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     蔵前工業会埼玉県支部 2017 年度第 5 回幹事会議事録 

 

日時：2018 年 3 月 24 日（土）17:30～19:30 

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 2 

出席予定者（１３名）：小田、安田、関谷、武笠、吉田、河面、利根川、菊池、平原、竹内、沼野、落合、

佐藤 

欠席予定者（３名）：舟田、石井、矢嶋 

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

      

１．3 月 3 日講演会の報告（武笠） 

日時：2018 年 3 月 3（土）13:30～16:30 

場所：ソニックシテイビル 8 階 806 会議室 

・講師：天貝佐登史氏（（株）モフィリア代表取締役社長、県東地区会員：S52 制御工学卒、S54 シ

ステム科学修） 

・演題：「最先端技術ベンチャーの挑戦 」 

・概要：ソニー勤務時代のロボット事業（犬型ロボット AIBO、二足歩行ロボット QRIO、踊るロボ

ット Rolly）及びベンチャー独立後の指静脈生体認証事業のご紹介 

    （社名 Mofiria の由来：Mobile oriented finger vein integrated authentication） 

会費：500 円 

懇親会：魚鮮水産（会費：3,000 円、支部補助 500 円／名） 

参加者：講演会 29 名（講師含む）（前日参加申込：東京支部 1 名、当日参加：東京支部 1 名）  

懇親会 21 名（講師含む）（前日参加申込：東京支部 1 名、当日参加：東京支部 1 名） 

⇒蔵前ジャーナル２０１８初夏号（投稿締切：４月１０日、発行：６月１日）に講演会報告記事を投

稿予定。 

２．2017 年度（H29 年度）埼玉県支部決算（安田）、固定資産（小田）、監査（平原、安田、舟田）、 

  各地区決算報告（各地区幹事）、同好会の支部支給金利用報告（同好会幹事） 

（１） 本部提出用埼玉県支部収支報告書（公益事業、共益事業、各地区・同好会補助金）（安田） 

（本部への会計報告期日：４月１０日） 

⇒席上配布資料にて 2017 年度埼玉県支部決算及び 2018 年度予算案が説明され承認。なお、

印刷代が高騰しており、講師への謝礼を含む印刷製本費の予算案を増額（9,000 円⇒40,000

円）する。 

 （２）固定資産（小田） 

＜別紙１参照＞ 

⇒別紙１記載の固定資産監査（監査予定日：４月５日）について説明された。 

（３） 会計監査（平原、安田、舟田） 

日時：４月５日（木）１０：３０ 

場所：浦和コミュニティセンター 

監査内容：2017 年度（H29 年度）埼玉県支部使用実績（領収書と帳簿確認） 

⇒平原監査から会計監査の概要が説明された。 
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（４）地区決算報告（地区担当幹事、安田） 

１）県央地区（竹内） 

⇒席上配布資料にて県央地区決算（当期残高 4,944 円）が報告された。 

２）県東地区（沼野） 

⇒後日安田会計担当幹事に報告予定（赤字は支部追加補助金にて補填され当期残高 0 円） 

３）県西地区（落合） 

⇒活動費使用せず（支部の活動の案内はメールのみ）次年度に繰り越す旨報告された。 

４）県南地区（佐藤） 

⇒活動費使用せず、次年度に繰り越す旨報告された。 

５）県北地区（矢嶋：欠席） 

⇒小田総務担当幹事から矢嶋幹事宛てメールにて安田会計担当幹事への決算報告依頼済み。 

（５）同好会の支部支給金利用報告（菊池、小田） 

  ・ゴルフ同好会（菊池） 

   ⇒席上配布資料にてゴルフ競技会（３回開催）の開催費の補助として埼玉県支部支援金（３

万円）を使用した旨報告された。なお、次年度への繰越額が△17,979 円となっているが、

黒字となるよう運営する旨報告された。 

  ・俳句同好会（菊池） 

休会中 

  ・囲碁同好会（小田） 

    平成２９年１1 月１８日（土）に開催された埼玉県支部囲碁同好会の大会の開催費の補助

として、埼玉県支部支援金（３万円）を使用 

 

