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平成２７年度米子高専同窓会総会

平成２７年６月２７日(土)

１６時～１９時５０分

米子全日空ホテル

次  第

総会１６時～１６時４５分

１．開 会

２．会長あいさつ

３．来賓紹介と祝辞

４．成立宣言

５．議長選出

６．第一号議案 平成２６年度事業報告決算報告および監査報告    

７．第二号議案 平成２７年度事業計画（案）および予算（案）

８．第三号議案 役員選出

９．第四号議案 その他

１０．議長解任    

１１．閉 会

連絡事項／集合写真撮影 １６時４５分～１７時００分

講演会 １７時００分～１８時００分

      鳥取県西部総合事務所  山根所長

    米子高専       齊藤校長

会場移動  １８時００分～１８時１０分

総会懇親会 １８時１０分～１９時５０分

１．懇親会挨拶

２．来賓祝辞  

３．乾 杯

４．歓 談

５．自己紹介(学科別)  

６．校歌斉唱

７．中締め

８．閉 会

＊２次会会場へ移動
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平成２５・２６年度役員

役職 氏名 卒年 学科名

名誉会長 齊藤正美 米子高専校長

会長(理事) 矢末誠 昭 49 工業化学科

副会長(理事) 盤指一詩 昭 50 建築学科

副会長(理事) 大上正雄 昭 50 建築学科

副会長(関西支部長) 塚田哲也 昭 47 電気工学科

副会長(中部支部長) 内田五郎 昭 45 機械工学科

理事 三嶋雄司 昭 56 機械工学科

理事 田宮大悟 平５ 機械工学科

理事 笠木直人 昭 54 電気工学科

理事 森本昌史 平９ 電気工学科

理事(本部管理者) 濱谷忠幸 平７ 電気工学科

理事 清水哲也 平４ 電子制御工学科

理事 小林直哉 平 17 電子制御工学科

理事 大谷文雄 昭 54 工業化学科

理事 佐々木裕子 昭 58 建築学科

理事 菅原香 平７ 建築学科

監査 徳安哲夫 昭 50 工業化学科

監査 内藤秀作 昭 63 建築学科

副会長(理事) 大上正雄

理事(本部管理者) 濱谷忠幸 両氏を理事会で選出し平成２６年総会で承認

理事 清水哲也 氏を年度途中の理事会で選出しており本総会で承認願います。
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第一号議案

平成２６年度事業決算報告および監査報告

平成 26 年度事業報告

１、学生研究助成事業

年月日 学科 指導教員 支出目的

H.27.2.24 Ｍ 森田慎一 第 18回スターリングテクノラリー

H.27.2.24 Ｅ 浅倉邦彦 第 20回高専シンポジウム

H.27.2.24 Ｄ 香川 律 日本機械学会中国四国支部第 45 回学生員卒業研究発表講演会

H.27.3.18 Ｃ 谷藤尚貴 第 20回高専シンポジウム

H.27.2.24 Ａ 北農幸生 全国高専デザインコンペティション 2014

H.27.3.18 Ｓ 物質工学専攻学生助成

２、ポータルサイトの構築・開設

新会員に ID・パスワードを送付した。

米子高専振興協力会参加企業からの求人情報の掲載をした。

３、同窓会理事会の開催

H.26. 4.17 (木) 米子高専小会議室 H.26. 5.22 (木) 米子高専小会議室

H.26. 6.12 (木) 米子高専小会議室 H.26. 7.22 (火) 米子市内

H.26. 9. 9 (火) 米子高専小会議室 H.26.10.28 (火) 米子高専小会議室

H.27. 1.13 (火) 米子高専小会議室 H.27. 2.12 (木) 米子高専小会議室

H.27. 3.18 (水) 米子高専小会議室

４、支部の活動

関西、中部両地区での支部総会に出席した。

関西支部第 2回総会  H.26. 5.17(土) 中部支部第 2回総会 H.26. 8. 2(土)

５、会員交流会

会員交流会を実施した。  H.26.12. 5(金) YSP ボウル

６、ホーム・カミング・デイ

文化祭にあわせてホーム・カミング・デイを開催した。

H.26.10.31(金) H.26.11. 1(土)  
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平成 26 年度決算報告

