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    蔵前工業会埼玉県支部 2018 年度第 1 回幹事会議事録 

 

日時：2018年 7月 29日（日）17:30～19:25 

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（14名）：舟田、小田、安田、関谷、武笠、吉田、河面、菊池、平原、竹内、沼野、落合、

佐藤、矢嶋 

欠席者（2 名）利根川、石井 

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

 

１．活動報告及び 2018 年度事業計画 

（１）2018年度埼玉県支部目標の確認（舟田） 

＜添付資料参照＞ 

埼玉県支部総会 議案第２号：（１）：2018 年度埼玉県支部活動方針報告（舟田支部長） 

    ⇒今年度の支部活動方針を確認。 

（２）総務（小田）  

  １）2018年総会の報告と改善点 

   ・日時：2018年 5月 19日（土）13:15～14:30 

・場所：大宮ソニックシティビル 9F 902 会議室 

   ・出席者：33名（支部会員 31名、来賓 2名） 

   ・来賓：水本哲弥東工大理事・副学長、竹内敬三蔵前工業会理事（現業務執行理事） 

   ・総会：以下の 3議案が審議され、原案通り承認・決議された。 

議案第１号（報告事項）：2017年度埼玉県支部事業報告、決算報告及び監査報告 

議案第２号（報告事項、決議事項）： 2018年度埼玉県支部活動方針報告、役員人事（案） 

議案第３号（決議事項）：2018年度埼玉県支部事業計画（案）及び予算計画（案） 

＜主な役員の人事異動＞ 

吉田明男特命担当幹事（企画担当）⇒企画担当幹事 

   ・総会の報告：本房蔵前工業会事務局長へ議事録送付、支部ホームページへ掲載（河面）、 

蔵前ジャーナル 2018 盛夏号（発行日：8/1）へ投稿  

   ⇒上記の通り報告。 

  ２）2019年新年会 

・日程：2019 年 1月 27日（日）（仮予約済み） 

・時間：12:00～15:00（受付 11:30～） 

    ・概要：第 2回幹事会（9/24）にて協議予定 

３）2019年総会 

 会場予約抽選日：2018年 11月 1日（木）9:00am（大宮ソニックシティビル 5F） 

  予約抽選参加予定者：第 2回幹事会（9/24）にて協議予定 

⇒来年の母校のホームカミングディが5月25日（土）に開催予定とのことから（吉田幹事）、

来年の総会開催候補日は、2019 年 5月 18日（土）となった。 
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（３）企画（関谷・武笠・吉田・石井） 

