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    蔵前工業会埼玉県支部 2017 年度第２回幹事会議事録 
 

日時：2017 年 9月 30日（土）17:30～19:50 

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：16 名：舟田、小田、安田、関谷、武笠、石井、吉田、河面、利根川、菊池、平原、竹内、 

沼野、落合、佐藤、矢嶋 

欠席者：0 名 

当番：（司会）平原、 （書記）小田                                 （敬称略） 

 

１．講演会・見学会（関谷、武笠、吉田） 

（１）10月講演会の予定（吉田） 

・日時：2017 年 10月 7日（土）13:30～16:30 （受付：13:00 から） 

・場所：ソニックシティ 804 会議室 

・講師：丸山 茂徳氏（東工大地球生命研究所（ELSI）特命教授）  

・演題：「生命と地球環境の共進化・その２」 

・内容：生命起源研究の最前線：ネオ・パンスペルミア説の基本的な間違い。 

人類史と気候変動の関係：2017年夏の気候をどう読むか？ 

・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。学生は無料） 

・参加予定者（2017.09.30 現在）（括弧内：本年 2 月丸山教授講演会の参加者数） 

＜講演会＞31 名（47 名）（講師・助手含む） 

   内訳：県央 4 名（4 名）、県東 10 名（15 名）、県西 5 名（7 名）、県南 8 名（10 名）、

県北 2 名（4 名）、如水会 0 名（4 名）、その他（蔵前ジャーナル／HP 経由） 

0 名（1 名）（蔵前ジャーナル経由申込み：千葉支部・藤根氏（S42 経営）

は出席、？支部・大谷氏（H24土木）は欠席） 

  ＜懇親会＞24 名（27 名） 

内訳：県央 4 名（3 名）、県東 9 名（9 名）、県西 3 名（4 名）、県南 5 名（5 名）、

県北 1 名（1 名）、如水会 0 名（3 名）、その他（蔵前ジャーナル／HP 経由） 

0 名（0 名） 

    ・講演会・懇親会の役割分担（案）（別紙１参照） 

   ⇒別紙１の通り決定。 

（２）12月講演会の予定（武笠） 

・日時：12月 9日（土）13:30～14:30（未定→来年？） 

・場所：ソニックシティ会議室 

・講師：森 治氏（2003年～ 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS） 

宇宙飛翔工学研究系助教、2006 年～ 東大大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻

助教、1997 年東工大工学部機械宇宙学科卒、1999 年東工大大学院理工学研究科

機械物理工学専攻修了、同年 東工大工学部機械宇宙学科助教、2002年東工大博
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士号（航空宇宙工学）取得） 

・演題：「世界初の宇宙帆船「IKAROS」が切り拓く太陽系大航海時代（仮）」 

⇒森氏宛ての 7/8 付けメールでの 12 月 9日（土）開催の提案、及び 9/10 付けのリマイ

ンダーに対する回答がないため、武笠幹事が電話にて森氏に状況を確認することと

し、当面 12 月開催は未定・再検討。 

（３）2月講演会の予定（武笠、吉田）  

・日時：2018 年 2月？日 

・場所：ソニックシティ会議室 

・講師（候補）：東工大放射線総合センター 実吉敬二准教授 

    （前回幹事会：スバル「アイサイト」の衝突回避自動ブレーキ制御システムの開発者で 

ある実吉准教授を有力講師候補として、講演内容も含めて他の講師候補 

の可能性も検討することになった。） 

 ⇒11 月 10 日（金）に開催される蔵前工業会支部長会において、舟田支部長が本部の

本房事務局長等と講師候補（実吉敬二准教授も含む）について相談する。 

（４）見学会の予定（関谷） 

⇒席上配布した資料（別紙５「埼玉支部の見学先（案）」参照）について、関谷幹事が見

学先候補を説明。協議した結果、見学先を富岡製糸工場（富岡製糸工場史跡、IHI エ

アロスペース、旧渋沢邸／渋沢栄一記念館、こんにゃくパーク）とし、11 月下旬頃に

開催予定（交通手段：バス）。なお、IHI エアロスペースについては、兵器の製造設備

等のセキュリティ確保のため見学場所が厳しく制限されていることから、落合幹事が

見学の可能性について IHI に打診する。 

 

