資料 28-2-1
平成 28 年度第 1 回鏡ヶ池会役員会議事録
日

時：平成 28 年 4 月 22 日（金） 18:10～19:30

場

所：名古屋大学東山キャンパス

工学研究科 8 号館 210 号室（社会基盤工学専攻大会議室）

出席者：寺島会長，深谷(東京支部長 今枝代理)，浜嶋(関西支部長)，清水(しゃち担当)，吉川(会
計)，戸田(教員幹事)，趙(留学生)，水野(1 期)，南川(3 期)，大澤(4 期)，遠山(5 期)，谷(6 期)，鈴
木(11 期 伊藤代理)，水野(12 期)，田中(13 期)，磯部(14 期)，森川(16 期 大東代理)，水谷(19 期)，
伊東(20 期)，後藤(21 期)，加藤(22 期)，野田(25 期)，鈴木(26 期)，加藤(28 期)，川崎(29 期)，萩野
(30 期)，石川(31 期)，水野(32 期)，三輪(34 期・幹事長)，田代(35 期・副幹事長)，中井(36 期・会
計)，山本(38 期・しゃち担当)，中村(39 期・会計)，二井内(41 期)，奥岡(44 期・名簿)，後藤(46
期・名簿・女子)，坂(50 期)，工藤(51 期・学生会会長)，福和(51 期)，石黒(52 期)，鈴木(52 期)，
中川(4 年)，根橋(4 年) 出席者数 43 名
■役員会に先立ち，会長・幹事長からの挨拶および幹事自己紹介（資料 28-1-0）があった．

報

告

1.

平成 27 年会計報告（資料 28-1-2）

（中井）

・平成 27 年度の会計報告があった．
・収入は 500 万円程度であった．
・学生支援関係の土木系運動会を含めた費用が 15 万円から 20 万円に増額された．
・消耗品にアカデミックガウンクリーニング代が追加された．
・国家公務員試験対策に取り組んでいるため，国家公務員対策費の支出があった．

2.

会費納入状況（資料 28-1-3）

（中井）

・会費の納入状況の報告があった．
・今年度より第 2 期までの会員がプレミアム会員となった．
・納入率は 49.7%であった．
・第三期も 28 年度よりプレミアム会員となる．

3.

後援基金報告（資料 28-1-4）

（加藤）

・後援基金のルールに関する説明があった．

4.

支部活動報告
1）東京支部（資料 28-1-5）

（今枝

代理：深谷）

・役員会，幹事会，支部総会の開催予定の説明があった．
・支部総会を 11 月 18 日に実施予定．繰越金目減りのため，会費を 5,000 円から 6,000 円に値

上げした．
・平成 27 年度の会計報告および 28 年度の計画が説明された．
2）関西支部（資料 28-1-6）

（浜嶋）

・関西支部大会，関西銀シャチ会，全学同窓会関西支部幹事会など平成 27 年度後半の活動報
告がなされた．
・平成 28 年度の活動計画が説明された．
・全学同窓会関西支部総会(5/14)では，天野浩教授の講演が予定されており．16 名の参加応
募がある．
・27 年度の会計報告があった．

5.

教室近況報告（資料 28-1-7）

（戸田）

・林良嗣教授が退職され，中部大学の教授に．
・伊藤義人教授が岐阜高等専門学校の校長となり，名古屋大学の客員教授となった．
・持続的共発展教育研究センターに富田孝史教授が，水工学講座に椿涼太准教授が，減災連
携研究センターに平山修久准教授が着任した．
・来年度 4 月から工学研究科の組織改編がある．学科が 5 から 7 に増え，社会基盤工学専攻
から，土木工学専攻に変更される．詳細は夏ごろに HP に掲載される．

6.

学生会活動報告（資料 28-1-8）

（工藤）

・平成 27 年度の活動として土木展，土木懇親会，ソフトボール大会，土木系運動会，卒業記
念パーティー，卒業アルバム制作についての報告があった．
・土木展においてコンクリート人形作成などを実施しており，子供たちに人気を博している．
・3 年ぶりに土木懇親会が行われ，124 名の参加があり大変好評であった．
・卒業アルバムの制作を行い，卒業生が 500 円/冊で購入し，人気を博した．
・来年度の活動予定の説明があった．
・繰越金が 5 万円ほどあるため，予算請求を 10 万円とする報告があり，承認を得た．

7.

