
２０１6年５月14日（土） １３：１５～１７：００ 
大宮ソニックシティビル8階803会議室 
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I. 総会：13:15～14:30        司会   埼玉県副支部長  舟田 饒    

 １）開会挨拶                蔵前工業会埼玉県支部長    平原 照晏 

 ２）来賓ご挨拶                            東工大・副学長          水本 哲弥 

 ３）蔵前工業会の活動状況報告    蔵前工業会理事          佐野 泰久   

 ４）議題 

  ・議長及び書記の選任 

  ・議案第１号： ２０１６年度支部活動方針報告  

  ・議案第２号： （１） ２０１５年度事業報告、 （２） ２０１５年度決算報告、 

           （３） ２０１５年度監査報告 

  ・議案第３号： （１） ２０１６年度事業計画（案）、（２） ２０１６年度予算計画（案） 

  ・議案第４号： ２０１６年度支部役員人事（案）  

 II. 講演会：14:40～17:00     司会   特命担当幹事（企画担当）  武笠 吉久  

  演題: 「基礎から知るDNAと遺伝子」 

  講師: 冨土原 英明（前埼玉県支部長、S37機械） 

  会費：無料 

III. 懇親会（17:15～19:30、同会場） 

     会費：2,000円/名 (蔵前カード提示者・登録者： 1,800円）                                     
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１．埼玉支部組織と運営の継続 

 （１）埼玉県支部５地区（県央、県東、県西、県南、県北）のさらなる活性化と 

    同好会（ゴルフ、俳句、囲碁）のバックアップ 

 （２）伝統的行事の継続：総会、新年会、講演会、見学会 

 

２．他組織との連携 

   （１）くらりか・埼玉（補助継続） 

   （２）如水会・埼玉 （合同例会、新三木会、蔵前如水合同講演会） 

 

３．母校への貢献 

   （１）くらりか・埼玉支援による間接的母校支援 

   （２）留学生支援 

   （３）母校学生の支部行事への参加呼びかけ 

 

４．支部会員間交流 

   （１）新年会・講演会・総会後懇親会 

   （２）地区散策会や懇親会：相互に他地区行事参加 
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１．講演会（４回開催） 

１）2015年5月23日（土）（総会後開催）（ソニックシティビル904会議室） 

  演題：「海洋のエネルギー資源に夢を馳せる」 

  講師：矢嶋龍彦氏（埼玉工業大学工学部教授、S52修化環）  

  参加者：32名 

 

２）2015年7月26日（日）（ソニックシティビル708会議室） 

  演題：「放射線のものさし」 

  講師：宮川俊晴氏（日本原燃（株）安全本部、蔵前青森県支部長、S51修原） 

  参加者：31名 

 

３）2015年10月17日（土）（ソニックシティビル803会議室） 

  演題：「水素社会とは何か その課題と展望」 

  講師：秋鹿研一氏 (東工大名誉教授、S44博化工） 

  参加者：27名 

 

 

  
 

 

4 



 
 

5 

４）2016年2月20日（土）（ソニックシティビル706会議室） 
  演題：「出雲大社神門通りの合意形成」 
  講師：桑子敏雄氏（東工大大学院社会理工学研究科教授、東大S55博哲学） 
  参加者：23名 

 

２．見学会 

  開催日：2015年12月25日（金） 
  見学場所：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 

 

３．新年会 

  開催日：2016年1月31日（日）（ホテルブリランテ武蔵野） 
  参加者：61名 

  来賓：東工大・植松友彦副学長、蔵前本部・鈴木登夫理事、如水会埼玉県各 

      支部長・幹事、海外留学生（丸山俊夫理事・副学長のご推薦）：ベトナ 

      ム留学生（情報環境学専攻 修士課程）及びインドネシア留学生（通信 

      情報工学専攻 修士課程） 
  新年会参加者（有志）から募金：東工大基金へ23,000円寄附 
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                                                  平成28年2月2日 
埼玉県支部 新年会参加有志 様                                    
 