＜過去の見学会：2005年～2016年＞（参加者数） 

2005.12.02（金）本田技研埼玉製作所（埼玉、？名） 

2006.01.23（月） Bosch 東松山第一工場（埼玉、？名） 

2007.11.28（水）新日鉄君津製鉄所（千葉、35名） 

2008.11.20（木）全日空羽田整備工場（東京、35名） 

2009.11.16（月）高エネルギー加速器研究機構・JAXA 筑波宇宙センター（筑波、28 名）、

2010.12.07 （火）東京都水の科学館・本所防災館･スカイツリー（東京、21名） 

2011.11.24（木）IHI 昭島工場・瑞穂工場・航空記念館（東京、21名） 

2012.11.15（木）浮島太陽光発電所・東芝科学館（東京、17名） 

2013.11.15（金）横浜鉄道模型博物館・開港資料館・日本郵船歴史博物館・氷川丸（神奈

川、13名）、 

2014 年度（故山口企画担当幹事体調不良のため不実施） 

2015.12.25（金）JAXA 宇宙観測センター・日立中央研究所鳩山サイト（埼玉、21名） 

2016.11.25（金）NHK 放送技術センターサントリー武蔵野ビール工場（東京、11名） 

＜他支部の見学会＞ 

（別紙２ 東京・神奈川・千葉支部の見学会情報参照）  

http://kuramae-saitama.versus.jp/2009-kengakukai.html
http://kuramae-saitama.versus.jp/2010-aki-kengakukai.pdf
http://kuramae-saitama.versus.jp/2011-kengakukai.html
http://kuramae-saitama.versus.jp/2012-kengakukai.html
http://kuramae-saitama.versus.jp/2015-kengakukai.pdf
http://kuramae-saitama.versus.jp/2016-kengakukai.pdf
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２． 2018 年新年会計画（小田） 

（１）日程・会費 

・日時：2018 年 1月 27日（土）12:00～14:30（受付 11:30から）（15:00 まで会場予約） 

   ・会場：ブリランテ武蔵野 2F サファイア 

    ・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 10％割引） 

（２）蔵前ジャーナル投稿 

2017 冬号（投稿締切 10/10、発行 12/1）へ投稿予定（別紙３ 投稿用原稿（案）参照） 

⇒別紙３の通りとし、東工大のロボコンチーム（マキニスタ）及びものつくりサークル「マ

イスター」の学生によるプレゼン・動画映写が可能となった場合、追記する 

（３）来賓 

   ・東工大副学長（東工大秘書室を通してプレゼン依頼）（本年：丸山 俊夫理事副学長） 

・蔵前本部役員（本房事務局長を通してご挨拶依頼） （本年：竹内 敬三理事） 

・会費：無料招待 

・謝礼：なし（大学及び蔵前本部から日当支給） 

（４）留学生のプレゼン 

・大学院留学生（2名）を招待（東工大秘書室を通して丸山副学長に依頼） 

2014 年：中国・タイ         2015 年：インドネシア・マレーシア、 

2016 年：ベトナム・インドネシア  2017 年：ロシア・スリランカ 

・会費：無料招待 

・謝礼：交通費・留学支援費として 20,000 円／名（「落合基金」より支給） 

（５）「東工大基金」への募金 

   母校支援のため募金箱を設置（ホテルから調達） 

（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：次回幹事会（12/2）にて協議 

（７）参加者増加策 

・年度別参加者数（会員参加者数）： 2008年 68名（61 名）、2009年 72名（65名）、 

2010 年 68 名（61 名）、2011年 82 名（79 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）、2017 年 54名（45 名） 

