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浜松支部総会 行事一覧 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日 時  2021年 5 月 15 日（土曜日） 

受 付  13:30 

総 会  14:00～15:00   プレスタワー17 階  静岡新聞ホール 

記念講演会、科学技術交流会  

      15:20～17:00   プレスタワー17 階  静岡新聞ホール 

 

 

 

 

 

 

総会次第 

14:00～15:00             プレスタワー17 階  静岡新聞ホール 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

1. 開会の辞           本多 和彦 

2. 支部長挨拶           藤田 幸宏 

3. 来賓挨拶 

  浜松工業会会長         八木 伊三郎 様 

  静岡大学工学部長        喜多 隆介 様 

  静岡大学情報学部長        笹原  恵 様 

  静岡大学電子工学研究所長      三村 秀典 様 

4. 議事          議長 藤田 幸宏 

  第 1号議案  2020年度事業報告    伊藤 英治 

  第 2号議案  2020年度収支決算報告   伊藤 吉泰 

      同監査報告      西尾 國夫、浅井 仁 

  第 3号議案  2021年度事業計画    伊藤 英治 

  第 4号議案  100周年記念事業募金について  藤田 幸宏 

第 5号議案  2021年度予算     伊藤 吉泰   

  第 6号議案  役員交代について     藤田 幸宏 

5. 新支部長・副支部長挨拶 

6.. 結婚相談室新体制挨拶 

7. 閉会の辞           本多 和彦 
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第 1 号議案   2020 年度  事業報告  

スローガンを、浜松キャンパス 100 周年に向けて 『深めよう！同窓の絆 強めよう母校への関心』とし、「より広い世代間の交流・

促進」 「会員・在学生への活動周知と参加機会の提供」 を目標に掲げました。コロナ禍で行事等を中止せざるを得ない中、オンラ

イン講演会・Technopia 発行・合同委員会などを実施しました。 

1.総務委員会 

①諸会議        支部総会 コロナ禍のため支部総会を中止しました。 

顧問会議・第 1 回役員会  会合は中止し、書面により報告し、承認決議(有効回答数 88、内承認 88)をいただきました。 

   第 2 回役員会  会合を中止し、書面による報告を行いました。 

正副支部長会  7 月以降 14 回開催。オンライン会議を導入し、各委員会と協議の上、課題事項に対処しました。 

②渉外  東京、静岡、愛知、阪奈和の支部総会も中止となり、参加できませんでした。 

③(公財)浜松科学技術研究振興会 財団の支援を受け、11 月にオンラインによる講演会を実施しました。 

④委員会機能      情報発信 大学、工業会本部や浜松支部の情報を発信しました。 

            情報収集  

       

企業団体幹事の皆様にアンケート調査を行い、結果を各委員会と共有しました。 

⑤Ｕターン相談室 登録企業数は 27 社、申込者は 1 名ありました。学生向け PR や関係機関に対し広報しました。 

⑥結婚相談室 コロナ禍の影響がありましたが、来訪者 40 名、成婚 1 組、会員数 男性 36 名、女性 26 名でした。 

⑦趣味の会 コロナ禍で制限されながらも、できる限りの活動を継続してきました。 

 

2.組織委員会 

①名簿メンテナンス 組織委員会用の名簿 DB を継続更新中。 

基本情報に新卒者、退職者、死亡者等の情報を整備し、名簿のメンテナンスを実施しました。 

②組織強化 名簿 DB へ、本部・支部会費納入状況、役職状況を反映しました。 

希望の有った企業幹事へ各企業の会員名簿を配布し、退職者等の最新情報を入手しました。 

3 月 13 日合同委員会及び配布会を行い、浜松支部の親睦を深めました。 

③会報 Technopia 配布 10 月 22 日に Technopia 秋号配布を実施。 

新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から配布会は中止、配送業者へ袋詰め、配送依頼をしまし

た。また、会費委員会からの添付資料を追加しました。 

④懇親パーティー券の販売 新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から 2020 年度総会懇親パーティーを中止しました。 