  １）2018年総会後の講演会及び懇親会の報告と改善点 

＜講演会＞ 

・講師：竹内敬三氏（蔵前本部理事、S47 化工、芝浦工大教授、E&E リサーチ（株）代

表取締役社長、元 JX 日鉱日石エネルギー（株）副社長、元鹿島石油（株）代表

取締役社長） 

・演題：「怖い！？ 地球温暖化」 

・参加者：34名(支部会員 25名、来賓 2名、如水会埼玉県支部会員 7名） 

⇒蔵前本部理事が講演されたことから、蔵前ジャーナル 2018 盛夏号（発行日：8/1）へ

の投稿記事は、蔵前本部で作成する旨報告（写真は、吉田幹事から提供）。 

＜懇親会＞ 

 ・会場：総会・講演会と同会場 

・参加者：22名(支部会員 20名、来賓 2名）（講師は都合が悪く欠席） 

⇒来年の懇親会の開催場所等については、他の幹事からの意見も参考にして決定する予

定。 

２）2018年度講演会・見学会の年次計画 

   （i）2018 年 9月 1日（土）13:30～16:00（受付 13:15 から） 

講師：関誠夫氏（前蔵前工業会業務執行理事、S43 生産機械卒、S45同修士卒） 

  演題：「東工大 50周年を迎えての振り返り；総合エンジニアリング業の経験と大学 

との関わりからお話ししておきたいこと」 

会場：ソニックシティビル 7階 706会議室 

会費：500円 

懇親会：大宮駅西口「海鮮水産」（会費：3,000 円） 

    ⇒支部から 5,00円の補助が支給される旨報告。 

（ii）講演会及び見学会の検討会 

（武笠幹事から幹事会 ML 宛てメールにて報告済み：2018.06.07） 

日時・場所：2018 年 6 月 6 日（水）10：00～12：00 ソニックシティビル１F「ラウ

ンジソニック」 

参加者(４名)：舟田支部長、関谷幹事、吉田幹事、武笠幹事 

＜打合せ結果(概要)＞ 

・講演会・見学会の年間開催月について 

毎年度の奇数月を、総会を含み講演会および見学会の開催月とし、各年度の基本

計画を立案する。 

・2018年度の講演会及び見学会の開催計画（案）について 

５月（講演会）講師：竹内敬三現蔵前工業会業務執行理事（演題：「怖い！？地

球温暖化」）⇒5月 19日（土）に総会後講演会として実施済  

７月（講演会）講師：関誠夫前蔵前工業会業務執行理事 ※できるだけ早い時期

に依頼する（担当：武笠）⇒9 月 1日（土）に開催予定 
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９月（講演会）講師：実吉敬二 IDTLab.(株)会長(前東工大准教授)「自動制御」

（担当：吉田） 

１１月（見学会）「鉄道総合技術研究所」（OB 川名氏紹介）※電車現地集合検討

（担当：関谷）⇒後述 

１月 (新年会) 

３月 ※講師候補とし２名の方と交渉予定（担当：武笠） 

      元京大助教小出裕章氏「原発」または科学博物館篠田謙一室長「人類学」 

・次年度以降の特別講演会の検討：来年度の総会・講演会の講師は前三島学長で進める

（担当：舟田）。蔵前と如水会の埼玉県支部の合同講演会は来年度開催とし、如水会

と協議していく。 

＜舟田支部長の幹事会 ML 宛てメール（2018.06.09）＞ 

 本日蔵前工業会の総会に出席しました。懇親会の席上で三島前学長、関前理事にお会

いし、講演会講師のお願いをしました。 

 関前業務執行理事：内諾を得ました。至急日程の決定及びテーマの選定をお願いしま

す。関さんには現役時代の話を半分、蔵前工業会理事としてのご苦労話を

半分していただけませんかとお願いしました。特に苦労（裏）話は本人は

満更ではない様な雰囲気でした。 

 三島前学長 来年 5月総会でのご後援をお願いいたしました。日程をお知らせいただ

ければ引き受けますとの回答を得ました。（本房さんと一緒のときにお

願いしました。）来年の総会日程を早急に決めお知らせすれば講師を引

き受けていただけると思います。本房さんにお願いして三島前学長のコ

ンタクト先（メールアドレス）を確認して下さい。 

 上田リベラルアーツセンター長（文化人類学）：関さん経由でお願いすれば引き受け

てもらえる可能性あり。 

 久間蔵前工業会業務執行理事（元三菱電機副社長、元内閣府総合科学技術会議議員、

現農研機構理事長、S47電子 49修電物 52博）：お願いすれば講師可能

（小田さんと同期？）⇒小田：本年４月１日付けで農研機構の理事長に

就任し、超多忙のスケジュールのため不可。 

＜武笠幹事の幹事会 ML 宛てメール（2018.06.09）＞ 

関前業務執行理事：講演会依頼のメールを早急に発信します。また来年の総会・講演会

も三島前学長の講演があれば、盛り上がるかと思います。 

久間業務執行理事：講演時期については、実吉前准教授の対応結果にて９月の講演会を

対象に、吉田さんと相談し検討したいと思います。 

小出京大元助教、今中哲二、篠田謙一：昨日（６/８）の蔵前ゴルフ会で原子力専門の

横堀さんに相談したところ、小出京大元助教(長野県在住)の熊取６人衆

に東工大 OB の人がおり、その人の方が講演依頼実現の可能性が高い

のではとの助言をいただきました。ネット等で調べますと修士を在籍の

「今中哲二」さんのようです。わたしの興味では科学博物館の篠田謙一
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さんが第一候補ですが、小出さんに加え今中さんも視野に入れて検討し