３．2017 年度地区活動報告と 2018 年度地区活動計画（案）（地区担当幹事） 

（１）県央地区（竹内） 

１）2017 年度活動報告 

⇒席上配布資料にて、以下の通り報告された。 

 ＜電子メール送付会員の掘り起し＞ 

新年会案内時にＳ３０～Ｈ５卒会員（正・登録）１５０名に往復葉書を郵送し、４３名の回答あ

り（物故者２名及び転居者５名を蔵前本部へ通知）、内３１名を新規電子メール送付会員として

県央地区メルマガを配信中。   

 ＜講演会＞ 

  日時：２０１８年３月１８日（日） 

  会場：武蔵浦和コミュニティセンター 

  講師：星野紹英氏（Ｓ５５化卒） 

  演題：「震災地を歩く」の起承転結 

  講演会参加者：１５名（県央：７名、県東：４名、県南：１名、一般：３名） 

  懇親会参加者：８名 

２）2018 年度活動計画（案） 

  ⇒懇話会又は散策・見学会の開催について地区委員等と相談・計画予定。 



 3 / 12 

 

（２）県東地区（沼野） 

１）2017 年度活動報告 

 

２）2018 年度活動計画（案） 

例年と同じように、年４回程度の例会（うち３回は懇話会、１回は見学会または散策）を開催予定。

今後県東地区役員会で方針を決める予定。 

 

（３）県西地区（落合） 

１）2017 年度活動報告 

⇒業務多忙のため、活動できず。 

２）2018 年度活動計画（案） 

⇒４月頃に散策予定。 

（４）県南地区（佐藤） 

１）2017 年度活動報告 

⇒業務多忙のため、活動できず。 

２）2018 年度活動計画（案） 

例年と同様。新規計画なし。 

（５）県北地区（矢嶋：3/23 メール） 

１）2017 年度活動報告 

 年月日 時間 題 名 等 （内容） 話題提供者 備考 

第１回 
2017/6/24(土) 

13:30～ 

懇話会 
『もっとよく知る認知症と老化』 
場所：シーノ大宮生涯学習総合センター講座室１ 

冨士原 英明 

（S37 機械） 

参加者 

8 名 

第 2 回 
2017/9/10(土) 

13:30～ 

懇話会 
『最先端技術ベンチャーの挑戦』 
場所：シーノ大宮生涯学習総合センター講座室１ 

天貝 佐登史 

(S52制御 S54修
シス) 

参加者 

15 名 

第 3 回 
2017/11/30(木) 

13:45～ 

川越地区の見学会・散策 
川越駅集合；喜多院、川越城本丸御殿、蔵造り
の街散策（菓子屋横丁、時の鐘、薬師神社等） 

(計画、世話役) 

川名 英二 

（S44 土木） 

参加者 

7 名 

第 4 回 
2018/3/10(土) 

14:00～ 

懇話会 
『相続税の話』 
場所：シーノ大宮生涯学習総合センター講座室１ 

渡辺 丈樹 

(H5 機､H7 修機) 

参加者 

12 名 

 年 月   題      名 話題提供者 備考 

第１回 
2018/6 月 23 日
（土） 

懇話会 
詳細未定 
場所：シーノ大宮生涯学習総合センター 

冨士原 英明 

( S37 機械) 
予定 

第 2 回 2018/９～10 月頃 懇話会または散策、見学会 未定  

第 3 回 2018/11～12 月頃 懇話会または散策、見学会 未定  

第 4 回 2018/2～3月頃 
懇話会 
場所：シーノ大宮生涯学習総合センター 

未定  
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支部の行事に参加するのみで、県北地区独自の活動は行いませんでした。 

２）2018 年度活動計画（案） 

   地区会を復活させたいと考えています。 

 