⑤改選役員候補者の選考 支部長、組織委員長、広報委員長の改選に向け人選を進めました。 

3.事業委員会 

①2020 年度浜松支部総会 新型コロナ感染症拡大防止の観点から開催を中止しました。 

②佐鳴湖駅伝大会 新型コロナ感染症拡大防止の観点から大会が中止となりました。 

③交流会 「天浜線貸切ビール列車の旅」は新型コロナ感染症拡大防止の観点から開催を中止しました。 

④浜松支部オンライン講演会 浜松支部総会での記念講演中止の代わりとして、岩田先生、竹内先生、原田様をお迎えし、Zoom での

オンラインにて、防災に関する講演会と座談会を行いました。 

⑤異業種交流会 新型コロナ感染症拡大防止の観点から開催を中止しました。 

⑥新年会 新型コロナ感染症拡大防止の観点から開催を中止しました。 

4.広報委員会 

①Web事業 Web 事業 ホームページに活動報告、お知らせを投稿し会員に情報を流しました。 

②会報 Technopia発行 会報 Technopia 発行 浜松支部の定期情報発信ツールとして第78 号、第79 号を発行。また、

Web講演会、浜松 キャンパス100 周年関連記事を掲載し、母校への関心高揚と支援促進を呼びかけ

ました。 

③広告掲載 ホームページに広告掲載を行っています。 10社 

5.会費委員会 

①会費徴収 Technopia 配布会などイベントの開催が限られていましたが、会費納入のお願いを実施しました。また会

費納入を継続している企業会員様にも継続支払いのお願いとフォローをメールなどで実施しました。しかしな

がら会費収入は 1,831,000 円となり、前年実績より 6％減少となりました。来年度はイベント実施などで

タイミングよく会費納入を訴えていきます。 

②会計会務 役員会や正副支部長会議などで、定期的に収支予測を行い、収支を項目ごとに管理しました。 

結果として収入は減少しましたが、収支は黒字を確保しました。 
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第 2 号議案  2020 年度  収支決算報告（ 2020 年 4 月 1 日～ 2021 年 3 月 31 日）  

2021 年 3 月 31 日現在 

●収入の部                    （単位：円） 

項 目 予算額 決算額 差異 説    明 

支部年会費 1,980,000 1,831,000 -149,000 1,500 円×1,221 人 

支部交付金 1,032,000 658,122 -373,878 協賛金(浜松工業会、浜松科学技術研究振興会他) 