                    東京工業大学長                                                          
三島  良直 

 
拝啓  時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 
 
 東京工業大学基金につきましては、早速趣旨にご賛同い
ただ き、 ご寄附を賜り誠にありがとうございました。 
 
 ご寄附いただき ましたご芳志につきましては、本学が社
会発展に大きく貢献できる大学として世界に飛躍し、私ども
が長期目標として掲げている「世界最高の理工系総合大
学」を実現するため、 有効に活用させていただきます。 
  
 未筆ながら貴支部の皆様のご健勝をお祈リ申し上げます。 

                                           
敬具 



４．同好会 

「ゴルフ同好会」：埼玉県内ゴルフ場で４回開催 

  2015年4月10日（金）ノーザンカントリークラブ 錦が原ゴルフ場 さくら草コース 

  2015年6月12日（金） 吉見ゴルフ場 西コース 

  2015年9月18日（金） 大麻生ゴルフ場 

  2015年10月16日（金）ノーザンカントリークラブ 錦が原ゴルフ場 菜の花コース 

 

「囲碁同好会」：埼玉会館（現在改修工事のため休館）又は武蔵浦和コミュニティセン 

           ターで毎月第３土曜日に開催 

 

「俳句同好会」：句会を浦和コミュニティセンター又は仲本公民館で毎月第２木曜日に 

           開催（句会報：毎月１回発行） 

 

５．くらりか（“蔵前理科教室ふしぎ不思議”） 

  埼玉県内の公民館・児童館・学校等で112教室開催（参加児童数2,452名）。 

  （東京：163教室、神奈川：65教室、千葉：29教室、関西：74教室） 
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収入 

  公益事業 共益事業 計 備考 

  講演会 くらりか 
大学支援 

(蔵前ゼミ等） 

支部総会・
講演会・ 
見学会・ 
懇親会 

共益共通     

前期収支繰越金                           1,105,248  前期収支差額 

支部会費         346,000                  346,000  692名分 

支部支援金         412,500                  412,500  本部より補助825名分 

支部補助金         50,000                    50,000  補助金一律  

寄付金等         465,152                   465,152 
 活性化補助金、蔵前 
 カード 寄付 

参加費         485,400                    485,400 
 総会、新年会等イベン 
  ト時の会費収入 

受取利息         191                        191  銀行利子 

雑収入                                    0   

収入計        485,400 1,273,843                2,864,491   

表１－１ 



主な収入 

寄付金等 

 講演会４回・見学会１回 （活性化補助金）    ２００,０００円  

 蔵前カード     ２１,０００円 

 落合基金    ２００,０００円 

 講演会講師寄付     ３３,２８０円 

参加費  新年会    ２５１,５００円 

   講演会４回・見学会１回   参加費    ２０７,９００円 

表１－２ 



支出 

  講演会 くらりか 
大学支援 
（蔵前ゼミ
等） 

支部総会・講演
会・見学会・懇親

会 
共益共通 計 備 考  

支払報酬           66,822          66,822  講師謝礼(現金）源泉徴収額も含む 
委託費                     0  外部に委託した費用 
雑   給                     0  作業費（含むアルバイト支払） 
諸謝金                     0  商品券、図書券等による謝礼 
会議費              47,078        47,078  会議時の飲食を含む費用 

旅費交通費            123,000     124,680       247,680  支部幹事交通費補助 
通信運搬費                 0           0  電話代、切手代等 
消耗品費              1,253         1,253   
印刷製本費              5,304         5,304  事業ごとの印刷製本費 
諸催費           597,415     111,171        708,586  総会等の会場費、懇親会費 

支払負担金                      0  公益事業の会場費、交流会費等 

光熱費                      0  支払がある場合 

賃借料                      0  定期的な賃借料 

保険料                      0  支払がある場合 
支払手数料              71,542        71,542  本部徴収手数料など 
寄付金                      0  他団体への寄付 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ運営費               3,240         3240  支部HP プロバイダー費用 
支払補助金             172,000        172,000  支部5地区、３同好会補助 
支部補助金    120,000              120,000  くらりかへの補助金 