たいと思います。 

⇒７月に予定していた関氏の講演会が９月に延期されたこと、９月の講演会候補者である

実吉氏とコンタクトが取れていないこと、及び３月の講演会候補者とのコンタクトが開

始されていないことから、実吉氏を訪問して意向を確認することとなった（訪問予定者：

舟田支部長、吉田幹事）。 

 

（iii）11月見学会の予定（関谷） 

・見学候補先：公益財団法人鉄道総合技術研究所（国立研究所） 

・所在地：東京都国分寺市光町二丁目 8番地 38 

・交通機関：9：40 国立駅（北口）集合（9：45出発 9：52研究所到着（徒歩７分）） 

・見学施設：研究所お勧めの施設の見学を要望 

・研究所見学側の窓口：総務部広報課 

・開催予定日：11 月 15日（木） 

・参加費：無料 

・見学会終了後現地解散 

・昼食：希望者による昼食＆懇親 

＜今後の予定＞ 

 ８月     案内コース確認 

 １０月１０日 案内を発出 

 １０月３０日 募集締め切り 

     １１月 ５日 参加者名簿を見学先に提出 

⇒見学内容については川名氏と情報交換を行うこととし、開催案内については、発出を

早めることになった。 

 

（４）５地区（竹内・沼野・落合・佐藤・矢嶋） 

１）県央（竹内） 

⇒近隣散策を１０月下旬～１１月初旬に開催し、懇話会を１～２回程度開催予定。 

２）県東（沼野） 

2018年度県東地区の計画については、従来からの基本方針に準じて、年間で 4回程度の例会

（行事）を開催する。おおむね、懇話会 3 回、見学会または散策等１回を目途に行い、時期は、

支部行事との重複を極力避ける。 

 月日 時間 題      名 話題提供者 備考 

第１回 
H30/6/23(土) 

13:30～ 

懇話会 
『もっとよく知るウィルス感染症』 
場所：シーノ大宮生涯学習総合センター講座室１ 

冨士原英明氏 

( S37 機械) 

参加者 

7 名 

第 2回 H30/10月頃 

散策、見学会（次の２案を検討） 
(1) 造幣局埼玉支局＋氷川参道から氷

川神社の散策 

(2) 首都圏外郭放水路と野田の醤油工

予定  
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場 

第 3回 H30/12月頃 
懇話会 
場所：シーノ大宮生涯学習総合センター 

未定  

第 4回 H31/2月頃 
懇話会 
場所：シーノ大宮生涯学習総合センター 

未定  

2019 年度

第 1回 

2019 年 6 月
頃 

懇話会 未定  

⇒上記の通り開催予定。年々参加者が減少し、高齢化も大きな課題。 

３）県西（落合） 

⇒懇話会の開催予定はないが、秋～冬に散策を開催予定。 

４）県南（佐藤） 

⇒役員会を６月に開催する予定であったが参加予定者が２名（佐藤幹事、地区委員１名）

とのことで見送り。如水会の新三木会への参加希望者はあるが支部活動への参加者が少

ないことが大きな課題。 

５）県北（矢嶋） 

⇒８月に役員会を開催し、秋以降の活動計画（散策等）を協議する予定。 

 

（５）支部ホームページ（河面） 

＜沼野幹事の幹事会 ML 宛てメール（2018.07.22）＞ 

総会のとき指摘があった、５地区の内容が、ここ数年更新されていないのことですが、先日

の県東地区役員会で議論されました。そのときの資料「'180730 県東地区活動実績 HP 用

(案).pdf」の中に、参加者全員の名前、卒年科が記載されてあり、以下の意見が出て、支部幹

事会で議論して頂くこととなりました。 

 ①個人情報にかかわるので省略した方が良いのではないか？ 

 ②個人名があった方が親しみが沸き新たな方の掘り起こしに良いのでは？ 

  ③パスワード付きにしたら？ 

 ⇒（小田）蔵前ジャーナル及び支部ＨＰへの新年会、講演会等の支部活動報告記事には、講演

者等の氏名と卒年科が記載されている（蔵前ジャーナル：氏名と卒年科は必須との

こと）。支部会員の参加者については人数のみ。 

 ⇒県東地区での活動参加者については、人数のみ掲載することになった。 

（６）くらりか（利根川：欠席） 

（７）俳句・ゴルフ・囲碁同好会（菊池・小田） 

１）俳句同好会（菊池）：休会中 

２）ゴルフ同好会（菊池） 

埼玉県内ゴルフ場で年４回（4 月、6 月、9 月、10 月）開催予定 

第 1 回（150 回記念大会）4 月 13 日（金）ノーザン錦が原ゴルフ場（参加者：13 名） 

第 2 回 6 月 8 日（金）吉見ゴルフ場（参加者：11 名） 

第 3 回 9 月 14 日（金） 大麻生ゴルフ場 
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第 4 回 10 月 12 日（金）ノーザン錦が原ゴルフ場 

