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窯業同窓会総会議事録 

 

Ⅰ．要領 

総会開催日時：平成26年5月25日（日）15時00分～16時20分 

場所：東工大大岡山南7号館201講義室 

懇親会：ホームカミングデー全体交流会（東工大蔵前会館）にて16時30分～18時 

 

Ⅱ．平成26年度窯業同窓会総会次第 

1．会長挨拶 

同窓会の使命 

● 会員の親睦 総会・交流会（懇親会），見学会 

● 学生・学科の支援 

見学会，企業セミナー，学科説明会補助，謝恩送別会補助参加（Ml学生が授業の

一環として参加） 

支部活動の支援 

同窓意識の涵養と広報活動の活発化 

● HPの活用、アドレスの活用 

● PDFファイル版電子化名簿にするためのPDFファイル化と名簿冊子の最終発行 

名簿台帳管理の徹底 

総会案内発送数1604名 住所不明 29名 新登録会員 38名 

 

2．物故者（平成25年判明分：同窓会及び同期，縁故の方よりの連絡による） 

卒年（会員）

番号 
氏名 ご逝去年月 

卒年（会員）

番号 
氏名 ご逝去年月 

194241 林 淳二 平成16年5月 194445 水野 逸郎 平成11年 

194320 居上 英雄 平成24年10月 194508 大井修一郎 平成26年3月 

194336 中島 淳 平成25年8月 194529 石井 鐵彌 平成25年8月 

194412 渋谷 益男 平成25年5月 195322 新村 年康 平成24年 

194417 吹田安兵衛 平成21年1月 196612 広瀬 祐二 平成25年10月 

194421 増田 稔 平成25年11月 300053 星野 芳夫 平成25年5月 

194441 中山 恒彦 平成24年 300106 上薗 裕史 平成20年12月 

194444 水野 章 平成25年12月    

謹んでご冥福をお祈り致します。 

 

3．各賞受賞者の紹介 

・日本セラミックス協会 

功労賞 浅賀 喜与志 元・帝京科学大（196803） 

各種解析手法を用いたセメント水和機構の研究と協会への貢献 

功労賞 片山 恵一 東海大学（197405） 

環境に配慮した電子セラミックスの合成と評価に関する研究 
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学術賞 神谷 利夫 東京工業大学 

アモルファス・多結晶半導体の電子構造・欠陥構造の解明と応用 

功績賞 横井 修 東京工業大学 

セラミック微粒子や薄膜の製造プロセスの開発と協会の教育活動への貢献 

・手島記念研究賞 博士論文賞 

片瀬 貴義（フロンティア研究機構・博士研究員）（200712） 

鉄ニクタイド薄膜のヘテロエピタキシャル成長と超伝導物性 

・The 7th International Conference on the Science and Technology for Advanced Ceramics 

(STAC-7) 

Silver Poster Award 川村 風人(M2) 

Silver Poster Award 松涛 一輝(Ml) 

・第27回公益社団法人日本セラミックス協会秋季シンポジウム 

グリーン・プロセッシングによる機能性セラミックスの新展開セッション 

最優秀賞 永原 和聡（M2） 

・清華大学一東工大シンポジウム 

ポスター賞 関 博子（M2） 

・材料イノベーションの教育研究ワークショップ 

ベストポスター賞 Kunchaya Pruethiarenun(クンチャヤ) (D3) 

・セラミックス研究奨励賞 

最優秀学士論文賞 横山広大 君（中島“松下研究室） 

「ナノ階層構造を有するNi/SｉＯ2熱還元触媒の作製とそのCO2還元能評価」 

・第7回セラミック“ミクロワールド賞 

金賞 水藤耕介君（Ml） （篠崎・楼井研） 銀賞 鶴木雄太君（M2） （中島・松下研） 

 
 「デンドライト成長した薄膜」 「3-D網目構造アルミナfeat.微小粗さ ～ミミズから毛虫へ～」 

 