雑費              5,000         5,000  備品購入 香典 
事業費計                1,448,505   

前期未送金精算                  -6,822   
収支差額                 1422,808  収入-事業費計-前期未送金精算 
本部未送金                   -2,274  今期源泉徴収額 
次期繰越金                 1,420,534              2016/3/31 

表１－３ 



主な支出 

支払報酬  講師謝礼４回（税込）       ６６,８２２円 
会議費  幹事会弁当代 ５回       ４７,０７８円 

旅費交通費 

 支部幹事交通費補助       ５１,０００円 

 見学会バス代      １２３,０００円 

 講演会講師交通費       ３３,２８０円 

 新年会留学生交通費 ２名       ４０,０００円 

諸催費 

 新年会 ホテル会場      ４０８,５１５円 

 講演会 ソニックシティー       ５４,０９０円 

 講演会後懇親会３回      １１１,１７１円 

 見学会昼食代、謝礼等       ４２,５００円 

各地区補助等  ５地区 ３同好会      １７２,０００円 

くらりか補助  くらりか本部へ補助      １２０,０００円 

表１－4 
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１．講演会：年４～５回程度開催予定 

 

２．見学会： 秋に開催予定 

 

３．新年会 

 ２０１７年１月２８日（土）にホテルブリランテ武蔵野（本年と同じ会場）にて開催予定 

 

４．同好会 

「ゴルフ同好会」：埼玉県内ゴルフ場で年４回（4月、6月、9月、10月）開催予定 

           （入会等問い合わせ先：菊池支部監事） 

「囲碁同好会」：武蔵浦和コミュニティセンター等で毎月第３土曜日（9:30～17:00）に 

          開催予定（入会等問い合わせ先：小田支部幹事） 

「俳句同好会」：句会を浦和コミュニティセンター又は仲本公民館で毎月第２木曜日 

          に開催予定（入会等問い合わせ先：菊池支部監事） 

 

５．くらりか（“蔵前理科教室ふしぎ不思議”） 

  埼玉県内の公民館・児童館・学校等で開催予定 

  （入会等問い合わせ先：利根川支部幹事） 
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収 入 公益事業 共 益 事 業 H28年度予算案 