 ３）囲碁同好会（小田） 

  埼玉会館にて毎月第三土曜日に例会を開催予定 

２．予算・会計 

（１）会計運用方法の改善策（安田） 

⇒特になし。 

（２）2018年度分の支部補助金支給（安田） 

⇒欠席者（２名）については、後日支給。 

 

３．その他報告等 

（１）蔵前本部定時総会（6/7）出席報告（舟田） 

   埼玉県支部から出席した代議員：舟田支部長、佐藤県南担当幹事、 

大石前県央担当幹事（小田副支部長：欠席） 

⇒埼玉支部の活動については評価されている。総会時に三島前学長及び関前業務執行理事に埼

玉県支部での講演会を依頼し承諾を得た。 

（２）その他 

⇒＜会友候補者＞支部活動の発展に貢献された菊池幹事と平原幹事（前支部長）を会友候補者

として推薦することとし、現役の幹事であることが会友選出基準の問題にならないことを念

のため本部に確認する予定。 

 

＜参考資料＞ 

一般社団法人 蔵前工業会 会友選出基準 

（目的） 

第１条  長年蔵前工業会の活動に携わり、多大な労力や高度の識見・経験等を傾注し、蔵前工業

会の発展に貢献された会員の方々に、その功績を称え、蔵前工業会会友の名称を贈り、本会

の発展の為に大所高所からの貢献を期待するものである。 

 

（選出方法） 

第２条  理事長の指名する理事若干名により、第３条の推薦条件を満たした推薦者名簿から会友

称号贈呈者の推奨者を若干名選定し、理事会に提案する。理事長は理事会の承認を得て会友

を委嘱する。 

 

（推薦条件） 

第３条 満６５歳以上で下記の推薦条件のいずれかに該当すること。 

 １．蔵前工業会の役員として通算４年以上在任し、部会運営委員や東工大関係団体、学科・専攻

同窓会等の役職と合算して８年以上歴任（同時期の複数役職は合算せず）し、退任された会

員で、在任中の業績が顕著であると理事長が推薦した会員 

２. 支部役員等として長年積極的に活動し顕著な功績を挙げて退任された会員で、支部長から理
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事長宛に推薦された会員名簿から理事長が推薦した会員 

 ３. 下記に該当する方で、理事長が推薦する会員。 

（１）東京工業大学関連組織の活動において顕著な功績を上げられた会員 

（２）蔵前工業会会員の関係する組織の活動において顕著な功績を上げられた会員   

（３）東京工業大学や蔵前工業会に一時的、継続的に多大な財政的支援を行った会員 

 

（改廃） 

第４条  本基準の改廃は、総務・経営企画部会の決議による。 

 

４．次回幹事会の日程（小田） 

  ・開催日時：9月 24日（月、祝祭日） 17:30～19:30 

・場所： シーノ大宮講座室 1 

・議題：講演会、見学会、新年会等（予定）                                    

 以上 

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

＜添付資料＞  

埼玉県支部総会 議案第２号：（１）：2018 年度埼玉県支部活動方針報告（舟田支部長） 

 

 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（新年会、総会、講演会、見学会）の開催 

 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）留学生・サークル活動支援（新年会：招待スピーチ、落合基金、募金） 

   （２）母校学生への支部行事案内（講演会開催案内：学内掲示、東工大オンライン

コミュニティメールマガジン掲載） 

 ４．支部会員の交流・親睦 

   （１）支部主催新年会、講演会、見学会、懇親会への参加 

   （２）地区主催散策会、懇談会への参加（他地区会員へも開催案内） 