＜過去の新年会：2001年～2017年＞ 

2001 年：“皆で唄おう”（シュワルベン OB：故山口幹事、吉田幹事、県東・横堀仁氏、

｢東工大学歌」、「学生歌」、「琵琶湖周航の歌」、一橋大創立 75周年記念歌「武

蔵野深き」）、ハーモニカ独奏（故鄭江明氏） 

2002 年：叙情歌の合唱（シュワルベン OB） 

2003 年：合唱（シュワルベン OB）、ハーモニカ独奏（故鄭氏） 

2004 年：手品（中村弘氏 S16年電化、子貝一夫氏 S36 年電）、ハーモニカ独奏（故鄭氏） 

2005 年～2007年：支部 HP に記録なし 

2008 年：ハーモニカと琴の合奏（故鄭氏、藪谷幸男氏、若杉佳代子氏） 



4 

 

2009 年、2010年：くらりか 

2011 年：囲碁、合唱（シュワルベン OB：吉田幹事、県東・横堀仁氏ギター伴奏） 

2012 年：ゴルフ、フルート独奏（県東・大門啓治氏 S29機械） 

2013 年：俳句、サキソフォン独奏（佐藤幹事） 

2014 年、2015年：海外留学生プレゼン 

2016 年：海外留学生、くらりか 

2017 年：海外留学生 

 2018 年：海外留学生＋余興？（合唱、楽器・・・） 

⇒吹奏楽器の使用は、演奏前に食事ができない問題があり、シュワルベン OB による合唱は、埼

玉県の活動会員が非常に少ないため、他支部からの応援が必要。落合幹事から、同幹事による

寄付金にて長年活動を支援し、優れた成績を残している東工大のロボコンチーム（マキニスタ）

及びものつくりサークル（マイスター）の鳥人間コンテスト参加学生によるプレゼン・動画映

写が提案された。協議した結果、落合幹事が両チームに参加の可能性を打診する（各 2 名、交

通費支給）。 

＜注１＞東工大の NHK 学生ロボコンチーム「マキニスタ（Maquinista）」：東工大 ロボット

技術研究会（SSR）というサークルの一部として活動。2009 年大会より SIMON から

Maquinista に改称。Maquinista は、スペイン語で「機械工」、「エンジニア」、「列車の

運転士」の意味。 

＜注２＞東工大のものつくりサークル「マイスター（Meister）」：1992年に鳥人間コンテスト

への参加を目標に設立。1995年に人力飛行機部門とソーラーカー部門を設立。2002年にソ

ーラーカー部門の幕を下ろし、新たにエコノムーブ部門（電気自動車）を興し、現在に至る。 

３．蔵前本部補助金等（安田／舟田） 

（１）本部補助金 

2017.08.28 安田会計担当幹事から幹事会 ML にて概要報告 

＜概要＞ 

（１）平成 29年補助金   459,000 円  

（２）平成 28年支部会費  284,660 円  

（３）蔵前カード補助金     3,600 円  

            計 747,260 円 

 8月 25日付けで上記 747,260円が、埼玉県支部の口座に入金されていることを確認し、 

蔵前本部の経理担当（小林氏）に報告。９月末締めで中間決算報告の予定。 

（２） H29 年度中間決算報告書 

   ⇒安田幹事が本幹事会までのデータを取り纏めて幹事会ＭＬ宛てに送付する。 

４．如水会埼玉県４支部合同例会（舟田）  

2017.08.30 舟田支部長から幹事会 MLにて連絡（別紙４ 案内状参照） 

＜概要＞ 

・日時：2017 年 10 月 22日（日）12:30～14:30（12:00 から受付） 



5 

 

・会場：ラフレさいたま５階「桃の間」 

・会費：8,000円 

＜蔵前埼玉支部からの参加（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 

2017 年：（案）平原前支部長、舟田支部長、小田副支部長 

  合同例会会費の半額及び交通費（実費）を支部から補助（後日、安田会計担当幹事に請求） 

  ⇒提案の３名が参加し、舟田支部長が如水会側に連絡する。 

 