  くらりか 講演会 見学会 総会 新年会 ４事業中計 共益共通   

前期繰越金                            0  1,420,534      1,420,534  

支部会費                             0    346,000       346,000  

前期繰越金未送金
精算 

                  0    -2,774        -2,774  

本部未送金仮収入              
(源泉徴収） 

                  0     6,882         6,882  

支部支援金                   0    412,500       412,500  

支部補助金 (一律）                   0     50,000        50,000  

寄付金            10,000      10,000    150,000       160,000  

参加費     75,000    50,000      325,000      450,000    100,000       550,000  

受取利息                   0      100         100  

雑収入                         0             0                  0 

収入計     75,000    50,000  0    335,000      460,000   2,483,242      2,943,242  

表2-1 



  
H28年度 
予算案 

H27年度 
決算 

H27年度 
予算 

 
備 考 

    (参考）   

前期繰越金   1,420,534      1,105,248   1,105,248   2016/3/31 残高 

支部会費    346,000        346,000     339,000   H27年度実績と同額692名分 

前期繰越金未送金精算    -2,774         -2,774              0  
 H27年度源泉徴収本部立替分控除
（１回） 

本部未送金仮収入              
(源泉徴収） 

    6,882           6,882       11,370  
 H28年度源泉徴収本部立替分仮収 
入（３回想定） 

支部支援金      412,500        412,500     399,500   H27年度実績と同額825名分 

支部補助金 (一律）        50,000          50,000       20,000   定額 

寄付金      160,000        465,592     150,000  
 活性化補助金（4回分)蔵前カード補 
 助 

参加費      550,000        485,400      540,000  

 講演会500円×30名×5回、見学会  
 2,500円×20名×1回、新年会5,000 
 円×65名、幹事懇親会費20,000円 
 ×5回 

受取利息           100       191           200  支部通帳利息 

雑収入             0        0        0   

収入計    2,943,242      2,869,039    2,565,318    

表2-2 



支出 くらりか 講演会 見学会 総会 新年会 ４事業中計 共益共通 
H28年度 
予算案 

支払報酬      66,822             66,822             0       66,822  

諸謝金             0         0            0              0  

会議費                  0     90,000        90,000  

諸会費                       0     15,000        15,000  

旅費交通費      50,000   100,000         0 40,000     190,000     80,000      270,000  

通信運搬費                       0       5,000         5,000  

消耗品費                       0       5,000         5,000  

印刷製本費                       0      9,000        9,000  

諸催費     120,000     50,000  50,000  450,000     670,000     100,000     770,000  

支払手数料                       0      48,575       48,575  

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ運営費                       0       4,500        4,500  

支払補助金                       0     200,000     200,000  

支部補助金 120,000                      0              0    120,000  

雑費                      0      40,000      40,000  

支出計 120,000  236,822  150,000  50,000  490,000      926,822  597,075  1,643,897  

次期繰越               1,299,345  

議案第3号 （２） ： 「２０１6年度予算計画（案）」 （配布資料別紙２ 、p5 ） 
表2-3 



支出  
H28年度 
予算案 

H27年度 
決算 

Ｈ２７年度 
予算 

  

支払報酬        66,822         66,822          80,000  
 講演会講師講演料に源泉徴収6822円分を含む 

諸謝金        0              0                  0    

会議費    90,000      47,078          70,000  
 幹事会会議費（会議室代金、会議時飲食代を 
 含む） 

諸会費    15,000         0          12,000  
 如水会例会参加補助費用5,000円×3名 

旅費交通費   270,000        247,680        167,000  
 見学会ﾊﾞｽ代金100,000円X1回、幹事交通費5,000
円×12名、同10,000円×2名(遠距離為） 

通信運搬費     5,000                 0           5,000   葉書代など 

消耗品費     5,000           1,253         10,000   ｲﾝｷや印刷用紙  

印刷製本費     9,000          5,304         10,000   講演会資料印刷、写真印刷代金 

諸催費    770,000        708,586        760,000  

 講演会総会会場費120,000円、見学会費用50,000 
 円、新年会450,000円、幹事会および懇親会 
 100,000円 

支払手数料    48,575         71,542         48,575   H27年度と同等 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ運営費     4,500           3,240            4,000   H27年度と同等（支部ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運営費） 

支払補助金    200,000        172,000         200,000  

 H27年度と同じ基準 県央・県東・県西・各30,000円 
、県南・県北各10,000円、3同好会各30,000円 

支部補助金    120,000        120,000        120,000  
 H27年度と同じ くらりかへ支部補助金120,000円 

雑費     40,000           5,000         50,000   ＰＣソフト代（office) 

支出計     1,643,897      1,448,505      1,536,575    

次期繰越     1,299,345     1,420,534      1,028,743    

議案第3号 （２） ： 「２０１6年度予算計画（案）」 （配布資料別紙２ 、p6 ） 
表2-4 
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地 域 役 員 名 氏  名 卒 年 科 備  考 

全 域 支部長 平原 照晏 Ｓ４１修化工 継続 
  副支部長 舟田 饒 Ｓ４６修電 継続 
  総務担当幹事 小田 邦幸 Ｓ４９修化 継続（蔵前本部代議員） 
  会計担当幹事 （舟田 饒） 継続 
  支部情報管理幹事（正） （小田 邦幸）   継続 
  支部情報管理幹事（副） （舟田 饒）   継続 
  企画担当幹事 関谷 完夫  Ｓ４２電子 継続（前特命担当幹事） 
  企画担当幹事 武笠 吉久  Ｓ４７金属 継続（前特命担当幹事） 