４．2017 年度同好会活動報告と 2018 年度同好会活動計画（案）（菊池、小田） 

（１）ゴルフ同好会（菊池） 

１）2017 年度活動報告 

⇒席上配布資料にて、以下の通り報告された。 

 ２０１７年４月１４日（金）ノーザン錦が原ゴルフ場（参加者：１４名） 

 ２０１７年６月９日（金）大麻生ゴルフ場（参加者：１７名） 

２０１７年９月８日（金）吉見ゴルフ場（参加者：１８名） 

２０１７年１０月１３日（金）ノーザン錦が原ゴルフ場（雨天中止） 

２）2018 年度活動計画（案） 

＜役員＞ 

会長：菊池昭武、 

事務局：菊池昭武、石浜 傑 

 ＜日程＞ 

   ４月１３日（金） ノーザン錦が原ゴルフ場（予約済み：第１５０回記念大会としてスポー

ツタオル購入済）    

   ６月 ８日（金） 吉見ゴルフ場 

９月１４日（金） 大麻生ゴルフ場 

１０月１２日（金） ノーザン錦が原ゴルフ場   

（２）俳句同好会（菊池） 

       休会 

   ⇒５名以上の会員が集まれば復活予定 

（３）囲碁同好会（小田） 

 １）2017 年度活動報告 

  ・埼玉会館にて毎月第三土曜日に例会を開催（平均参加者：昨年度８名→本年度１３名） 

  ・11 月に総会（年間表彰、昇級・昇段）・大会・懇親会（忘年会）を開催 

  ・毎月第二・第四土曜日に数名の会員が如水会の囲碁同好会の例会（如水会館）に参加（囲碁交流）  

２）2018 年度活動計画（案） 

 ・2017 年度と同様 

 

５．2018 年度（H30 年度）埼玉県支部予算（案）（安田） 

 （１）予算（案）（安田） 

   ⇒議題２（１）に記載。 

 

６．2018 年総会・講演会・懇親会（小田、武笠、関谷、吉田） 

・日時：2018 年 5 月 19 日（土）13:15～14:30（受付 13:00 から） 
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・会場：大宮ソニックシティビル 9 階 902 会議室（定員：45 名） 

・総会・講演会・懇親会の開催案内 ＜別紙２～４参照＞ 

⇒３月３０日（金）まで講師が決まらなかった場合、講演会を未定とした開催案内に修正予定 

・蔵前ジャーナルへの投稿（投稿済み、4/1 発行予定） 

・地区会員へ案内状（葉書・電子メール）を送付（地区担当幹事） 

・来賓（東工大、蔵前本部、如水会（講演会のみ））へ開催案内通知（小田） 

・支部ホームページへ開催案内掲載（河面） 

 ⇒小田総務担当幹事が３月３０日（金）までの講演会の状況に応じて別紙２～４記載の開催案内

状を適宜修正し、幹事会ＭＬにて地区会員への案内状送付を各地区担当幹事に依頼し、如水会

への案内は、講演会の内容確定後に通知することとする。   

 

（１）総会（小田） 

時間：13:15～14:30 

司会：小田副支部長 

   ・舟田支部長の挨拶（PPT なし） 

・東工大来賓の挨拶（PPT なし）（新体制発足後に秘書室から出席予定者の連絡） 

・蔵前本部・竹内敬三理事（S47 化工）による蔵前工業会の活動状況報告（PPT 使用） 

・議題 

議長・書記選出（議長：舟田、書記：小田） 

１）2017 年度事業報告、決算報告、決算監査報告及び各報告の承認（小田、安田、平原） 

２）2018 年度活動方針報告、支部役員人事案の承認（舟田） 

３）2018 年度事業計画案と予算案の承認（小田、安田） 

（２）講演会（武笠） 

  時間：14:40～17:00（受付 14:20 から） 

講師候補：竹内敬三理事（S47 化工、芝浦工大教授、元鹿島石油社長、元新日本石油副社長） 

(3/20 本房事務局長ご提案⇒3/21 依頼） 

        その他候補（本房事務局長ご提案）：井戸清人理事（S48 数） 

トヨタのシンクタンクである㈱国際経済研究所副理事長(元日銀理事)  

会費：無料 

司会：武笠  

⇒企画担当幹事にて講演会の計画を立案し、竹内敬三理事が不可の場合、県西地区会員の片山一郎

氏（Ｓ４６博物理）の素粒子関連書物を監修された県東地区会員の冨土原元支部長に講演を依頼

し、可能であれば片山一郎氏に助言者として同席を依頼することとする（原田県東地区会員「叙

勲記念講演」については、７月でも準備不足とのこと）。 

（３）懇親会（関谷、吉田、武笠） 

時間：17:15～19:30 

会場：会議室の座席の配置移動 

食事：弁当（ＦＶイーストジャパン（株）ラウンジソニック？） 

  会費：2,000 円（蔵前カード名簿登録者・提示者：10％割引） 
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  （弁当は、昨年と同じ約 3,000 円程度 不足分は支部補助） 