女子の会活動報告（資料 28-1-9）

（後藤）

・第 2 回土木女子の会について活動報告があった．
・卒業記念パーティーでの写真撮影の報告があった．
・平成 27 年度の会計報告があった．

8.

留学生関連活動報告（資料 28-1-10）

（趙）

・Alumni Newsletter Issue No.4 の発刊に関する説明があった．5 月中に発送予定．また，Alumni
Newsletter Issue No.5 を 8 月中旬に送付予定としている．
・これまで通り，Tea chat party およびウェルカムパーティーが開催されることが報告された．

9.

土木事業談話会・就職面接マナーセミナーの実施報告（資料 28-1-11）

（三輪）

・平成 27 年度土木事業に関する談話会の実施結果について報告された．懇親会では学生と卒

業生で活発な意見交換があり盛況であった．
・平成 27 年度就職面接マナーセミナーについて報告がなされた．就職活動の期間が変更され
たため，例年と異なる開催時期となった．64 名の参加があった．

10. 名大土木卒業生による講演会（資料 28-1-12）

（中村友）

・初めての試みであったが，学部 2 年生から修士 2 年までの 170 名の参加があり，学生から
の質問も多く，大盛況であった．
11. 国家公務員試験対策の報告（資料 28-1-13）

（判治

代理：三輪）

・近年，国家公務員試験対策に教室全体で取り組んでおり，去年の合格実績は一昨年の合格
実績を大きく上回ったとの報告があった．
・鏡ヶ池会より，懇親会や教材購入費を支援していただいたとの報告があった．
12. 同窓会管理システムについて

（三輪）

・前回の役員会にて．Web システム構築が承認されたが，セキュリティ対策が不安であるな
どの意見があったため，一旦中止されることが決定されたとの報告があった．
・今後 1,2 年は現在と同様の CD を用いた方針を採用するとの報告があった．
13. その他
・「しゃち No.57」の誤植と再配布について
・しゃち No.57 において，印刷データ作成時の作業ミスにより，同一ページが 2 ペー
ジ存在し一部投稿が欠落していた．そのため，今後は内部でも確認をした後に発送するなど
の再発防止策に努めるとの報告があった．
・同期会等報告
・積極的な開催のお願いがあった．
・全学同窓会
・特になし．
・ホームカミングデイ：10/15(土)

議

事

1.

役員・幹事の変更（資料 28-1-0）

（三輪）

・支部担当（東京）が今枝靖典氏に変更になった．
・教員幹事が戸田祐嗣教授に変更となった．
・学生会会長に工藤佳祐氏が就任した．
・50 期幹事が坂匠となった．
・52 期幹事が石黒裕崇さん，鈴木彩華さんに変更となった．
・4 年幹事として中川晃太さん，根橋宙加さんを迎えた．

2.

平成 27 年度第 2 回鏡ヶ池会役員会議事録の確認（資料 28-1-1）

（三輪）

・平成 27 年度第 2 回鏡ヶ池会役員会議事録が承認された．

3.

「会員名簿 No.52」編集方針（資料 28-1-14）

（奥岡）

・「会員名簿」No.51 編集作業の総括と No.52 の編集方針が報告された．

4.

「しゃち」No.57 編集方針（資料 28-1-15）

（山本佳）

・特集 林良嗣先生退職記念が組まれるとの報告があった．

5.

「銀しゃち」について

（三輪）

・現在の投稿状況などについて報告があった．
・7 月中に No.5 を発行予定である．
・No.5 以降の継続については，現在不透明である．
・幹事の方々に対し，寄稿を促すよう呼びかけをしてほしいとの依頼があった．

6.

サーバの管理について（資料 28-1-16）

（酒井

代理：中村友）

・鏡が池会のサーバ管理について報告があった．
・サーバ維持管理費用の支出について承認された．

7.

事務用 PC 等の購入について（資料 28-1-17）

（奥岡）

・現在使用している鏡ヶ池会用の事務機器が，古くなっているため，新規購入のための予算
請求があり，承認された．

8.

第 26 回総会について（資料 28-1-18）

（三輪）

・第 26 回総会の議案について説明がなされた．
・第 26 回総会の日程が平成 27 年 7 月 8 日の予定であると発表された．
・平成 27 年度の会計決算報告を再度確認した．

9.

その他
・伊藤義人 11 期幹事の提案により，来年度より鏡ヶ池会役員会の後に懇親会を開催すること
となった．
・同窓会名簿が不要であるという人がいるが，内規により全員に発送することとなっている．
その対応については，検討中である．
以上