パーティー券 960,000 0 -960,000 未実施 

会報広告代 267,000 202,500 -64,500 掲載企業数：10 社 

預金利子他 0 25 25 普通預金、ゆうちょなど 

交流会会費 510,000 0 -510,000 交流会､工場見学会、新年会を未実施 

雑収入 0 24,857 24,857 支部 OB からの寄付 

小計 4,749,000 2,716,504 -2,032,496  

前年度繰越金 6,235,753 6,235,753 0  

合計 10,984,753 8,952,257 -2,032,496  

(支部年会費決算額には、2020年度以降分 315千円を含む） 

●支出の部                    （単位：円） 

項 目 予算額 決算額 差異 説    明 

総会費 1,342,000 539,513 -802,487 オンライン講演費用、他 

テクノピア関係費 665,000 743,708 78,708 第 78,79 号の編集、印刷、運送 

ＨＰ関係費 318,000 131,190 -186,810 ＨＰ制作整備、サーバレンタル、WiFi 他 

委員会活動費 425,000 306,446 -118,554 各委員会の会議費他 

会議費 257,000 94,255 -162,745 正副支部長会 Zoom 利用、役員会議、顧問会議 

交流会費用 941,000 0 -941,000 交流会､工場見学会、新年会の未実施 

通信費 14,000 4640 -9,360 会費納入依頼文の印刷、各種連絡 

旅費・交通費 70,000  0 -70,000 他支部総会出席の取りやめ 

慶弔費 10,000 0 -10,000  

振込手数料 34,000 30,182 -3,818 郵便振込手数料 

雑費 160,000 49,092 -110,908 事務用品、他 

備品購入費 243,000 265,893 22,893 パソコン、会議システム他 

予備費 270,000 0 -270,000  

小計 4,749,000 2,164,919 -2,584,081  

次年度繰越金 6,235,753 6,787,338 551,585  

合計 10,984,753 8,952,257 -2,032,496  

                    551,585（年度差額） 

●財産目録 

普通預金 静岡銀行 528,858 

郵便振替口座 ゆうちょ銀行 3,992,703 

郵便定期貯金 ゆうちょ銀行 0 

郵便普通貯金 ゆうちょ銀行 2,141,235 

現金  124,542 

合計  6,787,338 

上記の通りご報告致します。   副支部長 会費委員長   伊 藤 吉 泰  ㊞ 

2020 年度収支決算について、関係書類を監査した結果、いずれも正確かつ適正であったことを認めます。 

  2021 年 4 月 8 日  監 事   西 尾 國 夫  ㊞ 

監 事   浅 井   仁  ㊞ 
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第 3 号議案   2021 年度  事業計画（案）  