特命担当幹事 石井 正紀 Ｓ４０電子 重任（企画担当） 

（蔵前本部代議員） 
  特命担当幹事 吉田 明男   Ｓ４３応化 新任（企画担当） 
  特命担当幹事 河面 英則 Ｓ４７応物 重任（支部HP担当） 
  特命担当幹事 利根川 宏 Ｓ３７機 重任（くらりか担当） 
  監事 菊池 昭武 Ｓ３１機 継続 
  企画担当幹事 山口健二（逝去） Ｓ３７化 退任 

（蔵前本部代議員：退任） 

（ ）は兼任 役員総数４５名 
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地 域 役 員 名 氏  名 卒 年 科 備  考 

県 央 県央担当幹事 大石 修二 Ｓ４５応化 継続 
（蔵前本部代議員） 

  委員 飯島 和男 Ｓ２８化工 継続 
  委員 滝田 勝久 Ｓ４０応物 継続 
  委員 石浜 傑 Ｓ４３応物 新任 
  委員 竹内 和久 Ｓ４３制御 新任 
  委員 （小田 邦幸）   継続 
  委員 （武笠 吉久）   継続 
  委員 （河面 英則）   継続 
  委員 （菊池 昭武）   継続 
  委員 矢島 正巳 Ｓ２５機 退任 

県 東 県東担当幹事 沼野 稔夫 Ｓ４０電 継続 
  委員 永田 秀夫 Ｓ３２電 継続 
  委員 冨士原英明 Ｓ３７機械 継続 
  委員 関根 富佐雄 Ｓ５２修機 継続 
  委員 川名 英二 Ｓ４４土木 新任 
  委員 （平原 照晏）   継続 
  委員 （舟田 饒）   継続 
  委員 （関谷 完夫）   継続 
  委員 （吉田 明男）   新任 
  委員 小橋 力三 Ｓ４５修化工 退任 
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県 西 県西担当幹事 落合 宏行 Ｓ４５機 継続 
  委員 石井 正紀 Ｓ４０電子 継続 
  委員 鎌田 正雄 Ｓ３７電 継続 
  委員 松下 庄蔵 Ｓ４５修化工 継続 
  委員 片山 一郎 Ｓ４６博物 継続 
  委員 弘中 裕司 Ｓ６２修精機 継続 
  委員 中澤 富夫 Ｓ５０応物 継続 
  委員 石井 祐治 Ｓ５０修化工 継続 
          

県 南 県南担当幹事 佐藤 俊作 Ｓ４４建 継続 
（蔵前本部代議員） 

  委員 岸  延幸 Ｓ５１修物情 継続 
  委員 片野 毅 Ｓ３９建 継続 
  委員 瀬田 惠之 Ｓ５２修建 継続 
  委員 齋藤 禎二郎 平１３博土木 継続 
  委員 安田 光廣 Ｓ５７修生命化学 継続 
  委員 増田 陳紀 Ｓ４９修土木 継続 
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県 北 県北担当幹事 矢嶋 龍彦 Ｓ５２修化環工 継続 
  委員 許  戊申 Ｓ２８機 継続 
  委員 原田 賢 Ｓ２９化工 継続 
  委員 高木 英匡 Ｓ３３機 継続 
  委員 芳賀 暢 Ｓ３６修原 継続 
  委員 宮本 健二 Ｓ３８機 継続 
  委員 向山 金六 Ｓ４０金 継続 
  委員 田村 健一郎 Ｓ４１経 継続 
  委員 金野 春幸 Ｓ４３土木 継続 
  委員 佐藤 雄治 Ｓ４７機物 継続 
  委員 小林 敏明 Ｓ５３修化環 継続 
  委員 岡田 久史 Ｓ４８物理 新任 
  委員 （利根川 宏）   継続 