５．提案事項（任意：提案のある幹事） 

舟田支部長：蔵前本部から依頼された「会友候補」（現役支部活動者不可）の推薦については、

埼玉支部からの推薦なしと回答した。東工大オンラインコミュニティ事務局から

毎月会員宛てに発信されているメルマガについては、受信されていない幹事がい

ることから、今後も転送する。9/29発信の 9 月号メルマガでは、埼玉県支部の 10

月講演会が支部 HP 掲載の案内状にリンクされて掲載。 

 

６．報告その他 

（１）５地区の活動報告（任意：報告のある地区担当幹事） 

１）県央地区（竹内） 

 ⇒他地区の活動を県央地区メルマガにて発信しているが、メーリングリストの登録者（現在

105 名）を増加するため、県央地区登録会員から適宜選別して名簿作成中。 

２）県東地区（沼野） 

＜第２回例会・懇話会＞ 

・日時：2017 年 9月 10 日（日）13:30～16:30 

・場所：シーノ大宮生涯学習総合センター７Ｆ講座室１ 

・話題提供者：天貝 佐登史氏（S52制御 S54 修シス） 

・演題：「最先端技術ベンチャーの挑戦」 

 ・概要：企業内ベンチャー（ソニー時代のロボット事業）と独立ベンチャー（現在の静脈認

証ビジネス）の違いとメリット・デメリット、ロボットビジネスのエッセンス・教訓、

静脈認証ビジネスのグローバルポテンシャルと現在の課題、静脈認証のデモ 

 ・会費：500円 

 ・懇親会：大宮駅西口魚鮮水産（会費 2,000 円） 16:45～18:40 

 ・参加者：14名（懇話会）、11名（懇親会） 

⇒天貝氏の講演は興味深いものがあり、県支部の講演企画にも適当ではないかとの意見あり。 

＜第３回例会・散策（計画）＞ 

・日時：2017 年 11月中を予定（支部行事と重ならないように） 
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・ 場所：川越（「蔵造りの町並み」を中心にしたコース。詳細は取りまとめ中。） 

・川名英二委員が詳細を取りまとめ中 

⇒支部の見学会が 11月下旬開催の方向で検討されることから、その決定後に散策の開催日を

検討する。また、川越のボランティア案内人（有料：200 円程度／参加者）を検討する。 

３）県西地区（落合） 

 ⇒地区活動については、今後計画予定。 

４）県南地区（佐藤） 

 ⇒地区活動については、今後計画予定。最近、他支部及び如水会の講演会等への参加希望者

が増大。 

 ５）県北地区（矢嶋） 

  ⇒地区活動については、今後計画予定。県北の会員から、文化的な講演会の開催を要望され、

如水会の講演会情報を提供。 

（２）くらりかの活動報告（利根川） 

  ⇒くらりかの運営会議は年 4回開催されるが、9月 11日（月）に開催された運営会議におい

て、くらりか教室の開催数が減少傾向にある旨報告された。 

（３）同好会活動報告  

１）ゴルフ（菊地） 

⇒例会を年 4回開催しているが、本年の第 4 回目が 10月 13日（金）に錦が原ゴルフ場で開

催予定（参加予定者：17名、内如水会４名）。また、役員改選予定。 

２）俳句（菊地） 

⇒毎月の投句による活動について東京支部と相談したが、投句は一般的に行われている活動

であり、同窓会活動としては適当ではなく支援できない旨の回答。3月 9日（木）に句会

（参加者 3名）を開催後句会は開催されていないが、1年程度状況を見て句会の開催が困

難な場合は休会予定。 

３）囲碁（小田） 

11 月 18日（土）に埼玉会館にて総会・大会を開催予定 

（４）2018 年総会会場予約（小田） 

・2018 年東工大ホームカミングディ：2018 年 5月 26日（土） 

・総会開催候補日：2018年 5月 12日（土）、13日（日）、 

19 日（土、第１or 第２候補）、20日（日、第１or 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：2017年 11月 1日（水）9:00am から（ソニックシテイ 5F 事務室） 

   ・抽選会参加者（2名）：？ 

（2013 年：石井／舟田、2014 年：石井／原田、2015 年：平原／沼野、2016 年：平原／

吉田） 

 ⇒2018 年 5 月 19 日（土）を第１候補とし、吉田幹事と武笠幹事が立候補されて抽選会に

参加する予定。 



7 

 

