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平成２９年度米子高専同窓会総会 

 

平成２９年６月１７日(土) 

１６時～１９時５０分 

米子ワシントンホテルプラザ 

 

次  第 

 総会１６時 ～１６時３０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２８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２９年度事業計画（案）および予算（案） 

８．第三号議案 規約改定 

９．第四号議案 役員改選 

10．第五号議案 その他 

11．議長解任  

12．閉 会     

 

講演会 １６時４０分～１７時３０分 

    『将来に向けた高専教育の変革』（仮題） 

     米子工業高等専門学校 校長  氷室 昭三 氏  

 

連絡事項／集合写真撮影 １７時３０分 ～１７時４５分 

 

総会懇親会 １７時４５分～１９時４５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２７・２８年度役員 

役職 氏名 卒年 学科名 

名誉会長 氷室昭三 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) 田原信夫 昭 48 電気工学科 

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(本部管理者) 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 
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第一号議案 

平成２８年度事業決算報告および監査報告 

平成 28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 

H28.12.10 Ｍ 森田慎一 第 20回スターリングテクノラリー 

H29.1.27 Ｅ 宮田仁志 第 22回高専シンポジウム in Mie学生派遣 

H28.11.26 

H29.1.28 
Ｄ 

中山繁生 

能登路淳 

第 25回計測自動制御学会中国支部学術講演会 

第 22回高専シンポジウム in Mie 学生派遣 

H29.1.28 Ｃ 伊達勇介 第 22回高専シンポジウム in Mie 学生派遣 

H28.12.17 Ａ 小椋弘佳 全国高専ﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ 2016 in Kochi 

 

２、ポータルサイトの運営・更新，会員への情報発信 

会員に ID・パスワード発行，ポータルサイトの保守管理を行った。 

メルマガ配信，Facebook 立ち上げを行い，会員への情報発信を行った。 

 

３、同窓会理事会の開催 

H.28. 4.25 (月) 米子高専小会議室  H.28. 5.13 (金) 米子高専小会議室  

H.28. 6. 9 (木) 米子高専小会議室   H.28. 6.18 (土) 米子高専同窓会総会 

H.28. 7. 5 (火) 米子高専小会議室   H.28. 9. 5 (月) 米子高専小会議室  

H.28.10. 3 (月) 米子高専小会議室  H.28.11. 7 (月) 米子高専小会議室  

H.28.12.19 (月) 米子高専小会議室  H.29. 1.30 (月) 米子高専小会議室  

H.29. 2.20 (月) 米子高専小会議室  H.29. 3.21 (火) 米子高専小会議室  

 

４、支部および米子高専首都圏同窓会との交流 

 関西、中部両地区での支部総会および米子高専首都圏同窓会総会に出席した。 

 関西支部第 3回総会  H.28. 5.21(土)  中部支部第 3回総会 H.28. 7.16 (土) 

 米子高専首都圏同窓会総会 H.28. 6.11(土) 

 

５、会員交流会 

 会員交流会を実施した。  H.29.1. 29(日)  中国電力㈱島根原子力発電所見学 

 

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.28.11.3(木),H.28. 11.4 (金)〉 

 

７、同窓会ビジョン検討 

これまでの同窓会活動の振り返りと，これからのビジョンについて検討会を行った。 

メルマガ配信および Facebook 立ち上げを決定した。   （H29.05.22 追加） 
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平成 28年度決算報告 