普通会計

  収入の部

項目 概要 金額 備考

繰越金 前年度繰越金 6,075,895 

入会金 会費・名簿購入費 591,960 

入会金 会費 1,035,000 

雑費 利息 969 

合計 7,703,824 

  支出の部

項目 概要 金額 備考

委託料

小野高速印刷利用料

ポータルサイト機能拡張

ポータルサイト年間維持費

1,677,188 

同窓会会報発行 832,883

総会案内状   280,612

卒業生追録名簿 270,000

ポータルサイト機能拡張  

140,400

ポータルサイト年間維持費

56,160

ほか

旅費

全国高専同窓会連絡会

ynct‐net 連絡会

米子高専首都圏同窓会総会

米子高専同窓会総会

関西支部総会

中部支部総会

488,090 
全国高専同窓会連絡会 44,680

ほか 16 件

助成金 学生研究助成 300,000 米子高専同窓会学生研究助成

積立金 記念事業・ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ作成準備 200,000 

借上料 会議室使用料 117,983 

総会会場費 53,801

中部支部総会会場費 50,844

ほか

慶弔費 供花代 16,500 羽田氏葬儀

手数料 弔電 3,672 羽田氏葬儀 2,700  ほか

小計 2,803,433 

収入金 7,703,824 から

支出金 2,803,433 を差し引いた

4,900,391 を次年度へ繰越
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学生研究助成会計

  収入の部

項目 概要 金額 備考

繰越金 前年度繰越金 464,628 

助成金 入金 300,000 

雑費 利息 79 

合計 764,707 

  支出の部

学科 支出目的 金額 備考

Ｍ 第 18回スターリングテクノラリー 50,000 

Ｅ 第 20 回高専シンポジウム 50,000 

Ｄ

日本機械学会中国四国学生会第 45

回学生員卒業研究発表講演会

日本機械学会中国四国支部 第 53期

総会･講演会

50,000 

Ｃ 第 20 回高専シンポジウム 50,000 

Ａ 全国高専ﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ 2014 50,000 

Ｓ
物質工学専攻学生助成

日本化学会第 95春季年会
14,000 

合計 264,000 

収入金 764,707 から

支出金 264,000 を差し引いた

500,707 を次年度へ繰越

ポータルサイト作成・周年記念事業準備基金会計

  収入の部

項目 概要 金額 備考

繰越金 前年度繰越金 200,000 

積立金 入金 100,000 普通会計

積立金 入金 100,000 普通会計

合計 400,000 

  支出の部

項目 概要 金額 備考

合計 0 

収入金 400,000 から

支出金 0 を差し引いた

400,000 を次年度へ繰越
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監査報告
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第二号議案

平成２７年度事業計画(案)および予算（案）

平成 27 年度事業計画(案)

１、学生研究助成事業

5 学科と専攻科に引き続き各５万円の研究助成を行う。

２、ポータルサイトの運営

平成２５年８月公開したポータルサイトの管理運営を行う。

情報の発信とともに情報提供を呼び掛ける。

３、同窓会理事会の開催

会員の交流会等の開催を検討するための理事会を開催する。

４、首都圏同窓会及び各支部との交流推進

首都圏同窓会、関西支部、中部支部との交流を図り情報交換と事業協力を行う。

５、同窓会報の発行

同窓会の活動を会員に広く知らせるための会員への郵送による発行は隔年とする。

本年は、会報(PDF 版)をポータルサイトに掲載する。

６、会員交流会の開催

会員相互の交流を図るため、母校と協議してホーム・カミング・デイを実施する。

会員交流のためのイベントを検討する。

７、会員の現況把握

会員の現況把握に努める。
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平成 27 年度予算(案)

普通会計

  収入の部

項目 概要 金額 備考

繰越金 前年度繰越金 4,900,391 

入会金 会費 540,000 3,000×200×0.9＝540,000

入会金 会費 1,000,000 5,000×200＝1,000,000

雑費 利息 609 

合計 6,441,000 

  支出の部

項目 概要 金額 備考

委託料
小野高速印刷利用料

ポータルサイト年間維持費
434,000 

総会案内状   280,000

ポータルサイト年間維持費

56,160

ほか

旅費

全国高専同窓会連絡会

ynct‐net 連絡会

米子高専首都圏同窓会総会

米子高専同窓会総会

関西支部総会

中部支部総会

488,000 
全国高専同窓会連絡会 44,680

ほか

助成金 学生研究助成 300,000 米子高専同窓会学生研究助成

積立金 記念事業、ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ作成準備 200,000 

借上料
総会会場費

会議室使用料
200,000 

総会会場費 54,000

中部支部総会会場費 51,000

ほか

消耗品費 3,000 

手数料 1,000 振替手数料

慶弔費 0 

予備費 4,815,000 

合計 6,441,000 
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学生研究助成会計

  収入の部

項目 概要 金額 備考

繰越金 前年度繰越金 500,707 

助成金 入金 300,000 普通会計

雑費 利息 93 

合計 800,800 

  支出の部

学科 支出目的 金額 備考

M 50,000 

Ｅ 50,000 

Ｄ 50,000 

Ｃ 50,000 

Ａ 50,000 

Ｓ 50,000 

予備費 500,800 

合計 800,800 

ポータルサイト作成・周年記念事業準備基金会計

  収入の部

項目 概要 金額 備考

繰越金 前年度繰越金 400,000 

積立金 入金 100,000 普通会計

積立金 入金 100,000 普通会計

合計 600,000 

  支出の部

項目 概要 金額 備考

合計 0 
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第三号議案 役員選出

平成２７・２８年度米子高専同窓会役員（案）

役職 氏名 卒年 学科名

名誉会長 齊藤正美 米子高専校長

会長(理事) 矢末誠 昭 49 工業化学科

副会長(理事) 盤指一詩 昭 50 建築学科

副会長(関西支部長) 塚田哲也 昭 47 電気工学科

副会長(中部支部長) 内田五郎 昭 45 機械工学科

理事 三嶋雄司 昭 56 機械工学科

理事 田宮大悟 平５ 機械工学科

理事 笠木直人 昭 54 電気工学科

理事 森本昌史 平９ 電気工学科

理事(本部管理者) 濱谷忠幸 平７ 電気工学科

理事 清水哲也 平４ 電子制御工学科

理事 小林直哉 平 17 電子制御工学科

理事 大谷文雄 昭 54 工業化学科

理事 佐々木裕子 昭 58 建築学科

理事 菅原香 平７ 建築学科

監査 徳安哲夫 昭 50 工業化学科

監査 内藤秀作 昭 63 建築学科

第四号議案 その他