７．次回幹事会日程（小田） 

  ・開催日時：12月 2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 3 

・議題：新年会、講演会、見学会等 

 ・懇親会（忘年会）：11 月上旬頃案内予定 

以上 

 

 

＜別紙１＞１０月講演会・懇親会役割分担（案） 

10 月 3日(火) ・レジメ印刷：吉田 

⇒経費節減のため白黒印刷とし、カラーの資料は支部ＨＰから希望者が印刷。 

10 月 7日(土)     

事前準備 

・プロジェクター、レーザーポインター、予備ＰＣ： 舟田   

・謝礼、領収書準備：安田   

・レジメ、受付表：吉田   

  ・飲み物 お茶 2L（4 本）：武笠   

・記録写真カメラ：落合   

～13:00 ・804号室 鍵、スクリーンリモコン：吉田    

13:00～ ・会場準備：全員   

 ・受付・会計：武笠、石井 

     ⇒500円コインと 1,000 円紙幣は、武笠幹事が適宜準備 

13:30～ 講演会開始              

・司会進行：吉田   

・支部長挨拶：舟田   

～14:25  第 1部講演：生命の起源    

～14;55  質疑    

14:55～15:05 休憩    

15:05～  第 2部講演：地球温暖化    

～16:00     

～16:30  質疑    

 謝礼手渡し・領収書：舟田   

16:30～16:50 片付け ゴミ回収：全員   

 鍵・スクリーンリモコン返却、支払い清算：吉田、安田   

17:00～ 懇親会（魚鮮水産）    

 司会・進行：吉田   

 会計：武笠   

～19:00 お開き    
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＜別紙２＞ 他支部の見学会 

 