⇒昨年度と同内容にて開催し、司会は吉田幹事が担当予定。 

７．2018 年度講演会の計画 （7 月以降の候補） （武笠、吉田、関谷） 

（１）東工大三島学長「学長退任記念講演」東工大の改革（推薦者：舟田、沼野） 

（２）原田県東地区会員「叙勲記念講演」トライポロジー（摩擦学） 

（３）実吉敬二氏（東工大発ベンチャー ITD Lab 株式会社代表取締役会長 CTO） 

スバル・アイサイトの開発、立体画像認識技術の開発（ステレオカメラ） 

⇒企画担当幹事にて講演会の計画を適宜立案することとする。 

 

８．埼玉県支部役員（幹事・委員）人事案（舟田：欠席、地区担当幹事） 

   ＜別紙５参照：2018 年度支部役員表（案）＞ 

⇒小田副支部長から別紙５の 2018 年度支部役員表（案）が説明され、地区委員の変更がある場合、

該当地区担当幹事は、総会までに小田総務担当幹事に連絡することとする。 

 

９．その他 

（１）くらりかの活動（利根川） 

⇒席上配布資料にて、埼玉県の「くらりか」活動推移が説明された（２０１６年度：１１１教室、

２３７３名参加、２０１７年度：１２１教室開催、２８４５名参加） 

（２）見学会の開催（関谷） 

⇒７月開催予定の次年度第１回幹事会にて秋の見学会開催場所を決定するため、幹事会ＭＬにて情

報交換することとする。 

 

１０. 次回幹事会（2018 年度第１回）の予定日（小田） 

 ・日時：7 月の土日（未定）、17:30～19:30  

・会場： シーノ大宮・生涯学習総合センター講座室 

・議題：新年度支部活動計画等 

以上 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜別紙１：固定資産＞      

                                  ２０１８年４月５日 

２０１７年度蔵前工業会埼玉県支部固定資産監査 

                             総務担当幹事 小田邦幸 

固定資産（備品）明細表 

No. 品名 製品名・形式名等 購入年月日 購入価額 保管者 備考 

１ 

パソコン パナソニック社製レ

ッツノート 

（CF-MX3JEKJR） 

2014.08.12 157,903 円 舟田支部

長 

特になし 

２ プロジェ BenQ 社製 MX522P 2014.08.12 38,000 円 同上 特になし 
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クター 

３ 支部旗 ― ― ― 小田幹事 蔵前本部支給 

４ 日章旗 ― ― ― 同上 蔵前本部支給 

５ 支部印鑑 ― ― ― 安田幹事 支部通帳用印鑑 

監査日：２０１８年４月５日 

監査人：平原照晏監事  印 

 

参考資料：監査対象外固定資産（消耗品）明細表 

No. 品名 保管者 備考 

１ 
プロジェクター用リモコンポイン

ター、電源コード、収納バッグ 
舟田支部長 特になし 

２ 新年会用胸名札 小田幹事 蔵前本部型（未使用０枚） 

３ 来賓用リボン胸章 小田幹事 大（１０） 

４ 卓上用国旗立て 小田幹事 国旗立て（１） 

５ 卓上用国旗 小田幹事 

国旗（９ヶ国：日本、中国、タイ、マレー

シア、インドネシア、ベトナム、ロシア、

スリランカ、ブラジル） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜別紙２：メール用総会等開催案内＞                        

  2018 年 4 月吉日 

蔵前工業会埼玉県支部会員各位 

2018 年埼玉県支部総会・講演会のご案内（案） 

                蔵前工業会埼玉県支部長 

 舟田 饒 

拝啓  

陽春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

平素は埼玉県支部の活動にご協力いただきまして、厚く御礼申し上げます。 

さて、2018 年埼玉県支部総会及び講演会を下記の通り開催することになりましたので、謹んでご

案内申し上げます。本年は、母校から○○副学長、蔵前本部から竹内敬三理事（S47 化工）にご臨

席を賜りまして、母校の近況及び蔵前工業会の活動状況についてご紹介頂くことになっております。

また、総会に引き続きまして、○○氏から、「・・・（仮題）」と題してご講演を賜ることになっ

ております。 

 

