
２０１7年５月27日（土） １３：１５～１７：００ 
大宮ソニックシティビル8階806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          植松  友彦 

 ３）蔵前工業会の活動状況報告    蔵前工業会業務執行理事   関   誠夫          

 ４）議題 

  ・議長及び書記の選任 

  ・議案第１号  （１）2016年度埼玉県支部事業報告          （小田） 

            （２）2016年度埼玉県支部決算報告         （舟田） 

            （３）2016年度埼玉県支部監査報告         （菊池） 

  ・議案第２号  （１）2017年度埼玉県支部役員人事（案）    （平原） 

            （２）次期埼玉県支部代議員（案）        （菊池） 

  ・議案第３号  （１）2017年度埼玉県支部事業計画（案）    （小田） 

            （２）2017年度埼玉県支部予算計画（案）   （舟田） 

   ・議案第４号   2017年度埼玉県支部活動方針報告         （新支部長） 

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

     演 題：「リベラルアーツ教育としての健康と運動」 

     講 師： 林 直亨氏（東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授、医学博士）  

III. 懇親会：17:15～19:30（同会場）  司会  特命担当幹事   吉田 明男 
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１．講演会 

１）2016年5月14日（土）（総会後開催）（大宮ソニックシティビル803会議室） 

  演題：「基礎から知るDNAと遺伝子及び船舶のエンジン開発の歴史的変遷」 

  講師：冨土原 英明氏（前埼玉県支部長、S37機械） 

  参加者：39名 

２）2016年8月21日（日）（大宮ソニックシティビル904会議室） 

  演題：「MSCoating開発物語」 

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

  参加者：25名 

３）2016年9月25日（日）（大宮ソニックシティビル904会議室） 

  第2回蔵前・如水会埼玉県支部合同講演会 

 ＜蔵前＞ 

  演題：「福井・ホフマンの統一理論をめぐって」 

  講師：野平 博之氏（元埼玉県支部長、元埼玉大学副学長）  

 ＜如水会＞ 

  演題：「矛盾が噴出する中国の政治・経済の行方を読む」 

  講師：増田 正敏氏（如水会埼玉県西支部支部長、東京国際大学名誉教授） 

  参加者：44名 
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４）2017年2月25日（土）（ソニックシティビル7802会議室） 

   演題：「生命と地球環境の共進化」 

   講師：丸山 茂徳氏（東工大 地球生命研究所特命教授） 

   参加者：48名 

 

２．見学会 

   開催日：2016年11月25日（金）  

  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 

 参加者：11名 

 

３．新年会 

   開催日：2017年1月28日（土）（ホテル「ブリランテ武蔵野」） 

  参加者：54名（支部会員45名、来賓9名）（初参加者5名） 

  来賓：東工大・丸山 俊夫理事副学長、蔵前本部・竹内 敬三理事、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）：ロシア 

      留学生（知能システム科学専攻M2）、スリランカ留学生（機械宇宙学科B4） 

 

  新年会参加者（有志）から募金：東工大基金へ31,800円寄附 
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４．同好会 
 「ゴルフ同好会」：埼玉県内ゴルフ場で４回開催 
            2016年4月15日（金）  ノーザンカントリークラブ 錦が原ゴルフ場 
            2016年6月10日（金） 吉見ゴルフ場 
            2016年9月16日（金） 大麻生ゴルフ場 
            2016年10月21日（金） ノーザンカントリークラブ 錦が原ゴルフ場 
 
「俳句同好会」：浦和コミュニティセンター又は仲本公民館にて毎月第２木曜日に 
          句会を開催（句会報：毎月１回発行、蔵前俳句会から百年記念句集を 
          発行）  

 
「囲碁同好会」：埼玉会館が休館中（改修工事）のため武蔵浦和コミュニティセンター 
          にて毎月第３土曜日に例会を開催 
 

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・学校等にて107教室開催（参加児童数2,373名） 
   （関東地区：東京：154教室、神奈川：60教室、千葉：22教室）  
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議案第1号（２）：2016年度埼玉県支部決算報告（配布資料別
紙１） 
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地 域 役 員 名 氏  名 卒 年 科 備  考 