浜松キャンパス 100 周年に向けて 『深めよう！同窓の絆 強めよう母校への関心』を深化させるため、「より広い世代間の交流

支援・促進」 「会員・在学生への活動周知と参加機会の提供」 そして 「デジタル技術を活用した新しい活動形態への取り組み」

を行ってまいります。 

1.総務委員会 

活動方針 デジタル技術も活用し、大学・工業会本部の情報を絡めて浜松支部の活動を支えていきます。 

①諸会議         役員会  前年度実績と当該年度計画で春に 1回、中間報告で秋に 1回開催します。 

    顧問会議  事業・決算報告、計画・予算、年間行事、会則の改正等について指導と助言をいただきます。 

正副支部長会  オンライン会議と会合を織り交ぜて、年間行事の準備のため、適宜開催します。 

②渉外 他支部のオンラインによる総会に参加し、情報収集に努めます。 

③委員会機能 デジタル環境を整備して情報の共有化を推進し、支部活動の下支えをします。 

④Ｕターン相談室 広報活動に力点を置き、申込者への対応、登録企業との連携強化、新規協力企業開拓に努めます。 

⑤結婚相談室 結婚相談室相談員の退任に伴い、新たに浜松支部総務委員会委員で継続していきます。 

⑥趣味の会 趣味の会の活動を支援します。 

⑦(公財)浜松科学技術研究振興会 財団の運営に協力します。 

⑧全学同窓会、浜松支部総会 2022年度は浜松交流会です。6月 4日グランドホテル浜松の開催予定で準備をしていきます。 

2.組織委員会 

活動方針 企業幹事および会員の支部活動への参加機会を促進して、組織を強化します。 

①名簿メンテナンス 企業会員の最新情報を継続的に入手し、名簿情報を整備します。会費納入、Technopia配布等の情

報を一元管理できる名簿 DB を支部活動のツールとして作成していきます。 

②組織強化 会員の支部活動への参加を促し組織強化を図ります。合同委員会を開催して幹事の結束を強化します。 

③会報 Technopia配布 参加の機会として、第 80 号・第 81 号の全体配布会を実施します。 

④改選役員候補者の選考 正副支部長による選考委員会を開き、副支部長の候補を選考します。 

3.事業委員会 

活動方針 大学、企業、同窓生の絆を深める仕掛けを考案し、各事業への参加者増加と活性化に向けたネットワーク

作りを継続させます。また、産学連携に結びつく事業を展開します。 

①浜松支部総会記念講演会 5/15(土)に無線通信技術に精通した石原先生による講演会を開催します。プレスタワー17階静岡新聞

ホールにて行い、Zoom によるライブ配信も併用します。 

②佐鳴湖駅伝大会 大学より中止連絡がありました。 

③異業種交流会 8/28(土)にヤマハ発動機コミュニケーションプラザを見学し、会員と学生の交流を深めます。 

④ウォーキング交流会 11/20 (土)にコロナ禍においても安全に交流することができるイベントとして、ウォーキング交流会を行いま

す。会員及びご家族の参加も可能とし、会員間の親睦を深めます。 

⑤新年会 2021年末のコロナ禍の状況を鑑みて開催の可否を決めます。会員の親睦を深めます。 

4.広報委員会 

活動方針 ホームページ（以下 HP）の充実と Technopia の発行を通して支部活動の情報発信を進めます。 

① Web 事業 Web 閲覧者およびアクセス増を目指し、HP の情報を充実します。 

②会報 Technopia 発行 浜松支部の定期情報発信ツールとして第80 号、第81 号を発行します。また、浜松キャンパス100 周年

関連記事を掲載し、母校への関心高揚と支援促進を呼びかけます。 

③広告掲載 契約の継続、及び新規獲得の活動を継続し、掲載広告主を 1 社増やし 11 社を目標とします。 

5.会費委員会 

活動方針 会費収入の増加推進および会計収支を適正に処理、報告します。 

①会費徴収 前年度の会費納入実績（前年度に対し減少）の原因分析をおこない、個人会員・企業会員それぞれに

対し対策を実施します。イベントごとの納入訴えなども継続実施し、予算達成に努めます。 

②会計会務 収支予算および各委員会の事業計画に沿って、定期的に収支予測を行い、収支を項目ごとに精査管理

していきます。 
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第 4 号議案  100 周年記念事業募金への協力について  

 

静岡大学浜松キャンパス 100 周年記念事業募金への協力について 

 

 静岡大学浜松キャンパスは、2022 年に工学部の前身である浜松高等工業学校設立公布から設立 100 周年を迎えます。この

100 周年を記念して、未来を志向した教育・研究・産学官・社会連携を強化するために、1）卓越した研究開発人材育成、2）

静大ブランドの研究者育成、3）ものづくり産業をリードする人材育成、4）記念誌出版の 4 事業の取り組みを行っています。本事

業を行うにあたり、卒業生を始めとして、卒業生が在籍している企業、教職員に対して本事業への協賛・寄付を募っています。 

 

 昨年からの新型コロナウィルス感染拡大の影響は、産業界を直撃し、本募金活動にも大きな影響が出てきています。現在までの

募金の状況は、目標 10 億円に対して、7000 万円程度であり、目標の 10%にも満たない状況になっています。 

 

 募金期間は 2023 年 3 月となっていますが、2022 年秋に予定されている 100 周年記念式典には目標が達成できる見込みであ

ることがお話しできるように、浜松支部会員皆様へ改めて募金へのご協力をお願いするとともに、浜松支部としましても以下のように

募金に協力をしたいと考えています。 

 

【浜松支部としての募金への協力】 

  寄付金額： １００万円  浜松支部会計の繰越金より充当する。 

              （繰越金   ６７８万円 ；2021 年 3 月時点） 

  寄付時期： 2021 年 5 月 浜松支部総会での承認後 

 

浜松工業会浜松支部の会則第 3 条の目的に、 

「本会は、会員相互の親睦と人格の向上を図るとともに、母校の隆昌と国内外の学術文化の発展に寄与することを目的とす

る。」 

と記載されており、100 周年記念事業への寄付は、浜松支部の活動に沿うものでもありますことから、本件につきまして浜松支部会

員皆様のご理解を賜りたく、よろしくお願い致します。 
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第 5 号議案  2021 年度  予算（案）  （ 2021 年 4 月 1 日～ 2022 年 3 月 31 日）  

 

●収入の部                    （単位：円） 

項 目 昨年度実績 予算額 増減 説    明 

支部年会費 1,831,000 1,875,000 44,000 1,500 円×1,250 人 

支部交付金 658,122 850,000 191,878 協賛金(浜松工業会・浜松科学技術研究振興会他) 

パーティー券 0 0 0 パーティー未実施を予定 

会報広告代 202,500 210,000 7,500 ＨＰ掲載広告料 掲載企業数：11 社 

預金利子他 25 0 -25 銀行普通預金、郵便普通貯金 

交流会会費 0 320,000 320,000 新年会ほか 

雑収入 24,857 0 -24,857  

小計 2,716,504 3,255,000 538,496  

前年度繰越金 6,235,753 6,787,338 551,585  

合計 8,952,257 10,042,338 1,090,081  

 

