ただい料理の残りもあった
２）会計報告（舟田）
・会費収入：212,000 円（昨年 251,500 円）
・支出：

433,449 円（昨年 446,650 円）

ﾚｰｻﾞｰﾎﾟｲﾝﾀｰ 新規購入

・収支： △221,449 円（昨年△195,150 円）
・初参加者があったため収入は少なかったが、参加人数が少なかったため支部負担額は
例年並みだった。
３）募金報告（舟田）
新年会会場での募金 31,800 円を東工大基金へ送金。
４）2018 年新年会計画決定（小田）
開催日時：2018 年 1 月 27（土）
、12:00～15:00
会場：ホテル「ブリランテ武蔵野」

２．2 月 25 日（土）講演会（吉田）
開催案内：地区担当幹事メール、支部 HP 掲載、あらたに大岡山キャンパス内にも掲示
日時：2017 年 2 月 25（土）13:30～16:30
場所：ソニックシティ会議室 802（定員 48 名）
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講師：東京工業大学 地球生命研究所特命教授 丸山 茂徳氏
演題：
「生命と地球環境の共進化」
会費：500 円（学生は無料）
懇親会：魚鮮水産（旧・はなの舞）
（会費：3,000 円）
参加申込み状況（2/9）
：講演会 33 名

＜講演会・懇親会の役割分担表（案）＞から下記のように担当者を決めた
2 月 23 日（木、午後）
：レジメ・パワーポイントファイル受取り（宅ファイル便）
（吉田）
24 日（金）
：レジメ印刷（吉田）コンビニで印刷
25 日（土）
：
（事前準備）
プロジェクター・レーザーポインター（舟田）
、レジメ・受付表（吉田）
、
飲み物（お茶 2L 6 本 適宜追加購入）
・紙コップ（40～50 個？）（武笠）
～13:00：802 号室の鍵・スクリーンリモコン（吉田）
13:00～：会場準備（全員）
、受付・会計（沼野・武笠・平原）
、
なお懇親会費用も受付で徴収しておく
13:30～14:25：第 1 部講演（生命の起源）
、司会（吉田）講師紹介を含む
14:25～14:55：質疑
14:55～15;05：休憩（通常より短い）
15:05～16:00：第 2 部講演（地球温暖化）
、司会（吉田）
16:00～16:30：質疑
16:30～16:50：片付け・ゴミ収集（全員）
、 鍵・スクリーンリモコン返却（吉田）
17:00～19:00：懇親会（魚鮮水産＠3000 円 講師無料・学生徴収）
、会場への誘導（武笠）
司会・進行（吉田）
、会計（飛び入り等 武笠）
３．2016 年（H28 年度）決算見込み（舟田）
別紙にて説明 例年なみになる見込み。
４．2017 年（H29 年度）予算骨格案（舟田）
・次回 3 月 18 日の幹事会に最終案を提示
・地区幹事・同好会担当幹事で次年度増額希望者は舟田幹事に申し込むこと
・幹事会に弁当飲料支給を廃止するので 新年度以降幹事会参加者には参加費 1000 円づつ支給
の予定。
５．2017 年総会 、総会後講演会・懇親会（小田、武笠、関谷、吉田）
（１）総会（小田）
・日時：2017 年 5 月 27 日（土）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 806 会議室（定員 45 名）
今後の予定：３月の幹事会で以下の詳細を協議する。
・開催案内（総会・講演会の詳細）
：支部 HP 掲載（河面）
、葉書・メール送付（各地区担当幹事）、
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来賓へのメール送付（東工大・蔵前本部）
・如水会（講演会のみ）
（小田）
・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）、2016 年度活
動実績・2017 年度計画表／支部行事一覧（実績・計画）
（小田）
、2016 年度決算・2017
年度予算（舟田）
（２）講演会（武笠）
講師候補：東工大リベラルアーツセンター長 上田紀行教授に依頼する。
武笠幹事から蔵前本房理事長に講師へのコンタクトを依頼する。
なお、上田教授が多忙で当日不可の場合は上田教授から当日可能な先生を推薦いただく。
（３）懇親会（武笠、関谷、吉田）
講演会終了後に同じ会場にて開催。
（４）次回幹事会で詳細を決定
なお、総会当日まで幹事会が無いので未決定の部分は企画 G で適宜相談し詳細を定め、
支部グーループメールで報告する。

６．報告及び 2017 年行事企画案
当日発言のあった担当者の分のみ
（１） 支部長（平原） 支部長在任 4 年になる。次年度は新しい支部長の元
埼玉県支部の新たな出発を期待する。
（２）地区担当
１）県東地区（沼野）別紙にて平成 28 年度 4 回の活動報告と平成 29 年度 4 回の計画を
発表。参加者減少に悩んでいる
２）県西地区（落合）3 月に狭山史跡巡りを計画している
（３）支部ＨＰ担当（河面）
・河面幹事から、支部 HP 投稿の資料は一般の方も見ているので「県東」等支部内だけで
通用する語句の使用に工夫が欲しい。
・新年会写真は容量が大きくなるので、圧縮したものを支部 HP に送って収納してもらい
希望者はそこから引き出せないか検討する（河面）
（４） くらりか（利根川）
2016 年は県内 110 会場で開催した。参加者総数は 2500 人
（５）３同好会（菊池・小田）
１）俳句（菊地） 昨年の支部支給金は会場費と句集発行の補助とした
３）囲碁（小田） 埼玉会館の改築工事が完了したため、
４月から同館にて毎月第三土曜日（9:30～17:00）に例会を開催予定
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（９）代議員選挙（菊池）
現在の埼玉県支部蔵前本部代議員：任期：２年（2016 年 4 月 1 日～2018 年 3 月 31 日）
氏

名

卒 年 科

備

考

石井 正紀

S40 電子

特命担当幹事

佐藤 俊作

S44 建

県南担当幹事

大石 修二

S45 応化

県央担当幹事

小田 邦幸

S49 修化

総務担当幹事

上記は来年 3 月 31 日任期の代議員であるが、次の 2 年の就任者 4 名を次回幹事会で決め
それを支部ホームページにアップし必要なら修正し、これを 5 月 27 日の埼玉県支部総会で
正式決定する。
次年度は石井幹事が退任され、新支部長を候補者とする。

７．埼玉支部役員構成意見交換（平原）
主として支部幹事会内の異動について意見交換した。
次回 3 月 18 日の幹事会で委員を含め決定し、5 月 27 日の総会にて承認をいただく。
８．幹事会の運用（小田）
生涯学習センターでの食事は禁止となっているので、3 月 18 日の幹事会は
本日同様弁当無しとして、飲料は各時持参する 。しばらくこの方式でやってみる。
９．次回幹事会日程（小田）
・日時：3 月 18 日（土）
、17:30～19:30
・会場： シーノ大宮・生涯学習総合センター講座室 1
・議題：決算、次年度予算、総会等
記録終
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