全 域 支部長 

舟田 饒 S46修電 
新任（現副支部長、現会計担
当幹事）（支部情報管理幹事
（副）兼任） 

平原 照晏  S41修化工 退任 

  副支部長 
小田 邦幸 S49修化 新任（総務担当幹事・支部情

報管理幹事（正）兼任） 

（舟田 饒）   退任 

  総務担当幹事 （小田 邦幸）   重任 

  会計担当幹事 安田 健一郎 S56経工 新任 

  支部情報管理幹事
（正） 

（小田 邦幸）   重任 

  支部情報管理幹事
（副） 

（舟田 饒）   重任 

  企画担当幹事 関谷 完夫  S42電子 継続 

  企画担当幹事 武笠 吉久  S47金属 継続 

  特命担当幹事 石井 正紀 S40電子 継続（企画担当） 

  特命担当幹事 吉田 明男   S43応化 継続（企画担当） 

  特命担当幹事 河面 英則 S47応物 継続（支部HP担当） 

  特命担当幹事 利根川 宏 S37機 継続（くらりか担当） 

  特命担当幹事 菊池 昭武 S31機 新任（同好会担当）（現監事） 

  監事 平原 照晏 S41修化工 新任（現支部長） 

  代議員選挙管理委員 （菊池 昭武）   重任 
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＜任期＞支部長・副支部長：２年、幹事・監事：３年、代議員選挙管理委員：２年、 
地区委員：非限定               （ ）：兼任  役員総数４９名 



地 域 役 員 名 氏  名 卒 年 科 備  考 

県 央 
県央担当幹事 

竹内 和久 S43制御 新任（現委員） 
大石 修二 S45応化 退任 

  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 継続 

  委員 星野 紹英 S55化学 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 

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 川名 英二 S44土木 継続 

  委員 関根 富佐雄 S52修機 継続 

  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）   継続 

  委員 （安田 健一郎） 新任 
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地 域 役 員 名 氏  名 卒 年 科 備  考 

県 西 県西担当幹事 落合 宏行 S45機 継続 

  委員 鎌田 正雄 S37電 継続 

  委員 石井 正紀 S40電子 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 石井 祐治 S50修化工 継続 

  委員 中澤 富夫 S50応物 継続 

  委員 弘中 裕司 S62修精機 継続 

県 南 県南担当幹事 佐藤 俊作 S44建 継続 

  委員 片野 毅 S39建 継続 

  委員 増田 陳紀 S49修土木 継続 

  委員 岸 延幸 S51修物情 継続 

  委員 瀬田 惠之 S52修建 継続 

  委員 安田 光廣 S57修生化 継続 

  委員 齋藤 禎二郎 H13博土木 継続 
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地 域 役 員 名 氏  名 卒 年 科 備  考 

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 岡田 久史 S48物理 継続 

  委員 小林 敏明 S53修化環 継続 

  委員 小林 輝美 
H24博人間行動

システム 
新任 

  委員 （利根川 宏）   継続 
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地区代議員選挙管理委員：菊池 昭武（S31機、埼玉県支部監事）  

＜次期埼玉県支部代議員立候補者の信任決議＞ 

任期：２年（2018年4月1日～2020年3月31日） 
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代議員立候補者の氏名 卒 年 科 備 考 

舟田 饒 S46修電 副支部長 

小田 邦幸 S49修化 総務担当幹事 

大石 修二 S45応化 県央担当幹事 

佐藤 俊作 S44建 県南担当幹事 

＜参考＞ 
現在の埼玉県支部代議員：任期：２年（2016年4月1日～2018年3月31日） 
    石井正紀（特命担当幹事）、小田邦幸（総務担当幹事）、    
    大石修二（県央担当幹事）、佐藤俊作（県南担当幹事） 



１．講演会 
年４回程度開催予定。 
 
２．見学会 
  秋に開催予定。 
 
３．新年会 
 2018年1月27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」：埼玉県内ゴルフ場にて年４回（4月、6月、9月、10月）開催予定 
           ゴルフ同好会への入会等問い合わせ先：菊池埼玉県支部監事 
「俳句同好会」：浦和コミュニティセンター（原則）にて毎月第２木曜日に句会を開催予定。 
          俳句同好会への入会等問い合わせ先：菊池埼玉県支部監事（句会代表） 
「囲碁同好会」：埼玉会館にて毎月第３土曜日（9:30～17:00）に例会を開催予定。 
          囲碁同好会への入会等問い合わせ先：小田埼玉県支部総務担当幹事 
 
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 
 くらりかへの入会等問い合わせ先：利根川埼玉県支部幹事（くらりか副代表） 
くらりかのホームページ：http://kurarika.net/ 
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１．埼玉県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）の支援（補助金支給等） 
 （２）伝統行事の継続（新年会、総会、講演会、見学会） 
 
 ２．他組織との連携 
 （１）くらりか埼玉県支部（補助金支給等） 
 （２）如水会埼玉県支部（合同例会・新三木会への参加、蔵前如水会埼玉県支部合同 
   講演会の開催等）（新三木会：毎月 第３木曜日に如水会館にて開催される講演会）  
    
 ３．母校への貢献    
   （１）くらりか埼玉県支部支援による間接的母校支援 
   （２）留学生支援（新年会への招待スピーチ・落合基金） 
   （３）母校学生の支部行事への参加案内（新年会・講演会開催案内の学内掲示） 
 
 ４．支部会員間交流 
   （１）新年会、講演会、見学会、懇親会（講演会後、総会後） 
   （２）地区の散策会・懇談会：相互に他地区行事参加 
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