つきましては、万障お繰り合せの上ご出席を賜りたく宜しくお願い申上げます。また、講演会終

了後に同じ会場で開催される懇親会にも是非ご出席下さい。なお、講演会へは、会員以外の一般の
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方も参加できますので、皆様の知人・友人の方々にもご紹介頂ければ幸甚です。 

                                     敬具 

記 

日時：2018 年 5 月 19 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 9 階 902 会議室（JR 大宮駅西口から徒歩約 5 分） 

（会場へのアクセス：http://www.sonic-city.or.jp/） 

１） 総 会：13:15～14:30 

 ・舟田支部長の挨拶 

・東工大・○○副学長の挨拶 

  ・蔵前本部・竹内敬三理事（S47 化工）による蔵前工業会の活動状況報告 

・議長と書記選任 

  ・議題 

（１）2017 年度事業報告、決算報告、決算監査報告及び各報告の承認（小田、安田、菊池） 

（２）2018 年度活動方針報告、支部役員人事案の承認（舟田） 

（３）2018 年度事業計画案と予算案の承認（小田、安田） 

２）講演会：14:40～17:00（受付 14：20 から） 

講師：○○氏 

演題：「・・・・」 

内容：別紙参照 

会費：無料 

３）懇親会：17:15～19:30（同じ会場） 

   会費：2,000 円／名（当日支払） 

蔵前カード加入者は、1，800 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（支部の蔵前カード名簿登録者は提示不要）。 

４）参加申し込み方法 

 氏名・卒年科と参加区分（総会、講演会、懇親会）を明記の上、2018 年 4 月 30 日（月）までに 

本メールに返信してお申し込みください。 

なお、講演会へは一般の方も参加できますので、皆様の知人・友人で参加を希望される方がおられ

ましたら、氏名、職業、勤務先及びメールアドレスを併せてご連絡下さい。 

以上 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜別紙３：葉書用総会等開催案内＞ 

2018 年 4 月吉日 

蔵前工業会埼玉県支部会員各位                             

2018 年埼玉県支部総会・講演会のご案内（案） 

埼玉県支部長 舟田 饒 

 

前略 日頃は埼玉県支部の活動にご協力いただきましてありがとうございます。さて、2018 年埼玉県

支部総会と講演会を下記のとおり開催しますので、万障お繰り合せの上ご出席を賜りたく宜しくお願い

http://www.sonic-city.or.jp/
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申上げます。また、講演会の後に同じ会場で開催される懇親会へもご出席下さい。なお、講演会へは会

員以外の一般の方も参加できます。 

             記 

開催日：2018 年 5 月 19 日（土）  

会場：ソニックシティ 9 階 902 会議室（JR 大宮駅西口から徒歩約 5 分） 

総会：13:15～14:30（受付 13：00 から） 

  ・東工大と蔵前工業会の近況・活動状況報告（東工大：○○副学長、蔵前本部：竹内敬三理事） 

  ・2017 年度事業・決算報告、2018 年度支部役員選任、2018 年度事業計画・予算案 

講演会：14:40～17:00（総会と同会場、受付 14：20 から） 

講師：○○氏 

演題：「・・・・」 

    会費：無料 

懇親会：17:15～19:30（総会と同会場） 

会費：2,000 円（当日支払、蔵前カード提示者 10%割引）  

申込方法：4/30（月）までに氏名・卒年科と参加区分（総会、講演会、懇親会）（及び講演会に参加希

望の一般の方の氏名、職業及び勤務先）を明記して、以下の地区担当幹事までお申込みくだ

さい。 

幹事：○○○○（Email：      TEL/FAX：     ） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜別紙４：支部ＨＰ用総会等開催案内＞           