 普通会計 
  

  収入の部 
  

項目 概要 金額(円) 備考 

繰越金 前年度繰越金 4,856,323 
 

入会金 会費 1,052,460 H27年度 163名，H28 年度 188名 

入会金 会費 1,015,000 入学時入会者 

雑費 利息 81 
 

合計   6,923,864 
 

  支出の部 
  

項目 概要 金額(円) 備考 

委託料 

小野高速データ管理費 

ポータルサイト年間維持費 

同窓会報発行費 

ほか 

1,500,160 

会員ﾃﾞｰﾀ管理費        64,800 

総会案内状本部       257,828 

本部総会返信はがき    29,882 

関西総会返信はがき     8,911 

総会案内状中部支部    28,760 

中部総会返信はがき     4,489 

ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ年間維持費    56,160 

同窓会報           1,032,706 

卒業生調査カード      15,552 

卒業生調査返信はがき   1,072 

旅費 

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 

全国高専同窓会連絡会 

ﾋﾞｼﾞｮﾝ検討委員会

（11/12,1/14,3/25） 

664,560 

首都圏同窓会総会 3名分  115,180 

同窓会総会 3名分      113,840 

中部支部総会 2名分     61,700 

関西支部総会 2名分     44,980 

全国高専同窓会連絡会 1名分  44,680 

ﾋﾞｼﾞｮﾝ検討委員会 3回分  284,180 

助成金 学生研究助成 0  

積立金 記念事業・ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ作成準備 0 
 

借上料 
総会，幹事会，ﾋﾞｼﾞｮﾝ検討委員会会

議室使用料ほか 
161,164 

本部総会会場費       76,024 

中部支部総会会場費    53,844 

中部支部幹事会会場費   16,136 

ﾋﾞｼﾞｮﾝ検討委員会       15,160 

広報費  0  

手数料他 振込手数料，弔電 3,758 手数料，弔電 

  小計 2,329,642 
 

 
収入金 6,923,864 円から 

 
支出金 2,329,642 円を差し引いた 

  
4,594,222  円を次年度へ繰越 
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 学生研究助成会計 
  

  収入の部 
  

項目 概要 金額(円) 備考 

繰越金 前年度繰越金 501,385  
 

助成金 入金 0  
 

雑費 利息 19 
 

合計   501,404 
 

  支出の部 
  

学科 支出目的 金額(円) 備考 

Ｍ 第 20 回スターリングテクノラリー 50,000 
 

Ｅ 第 22 回高専シンポジウム in Mie 学生派遣 50,000 
 

Ｄ 
第 25回計測自動制御学会中国支部学術講演会 

第 22 回高専シンポジウム in Mie 学生派遣 

22,040 

27,960  

Ｃ 第 22 回高専シンポジウム in Mie 学生派遣 50,000 
 

Ａ 全国高専ﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ 2016 in Kochi 43,632 
 

Ｓ  0  

合計  243,632 
 

 
収入金 501,404  円から 

 
支出金 243,632  円を差し引いた 

  
257,772  円は次年度へ繰越 

    
 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(円) 備考 

繰越金 前年度繰越金 600,000  
 

積立金 入金 0 普通会計より 

積立金 入金 0 普通会計より 

合計   600,000  
 

  支出の部 
  

項目 概要 金額(円) 備考 

合計   0  
 

 
収入金 600,000  円から 

 
支出金 0  円を差し引いた 

  
600,000  円を次年度へ繰越 
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監査報告 
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第二号議案 

平成２９年度事業計画(案)および予算（案） 

平成 29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 

同窓会の活動を広く知らせるための会員への紙面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、特にメールアドレス捕捉率の向上に努める。 

会員のフォローアップ調査を継続実施する。 

 

８、会員への情報発信 

メルマガ配信，Facebook やポータルサイト活用により会員への情報発信を実施する。 

 

９、同窓会ビジョン検討 

昨年度から継続して，同窓会活動の今後の活動方針について検討を行う。 
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平成 29年度予算(案) 

 

普通会計 

  収入の部 
  

項目 概要 金額(円) 備考 

繰越金 前年度繰越金 4,594,222 
 

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 研究助成繰越，利息 257,778 H28年度研究助成繰越，利息 