１．東京支部（報告記事：2010年以降掲載） 

2000/07/05 日立製作所生産技術研究所と田谷の大洞窟・大仏・長谷寺 

2000/10/11 アサヒビール㈱茨城工場と牛久大仏･茨城県自然博物館 

2001/01/24 富士ゼロックスと箱根ビール蔵･地球博物館 

2001/04/18 凸版印刷㈱･日本工業大学・東武動物公園 

2001/07/10 富士工業㈱白河工場と南湖公園・小峰城 

2001/11/14 日立照明㈱とカガミクリスタル㈱、シャトーカミヤ・ワープステーション江戸 

2002/05/15 大日本印刷テクノパック横浜㈱横浜工場・八景島シーパラダイス水族館 

2002/07/17 福島第二原子力発電所といわき・ら･ら･ミュウ 

2002/11/13 富士フイルム足柄工場とアサヒビール神奈川工場 

2003/03/06 いすゞ自動車株式会社藤沢工場と江ノ島観光 

2003/06/03 中央電子㈱山梨明野事業所、サントリーワイナリーでの食事、昇仙峡 

2003/07/09 大日本印刷テクノパック㈱泉崎工場見学と由緒ある母畑温泉八幡屋 

2003/10/20 柏木博物館と宮坂醸造㈱ 

2004/03/02 ファナック㈱本社見学と忍野八海と河口湖周辺探勝 

2004/05/20 日本精工㈱技術開発センターの見学と鎌倉周辺探勝 

2004/07/07 日産自動車㈱いわき新エンジン工場とアサヒビール工場 

2004/09/29 日立ホーム&ライフソリューション㈱電化事業部（旧多賀工場）・岡倉天心記念景勝

地探勝 

2005/02/01 セイコーエプソン㈱塩尻工場見学と北沢美術館鑑賞 

2005/06/23 フクダ電子㈱白井事業所見学と水郷佐原水生植物園あやめ祭り見学 

2005/09/02 ツインリンクもてぎサーキットと日産自動車㈱栃木工場 

2005/11/07 日立ホーム&ライフソリューション㈱電化事業部（旧多賀工場）・笠間工芸の丘クラ

フトヒルズ 

2006/02/17 キヤノン電子㈱工場見学と秩父周辺探勝 

2006/03/22 清水建設㈱技術研究所 

2006/09/08 ㈱DNP テクノパック及び DNP カップテクノ狭山工場とサイボクハムまきばの 

   湯 

2006/11/20 日立アプライアンス㈱栃木事業所（日立製作所栃木工場）・足利学校・ばんな寺 

2007/03/20 キヤノン電子㈱工場見学と秩父周辺探勝 

2007/05/25 太古のロマンが蘇る柏木博物館とジャズ演奏会 

2007/09/05 ㈱DNP テクノポリマーの工場見学と関宿城博物館とキッコーマンむらさきの里の

探訪 

2007/11/27 フクダ電子㈱のフクダ電子アリーナ（サッカー競技場）と白井事業所・本社の見学 

2008/02/27 キヤノン電子㈱工場見学と秩父周辺探勝 

2008/05/13 ファナック㈱本社見学と忍野八海・河口湖周辺探勝 
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2008/07/11 キヤノン電子㈱工場見学と秩父周辺探勝(技術士会共催） 

2008/10/01-02 多摩川精機株式会社見学と柏木博物館 テラス蓼科泊 

2009/02/24-25 ㈱DNP 東北と㈱フクダ電子多賀城研究所の見学と仙台松島観光、秋保温泉 

2009/06/30  フクダ電子㈱ショールーム見学と講演会 

2009/09/29  日立アプライアンス㈱多賀事業所見学と袋田の滝 

2009/11/13-14 キヤノン電子株式会社赤城工場見学と周辺探勝研修所泊 富弘美術館 

2010/02/25  日立アプライアンス㈱清水事業所見学と久能山周辺の探勝・イチゴ狩り 

2010/10/18  プロジェクトベタープレースのバッテリー交換ステーション見学と森美術館（27

名） 

2011/02/08  東京電力(株)川崎火力発電所見学と電気の史料館（36名） 

2011/09/29  東日本旅客鉄道株式会社 新幹線運行本部（30 名） 

2012/05/25  NHK 放送技術研究所（16 名） 

2012/10/30  NTT 技術史料館（8名） 

2013/05/16  新装 JR 東京駅（？名） 

2013/10/24  東京ガス 千住見学サイト「Ei-WALK」（23名） 

2014/5/23   清水建設㈱ 新社屋（37名） 

2014/10/21  JAL 整備工場～Sky Museum～（44名） 

2015/05/26  DNP ソリューションスクエア（39名）（見学会・支部総会同時開催） 

2015/10/20  日産自動車㈱座間事業所（39 名） 

2016/05/19  凸版印刷㈱小石川事業所内印刷博物館（53名）（見学会・支部総会同時開催） 

2016/10/11  ニコンミュージーアム（37 名） 

2017/05/26  ソニー歴史資料館（38名）（見学会・支部総会同時開催） 

2017/10/17（予定）（株）ツヴァイ 

 

２．神奈川県支部（報告記事掲載） 

2012/04/11(水)  京急ファインテックス（見学会・支部総会同時開催）  

2012/06/08(金)  狭山市・綜研化学（株）・小江戸川越散策 

2013/04/10(水)  味の素（株）川崎事業所（見学会・支部総会同時開催） 

2013/06/07(金)  つくば市の JARI(日本自動車研究所) JAXA(筑波宇宙センター) 

2014/04/16(水)  東芝機械株式会社相模工場（見学会・支部総会同時開催） 

2014/ 06/06(金)  富士通沼津工場・沼津御用邸公園 

2015/04/15(水)   東芝未来科学館（見学会・支部総会同時開催） 

2015/06/12(金)   日立アプライアンス多賀事業所・那珂湊港 

2016/04/20(水)   JFE 東日本製鉄所(京浜地区)（見学会・支部総会同時開催） 

2016/06/03(金)   中央葡萄酒（株）明野ワイナリー 

2017/04/19(水)   キリンビール（株）横浜工場（見学会・支部総会同時開催） 

2017/06/02(金)   セイコーエプソン塩尻事業所・カゴメ（株）富士見工場（２班別見学後合流） 
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３．千葉県支部（報告記事掲載） 