                  2018 年 4 月吉日 

蔵前工業会埼玉県支部会員各位 

2018 年埼玉県支部総会・講演会のご案内（案） 

                蔵前工業会埼玉県支部長 

 舟田 饒 

拝啓  

陽春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

平素は埼玉県支部の活動にご協力いただきまして、厚く御礼申し上げます。 

さて、2018 年埼玉県支部総会及び講演会を下記の通り開催することになりましたので、謹んでご

案内申し上げます。本年は、母校から○○副学長、蔵前本部から竹内敬三理事（S47 化工）にご臨

席を賜りまして、母校の近況及び蔵前工業会の活動状況についてご紹介頂くことになっております。

また、総会に引き続きまして、○○氏から、「・・・」と題してご講演を賜ることになっておりま

す。 

 

つきましては、万障お繰り合せの上ご出席を賜りたく宜しくお願い申上げます。また、講演会終

了後に同じ会場で開催される懇親会にも是非ご出席下さい。なお、講演会へは、会員以外の一般の

方も参加できますので、皆様の知人・友人の方々にもご紹介頂ければ幸甚です。 

                                     敬具 
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記 

日時：2018 年 5 月 19 日 13:15～17:00（受付 13:00 から） 

会場：大宮ソニックシティビル 9 階 902 会議室（JR 大宮駅西口から徒歩約 5 分） 

（会場へのアクセス：http://www.sonic-city.or.jp/） 

１） 総 会：13:15～14:30 

 ・舟田支部長の挨拶 

・東工大・○○副学長の挨拶 

   ・蔵前本部・竹内敬三理事による蔵前工業会の活動状況報告 

・議長と書記選任 

   ・議題 

（１）2017 年度事業報告、決算報告、決算監査報告及び各報告の承認 

（２）2018 年度活動方針報告、支部役員人事案の承認 

（３）2018 年度事業計画案と予算案の承認 

２）講演会：14:40～17:00（受付 14：20 から） 

講師：○○氏 

演題：「・・・・」 

会費：無料 

３）懇親会：17:15～19:30（同じ会場） 

  会費：2,000 円／名（当日支払） 

蔵前カード加入者は、1，800 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（支部の蔵前カード名簿登録者は提示不要）。 

４）参加申し込み方法 

 ＜支部会員（総会、講演会、懇親会）＞ 

氏名・卒年科と参加区分(総会、講演会、懇親会)を明記の上、2018 年 4 月 30 日（月）までに 

電子メールにて以下の宛先にお申し込みください。 

埼玉県支部事務局：info@kuramae-saitama.versus.jp 

＜一般の方（講演会）＞ 

氏名、職業及び勤務先を明記の上、2018 年 4 月 30 日（月）までに電子メールにて以下の宛先

に 

お申し込みください。 

       埼玉県支部事務局：info@kuramae-saitama.versus.jp 

以上 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜別紙５：2018 年度埼玉県支部役員構成表（案）＞ 

＜任期＞支部長・副支部長：２年、幹事・監事：３年、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 

全 域 支部長 舟田 饒 S46 修電 継続 

 副支部長 小田 邦幸 S49 修化 継続 

http://www.sonic-city.or.jp/
mailto:info@kuramae-saitama.versus.jp
mailto:info@kuramae-saitama.versus.jp
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 総務担当幹事 （小田 邦幸）  継続 

 会計担当幹事 安田 健一郎 S56 経工 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 

 企画担当幹事 吉田 明男   S43 応化 新任（前特命担当幹事（企画

担当）） 

 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 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 継続（同好会担当） 

 監事 平原 照晏 S41 修化工 継続 

 代議員選挙管理委員 （菊池 昭武）  継続 

県 央 県央担当幹事 竹内 和久 S43 制御 継続 

 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 継続 

 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）  継続 

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 
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 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 

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 退任（予定） 

 委員 高木 英匡 S33 機 継続 

 委員 芳賀 暢 S36 修原 退任（予定） 

 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 

継続 

 委員 （利根川 宏）  継続 

 

＜県央：竹内＞ 

＜県東：沼野＞ 

県東地区の委員は全員継続（留任）で進めています。 

＜県西：落合＞ 

＜県南：佐藤＞ 

＜県北：矢嶋：3/23 メール＞ 

下記委員については、老齢のための体調不良で活動に耐えない旨連絡をいただいておりますので、 

敬意をもってご退任いただこうと存じます。宜しくお願い致します。 

         記 

芳賀 暢 委員 

原田 賢 委員 

 