●支出の部                    （単位：円） 

項 目 昨年度実績 予算額 増減 説    明 

総会費 539,513 363,000 -176,513 総会、オンライン講演会他 

ﾃｸﾉﾋﾟｱ関係費 743,708 670,000 ‐73,708 第 80,81 号の編集、印刷、運送 

ＨＰ関係費 131,190 209,000 76,810 ＨＰ運用、サーバレンタル、WiFi 他 

委員会活動費 306,446 450,000 143,554 各委員会会議費、結婚相談室の活動強化他 

会議費 94,255 130,000 35,745 役員会、正副支部長会、顧問会議 

交流会費用 0 731,000 731,000 交流会、工場見学会、新年会 

通信費 4,640 20,000 15,360 会費納入依頼文の印刷、各種連絡 

旅費・交通費 0 70,000 70,000 他支部総会、全学同窓会出席他 

慶弔費 0 10,000 10,000 慶弔規定による支出 

振込手数料 30,182 26,000 ‐4,182 郵便振替料、送金手数料 

雑費 49,092 71,000 21,908 佐鳴掲載料、事務用品他 

備品購入費 265,893 150,000 -115,893 デジタル対応、備品など 

小計 2,164,919 2,900,000 735,081  

特別費 0 1,000,000 1,000,000 設立 100 周年記念対応 

中計 2,164,919 3,900,000 1,735,081  

次年度繰越金 6,784,338 

7 

6,142,338 ‐645,000  

合計 8,952,257 

47 

10,042,338 1,090,081  

＊各科目間の流用は認めさせていただきます。 
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第 6 号議案  役員交代について  

 

 

役職 旧役員 新役員 

支部長 
藤田 幸宏 （54E） 

浜松イノベーションキューブ（HI-Cube） 

望月 英二 （52F） 

スズキ（株） 

副支部長 組織委員長 
伊藤 英治 （61K/63MK） 

（株）クラベ 

村木 哲彦 （61E） 

浜松ホトニクス（株） 

副支部長 広報委員長 
澤井 秀明 （62M） 

エンシュウ（株） 

我妻 裕太郎（2015K） 

（株）河合楽器製作所 

 

 

 

2021年度浜松支部役員 

 

役職 2021 年度役員 

支部長 望月

もちづき

 英二

え い じ

  （52F） スズキ（株） 

副支部長 総務委員長 本多

ほ ん だ

 和彦

かずひこ

  （53D/55MD） ヤマハ（株）OB 

副支部長 組織委員長 村木

む ら き

 哲彦

てつひこ

  （61E） 浜松ホトニクス（株） 

副支部長 事業委員長 川嶋

かわしま

 隆

たか

宏

ひろ

  （63Z/90MZ） ヤマハ（株） 

副支部長 広報委員長 我妻

わがつま

 裕

ゆう

太郎

た ろ う

 （2015K） （株）河合楽器製作所 

副支部長 会費委員長 伊藤

い と う

 吉

よし

泰

やす

  （55F） 本田技研工業（株）OB 
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2021 年度 浜松工業会浜松支部総会 

■2021 年 5 月 15 日（土） 14:00～15:00 

■プレスタワー17 階 静岡新聞ホール 

2021 年 5 月 2 日印刷 

編集：総務委員会 



 

 

 

 

改築なった電子工学研究所 と 『関口バラ』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『関口バラ』 （品種名 ナニハイバラ） 

2022 年、浜松キャンパスは設立 100周年を迎えます。 

1922 年に前身の浜松高等工業学校が創設。関口初代校長は校内緑化に努め、バラ

の生け垣は後に 「関口バラ」 と学校関係者から呼ばれました。生垣のバラは今でも浜松

市立高校によって管理育成されています。2016年春にその「関口バラ」の穂木をいただき

浜松キャンパス正門に植え込みを行いました。今年 4月、見事花いっぱいです。 

 

 

 