2013/4/13  ヒゲタ醤油工場見学・銚子観光（21名）  

2014/4/19  新日鐵住金・鹿島製鉄所見学・大洗水族館観光（？名） 

2016/4/26  キュ―ピー五霞工場見学・エフピコ関東工場見学（21名） 

 

 

 

＜別紙３＞ 蔵前ジャーナル 2017 冬号投稿用原稿（案）  

                    

         埼玉県支部新年会のお知らせ（案） 

日 時： 2018 年 1 月 27 日（土）12:00～14:30（受付 11:30 から） 

場 所： ブリランテ武蔵野２階「サファイア」 

       埼玉県さいたま市中央区新都心 2-2 

       JR さいたま新都心駅西口から徒歩 5分 

TEL：048-601-5555（代）  

       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無料。蔵前カード加入者は 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。 

連絡先： 蔵前工業会埼玉県支部総務担当幹事 小田邦幸宛 

     （メールアドレス: info@kuramae-saitama.versus.jp） 

 

 なお、支部同好会（ゴルフ、囲碁、俳句）では、他支部会員の入会も歓迎しておりますので、上

記幹事にお問い合わせ下さい。 

 

また、埼玉県支部のウェブサイト（http://kuramae-saitama.versus.jp/）には、新年会と同好会

の詳細な情報が掲載されておりますので、ご覧下さい。  

                       以上 

 

 

 

＜別紙４＞ 如水会埼玉県４支部合同例会の案内 

２０１７年 ８月 吉日 

蔵前工業会埼玉県支部 

支部長 舟田 饒 様 

                       如水会埼玉県東支部 

                           支部長  齋藤 恵（昭４５商） 

如水会埼玉県４支部合同例会のご案内  

http://kuramae-saitama.versus.jp/


11 

 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

さて、埼玉県内の如水会４支部は、毎年秋に合同例会を開催いたしておりますが、今年も 

ますますご縁を深めております、蔵前工業会埼玉県支部の皆様にも是非ご臨席を賜りたく 

ここにご案内申し上げます。 

 

今年の合同例会は、東支部の設営担当で下記の通り開催いたします。母校からは副学長の 

中野聡教授（社会学部・環太平洋国際史専攻 昭５８法、平２院社）をお招きして、大学 

の現状や今後の発展プラン等を中心に興味深いご講話をいただきます。また如水会事務局 

からは、岡田円治 理事・事務局長（昭４８経）にご出席いただき、如水会の現状と今後 

の計画等につきまして詳細なご報告をお聞きします。 

 

４年前の２０１３年に当支部がこの合同例会を設営させていただきました折に、当支部の 

会員がブラジルと深いご縁を持っている関係で、本格的なサンバ・ダンスをお楽しみいた 

だき、ご出席の皆様からたいへんご好評を頂戴しました。今回はそれにさらに磨きをかけ 

たライブショウをご紹介させていただく予定です。ご期待ください。 

 

皆様が一同に会する年に一度の楽しい機会ですので、今年も是非多くの皆様にお会いした 

いと願っております。 

                                                                 敬具 

記  

１）日時    ２０１７年 １０月 ２２日（日） 

        １２：００ 受付開始、１２：３０ 開会、１４：３０ 閉会 

２）会場    ラフレさいたま ５階 桃の間 

３）会費    ８千円 

４）お申込み     

支部でまとめてお願いいたします。準備の都合がございますので１０月１５日（日）

までに下記宛にお知らせください。必要事項は、フルネームと卒業年、学部です。

なおご出席の返事を出された方がやむを得ない事情でキャンセルされる場合は、合

同例会前日（１０月２１日）の午前中までに下記、齋藤宛にご連絡をお願いします。

それ以降の場合は、まことに恐縮ですが、後日会費をキャンセル料として申し受け

させていただきます。申し訳ありません。  

５）お問い合せ・連絡先 

  東支部支部長  齋藤 恵（Ｓ４５商） 

        