合計   6,392,000 
 

  支出の部 
  

項目 概要 金額(円) 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 
1,250,960 

会員ﾃﾞｰﾀ管理費         64,800 

総会案内状本部        300,000 

総会案内状中部支部     30,000 

ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ年間維持費     56,160 

フォローアップ調査  800,000 

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 

ﾋﾞｼﾞｮﾝ検討委員会 

692,000 

首都圏同窓会総会 3名分  120,000 

同窓会総会 3名分      120,000 

中部支部総会 2名分     62,000 

関西支部総会 2名分     45,000 

全国高専同窓会連絡会 1名分  45,000 

ﾋﾞｼﾞｮﾝ検討委員会 3回分   300,000 

助成金 学生研究助成 300,000 学校開設口座へ送金 

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 
214,000 

本部総会会場費       70,000 

中部支部総会会場費    58,000 

中部支部幹事会会場費   18,000 

関西支部総会会場費    58,000 

ﾋﾞｼﾞｮﾝ検討委員会       10,000 

消耗品費   3,000  

通信運搬費  3,000  

手数料   3,240 振込手数料 

予備費   3,725,800 
 

合計 
 

6,392,000 
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 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(円) 備考 

繰越金 前年度繰越金 600,000 
 

積立金 入金 100,000 普通会計 

積立金 入金 100,000 普通会計 

合計   800,000 
 

  支出の部 
  

項目 概要 金額(円) 備考 

合計   0 
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第三号議案  

 規約改定 

会則の第３章役員を変更する  変更点は太字下線部分 

第３章 役員 

（構 成）   

第５条 本会に次の役員をおく。  

一 名誉会長       米子高専学校長   

二 会長         １名  

三 副会長        若干名 

四 理事（兼会計担当）  1名 

五 理事（兼事務局長）  1名 

六 理事         若干名 

七 監査         ２名   

八 幹事         各クラス１名以上 

九 顧問         若干名 

（選出および任期）   

第６条 前条第１項の役員は、それぞれ次の方法で選出し、会長、副会長、理事（兼会計担

当）、理事、監査は、総会の承認を受ける。   

一 幹事は、卒業年度毎に各クラスで選出する。 

二 理事および監査は、理事会により会員から選出する。 

三 会長、副会長、理事（兼会計担当）は、理事の互選により選出する。 

四 各支部は、本会副会長 1名を選出する。 

五 理事（兼事務局長）は、会長が理事より委嘱する。 

六 顧問は、母校の現旧教職員、本会役員経験者および母校の支援組織代表に会長が委

嘱する。  

第７条 前条により選出された役員の任期は、原則２年とし再任を妨げない。ただし、欠員

のため補充した役員の任期は、前任者の残任期間とする。また、次期役員選出までの

間旧役員は、引き続き職務を行うこととする。 

（任 務）   

第８条 役員の任務は、それぞれ次のとおりとする。  

一 名誉会長は、会長の諮問に応じる。  

二 会長は、本会を代表し、会務を総轄する。  

三 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 

四 理事は、会務を処理する。 

五 理事（兼会計担当）は、本会の会計処理もする。 

六 理事（兼事務局長）は、本会の事務処理等もする。 

七 監査は、本会を監査する。 

八 幹事は、クラス会員との連絡等をする。 

九 顧問は、本会の運営について助言する。 
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第四号議案  

 役員改選 

平成２９・３０年度役員 

役職 氏名 卒年 学科名 

名誉会長 氷室昭三 米子高専校長   

会長(理事) 矢末 誠 昭 49 工業化学科 

副会長(関西支部長・理事) 塚田哲也 昭 47 電気工学科 

副会長(中部支部長・理事) 田原信夫 昭 48 電気工学科 

副会長(理事)（兼会計担当） 笠木直人 昭 54 電気工学科 

副会長(理事)（兼事務局長） 大谷文雄 昭 54 工業化学科 

理事 田宮大悟 平５ 機械工学科 

理事 塗信正利 平８ 機械工学科 

理事(本部管理者) 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 石田 晃 平元 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 

 

 

第五号議案  

その他 

  ・全国高専同窓会連合会参加について 

   オブザーバー参加とする 

 

 

 

H.29.05.16 提案 

H.29.05.22 修正 ： 3/11 ７、同窓会ビジョン検討 に追加記載 

H.29.06.03 再修正：10/11 規約改定に理事（兼事務局長）に関する事項を追加 

 


