平成２３年度窯業同窓会総会議事録

Ⅰ．期日 平成 23 年 6 月 2５日（土）
Ⅱ．場所 東京工業大学 大岡山南７号館 ２０１講義室
Ⅲ．内容
１． 開会の挨拶
川村副会長の司会により開催された。
２．山岸会長挨拶
同窓会の使命は会員の親睦と学生・学科の支援であり、見学会、企業セミナー、
学科説明会補助、謝恩送別会参加等を実施している。
同窓意識の涵養のため、学生・若年層の取込策の強化が求められており、特に
２０００年以降卒業者の会費納入者増加策が課題となっている。同期活動の支援・
活発化、支部活動の支援、ＨＰのＰＲ・活用により効果を上げていきたいとの挨拶
があった。
３． 定例行事
３．１ 物故者哀悼
本総会までにお亡くなりになった１６名の会員紹介があり、冥福をお祈りして黙
祷を捧げた。お亡くなりになった方々は以下のとおりです。
卒業年 氏名
逝去日
1940
田上嘉秋 H22.8
1941
船井長治 H22
1941
加藤政良 H22
1942
佐治圭三 H22.8.20
1942
境野照雄 H22.8.12
1942
新井達郎 H21.3.12
1946
森本孝治 H15.9.8
成瀬庸一 H21.9
1950
1952
片瀬伝治 H22.8.31
1953
安竹了和 H23.2.7
1967
藤村善登 H23.3.14
1970
石井宏
H22.6.25
1991
内田富大 H23.4.4
―
佐多敏之 H22.10.4
―
安保英司 H22.4.4
―
青木斌
H22.12.9

３．２ 各賞受賞者紹介
日本セラミックス協会
学術賞中島章様（本学教授）
「固体表面の静的・動的撥水性の制御とその応用に関する研究」
進歩賞金井俊光様（会員横浜国大）
「コロイド微粒子周期配列体の作成とハイブリッド材料に関する研究」
技術賞山本浩貴様（会員日立製作所）
「ナノ構造制御による磁気・光情報記録媒体用ガラス材料の開発」
功労賞山岸千丈様（会員）
「高温用セラミックスと金属複合セラミックス材料の応用への貢献」
日本機械学会機械材料・材料加工部門 2010 年度部門一般表彰（優秀講演論文部門）
岡本拓君（東京工業大学材料工学専攻）
第 49 回セラミックス基礎科学討論会 World Young Fellow Meeting 2011 Presentation
Award

古田勤君（東京工業大学大学院理工学研究科材料工学専攻）
Camille Gazeau さん（東京工業大学材料工学専攻）
平成２２年度色材協会研究発表会優秀口頭発表賞
西村正輝君（東京工業大学材料工学専攻）
３．３ セラミックス研究奨励賞を授与
優秀学士論文賞
宮本拓実くん（中島・松下研究室）
「プラズモニクスデバイスを目指した微粒子自己集積構造体のエッチング加
工および評価」
和泉達也くん（鶴見・武田研究室）
「電歪効果を考慮した圧電基本式の構築と振動の波形解」
セラミック・ミクロワールド賞
○金賞： 新井智くん（柴田・矢島研究室）
「U･F･O - Unexpected Fantastic Orbit -」
○銀賞： 内山修平くん（中島・松下研究室）
「まり藻？ウィルス？いいえ、セラミックスです」
３．４ 卒業５０周年記念
卒業５０周年（昭和３６年卒業）をお祝いし、記念品として益子焼窯元村田浩氏作の
花瓶を山岸会長より出席された錦織様に贈呈した。

（昭和３６年ご卒業の方々）
池田勉様
高宮陽一様 竹原敏雄様
錦織経治様 原和照様 荻納淑様

西川洋成様
渡辺欯佑様

なお、次年度からは会費納入のない方の５０周年記念は行わないことになる。
４．最近の学内の動き
４．１ 無機材料工学科
学科長の中島章教授より紹介された
（１）昨年度からの人事異動：職員の動き
教授・なし
准教授：
・松下祥子先生（H.22. 8 月、日本大学より着任）
・宮内雅浩先生（H.23. 4 月、AIST より着任）
助教：
・新大軌先生（H22. 8 月、室蘭工業大学より着任）
連携教授：
・長田晃先生（三菱マテリアル：水嶋一樹先生と交代）
（２）学部一年生の学科志望状況
無機材料工学科には主に工学部第２類（金属工学、有機材料工学、無機
材料工学）から志望されるが、今年は３７名の所属となり（定員３０）
人気学科の一つである。
（３）受賞など
セラミックス研究奨励賞として、優秀学士論文賞２名、セラミックミクロ

ワールド賞２名。
４．２ 応用セラミックス研究所
岡田清研究所長より紹介された
（１） 昨年度からの人事異動
教授： 神谷利夫（8 月、応用セラミックス研准教授より）
東 正樹（10 月,京大化研准教授より）
川路 均（3 月,応用セラミックス研准教授より）
准教授： 平松秀典（3 月、細野研；フロンテイア特任准教授より）
助教：
北條 元（4 月、東研；カリフォルニア大バークレー校より）
勝又健一（6 月、岡田研；応用セラミックス研特任助教より）
特任助教： 岡 研吾（12 月、東研；東大物性研 PD より）
深井尋史（4 月、神谷研；G-COE 特任助教より）
客員准教授： 宮内雅浩（4 月、材料工学専攻准教授）
（２）受賞など
「朝日賞」 細野秀雄教授
「栄誉教授」 宗宮重行名誉教授（東工大：第１回５名の一人）
「次世代最先端」神谷利夫教授、東正樹教授
５．平成２２年度事業報告並びに決算報告
５．１ 平成２２年度事業報告
金古副会長より報告される。
○ Ｈ２２年度総会・講演会 6/26
○ 見学会 10/13 （参加者：学生２５名、教員２名、ＯＢ他２０名）
三菱化学ケミストリープラザ（午前 OB のみ）
東芝研究開発センター（学生、OB）
日産自動車横浜工場（学生、OB）
懇親会（日産横浜クラブ） （学生、OB）
○ 第１回企業説明会・親睦会 12/8
TOTO、富士フィルム、ＪＦＥスチール、太陽誘電、日立製作所、太平洋セメント
○ 第２回企業説明会・親睦会 12/15
コニカミノルタ、旭硝子、三菱マテリアル、コーニングジャパン、ＩＮＡＸ、
東芝
○ 無機材料工学科謝恩送別会協賛 3/1
○ 幹事会（6/1、11/3、1/21、2/24、6/9）
〇ＩＴ委員会を広報委員会に改組
５． ２ 平成２２年度決算報告
中川副会長より報告される。

決算概略表は以下のとおりである。
項 目
２１決算 ２２予算 ２２決算 ２３予算
収入
1,700,000
1,636,663
1,820,000
1,852,649
年会費・寄付金
1,481,200
1,500,000
1,311,500
1,500,000
総会・懇親会
212,000
200,000
205,000
200,000
広告費・他
158,950
120,000
120,000
利子
499
163
前年度繰越金
6,932,226
5,961,032
5,961,032
5,721,534
合計
8,784,875
7,661,032
7,597,695
7,541,534
支出
2,823,843
1,747,072
1,876,161
1,681,000
総会関係費
769,240
857,072
783,945
786,000
名簿発行・他
1,472,351
20,000
300,000
0
本部関係費
354,539
510,000
543,679
645,000
支部関係費
227,713
360,000
248,537
250,000
次期繰越金
5,913,960
5,721,534
5,860,534
5,961,032
合計
8,784,875
7,661,032
7,597,695
7,541,534
収入のうち、広告費他の１２０千円は企業セミナーの賛助金である。
支出のうち、名簿発行・他の３００千円は大学１３０周年記念への寄付金である。
６．監査報告
錦織監事より監査結果の報告があり、正しく管理されていると報告された。
７． 平成２３年度事業計画並びに予算
７．１ 事業計画
金古副会長より報告され、承認された。
・総会・講演会（6/25）
・見学会の開催（9/30 太陽誘電玉村工場・開発センター）
・企業セミナー・親睦会開催（12/7、12/14）１２社
・会員名簿原簿の整備（住所不明者の探査）
・ウェブ上で管理する名簿管理システムの検討
・支部活動の活性化
・学科の支援強化
・広報活動（ホームページの活用）の推進
７．２ 予算
中川副会長より報告され、承認された。予算概略表中の、広告費他の収入１２０
千円は企業セミナーの賛助金を示す。

８．各支部報告
８．１ 東海・北陸支部報告
・支部役員会（ＪＦＣＣにて） 5/28
・支部総会・講演会・懇親会（デンソーＤ－スクエアにて） 10/29
講演：大門正機先生「社会環境材料としてのセメント」
参加者：３４名
８．２ 関西支部報告
・講演会 11 月 16 日於：大阪中之島プラザ
・関西電力株式会社西口泰氏「エネルギー問題と低炭素社会の実現に向けて」
８．３ 九州支部報告
・支部総会・懇親会を 9/18 ホテルセントラーザ博多にて開催
９．役員人事
相談役：鈴木弘茂、山内尚隆、福長脩、山岸千丈
顧問：古賀義根、赤尾洋二、各務芳樹、宇田川重和、宗宮重行、
加藤誠軌、堀江鋭二、尾野幹也、猪股吉三、石原幸正、
錦織経治、尾島正男
会長：木村脩七
副会長：川村隆宏(総務)、中川順吉(会計)、金古次雄(企画)、
江上浩二(広報)、安田栄一、水谷惟恭、岡田清、
篠崎和夫(専攻長)、中島章(学科長)
監事：石原幸正、錦織経治
関東支部長：金古次雄（兼任）
東海支部長：有代匡
関西支部長：長田光生
九州支部長：大熊奐
中国･四国支部長（空席）
東北支部設立準備委員長（空席）
幹事：高宮陽一、長田光生、大津賀望、後藤誠史、尾崎義治、
広瀬裕二、秋葉徳二、清家捷二、相馬隆雄、岡部淑夫、
石川演慶、尾花博、緒明博、矢野豊彦、原真一、
石黒隆、端山潔、有代匡、渡部俊也、安田公一、
舟窪浩、矢野哲司、榎本尚也
事務局：福冨路子
学年幹事
Ｈ17 矢沢亜希、中村明衣子
Ｈ18 石井智、滝沢佳世
Ｈ19 柿沼保夫、加茂嵩史

Ｈ20 征矢大、米澤祐
Ｈ21 萩原学、清水麻衣
Ｈ22 立石貴志、猪木亮慶
Ｈ23 宮本拓実、和泉達也
１０．新会長挨拶
最後に木村新会長より、諸事業の確実な実施と支部活動への支援、名簿の配布につい
て挨拶があった。
以上
（記録：秋葉）