4．卒業50周年記念者 記念品贈呈 

卒業50周年をお祝い申しあげます。（昭和39年ご卒業の方々。ご出席） 

五十嵐貞章様，木戸雄二様，後藤誠史様，斉藤武四郎様，立花寛一様，俵余志夫， 

内藤嘉春様，山岡信夫様 

昭和39年ご卒業の方は、この他に2名おられます。なお，平成23年から直近5年以上

の会費納入を記念品贈呈の条件としています。 
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5．最近の学内の動き 

● 鶴見敬章 教授[大岡山] 

● 矢野豊彦 教授[大岡山] 

● 伊藤 満 教授[すずかけ台] 

話題の始まりは、先生方の異動やそれに伴う募集など。しかし、今年はいずれにも共

通して、大学組織を抜本的に改めることに話題が集まった。従来の学科が存続はしな

い可能性が述べられた。 

 

6．平成25年度事業報告 

○ H25年度総会 5/26、大岡山南8号館201号室 

○ 見学会11/20（参加者9名：当初10/16に（独）理化学研究所と㈱IHIエアロスペースの見

学を企画したが台風26号が襲来、授業日程の関係で延期できず中止） 

富岡製糸場，㈱IHIエアロスペース富岡事業所を見学 

○ 第1回企業セミナー（説明会・懇親会）11/27 

(独)物質材料研究機構，旭硝子㈱，太陽誘電㈱，JFEスチール㈱，㈱LIXIL，住友電気

工業㈱ 

○ 第2回企業セミナー（説明会・懇親会）12/4 

東芝マテリアル㈱，日本特殊陶業㈱，住友大阪セメント㈱，㈱ニコン，日立化成㈱，㈱

小松製作所 

○ 無機材料工学科謝恩会送別会協賛 2/28 

○ PDFファイル版電子化名簿：広報担当；江上副会長 

○ 幹事会（4/4，5/15，7/29，10/8，1/24，3/5） 

 

7．平成25年度決算[拍手にて承認] 

項目 24年度 25予算 25決算 25年決算の注 

年会費・寄付金 1,256,500 1,400,000 1,414,500 収入 

①企業セミナー賛助金として220千

円ご協力頂いた。 

セミナー賛助金他 240,161 240,000 220,197 

前年度繰越会 5,976,495 5,758,408 5,758,408 

支出 1,714,748 1,640,000 1,420,837 支出 

①単科関連支援費276千円は、

単科説明会補助，企業セミナ

ー，謝恩会など。 

見学会は台風のため中止。 

②支部(関東を除く)活動に、339千

円を支援。 

総会関係費 686,815 660,000 624,628 

名簿関係費 175,420 100,000 25,767 

本部関係費 581,232 600,000 473,446 

支部関係費 271,281 280,000 296,996 

次年度繰越金 5,758,408 5,758,408 5,972,268 

合計 7,473,156 7,398,408 7,393,105 
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8．監査報告書[石原監事が監査結果報告] 

 

9．広報活動[ホームページを改訂] 

 
・ HP用さくらネットのサーバー管理 

・ HPへ各々活動の紹介、連絡、Facebookの立ち上げ 

・ HPから異動届連絡の管理 →名簿データ更新、福富さん 

・ メーリングリストで訃報、総会等のご案内 

・ PDFファイル版電子化名簿の検討 
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－2012年プロトタイプ作成 

－2013年HPで公開・マイページ更新は時期尚早 

－2014年名簿提供に向けて 

 

・同窓会名簿のPDFファイル化を始めた[目的：経費削減] 

a. Accessで管理した名簿データをPDFファイルにし、配信を電子メールで行なう。 

b. 今年度は印刷した冊子を配布する最後の年にする。 

c. 印刷名簿はPDFファイルをオンデマンド印刷して配布を希望する会員に送付する。 

d. PDFファイル版名簿の入手方法は別途周知する。 

e. 予算概要 

・従来、名簿印刷で150万円 

・冊子300部程度のオンデマンド印刷50万円、他に配布の経費 

・PDFファイル版電子化名簿を安全にメールにするシステムソフト作成費用50万円 

・今回の総会ご案内によって承ったご要望の状況は以下であった。 

意外と少ないHPからの回答 

葉書による回答 200件程度 

lT環境にない会員には印刷冊子

を送付（ご要望に基づいて） 

 

 

・PDFファイル版電子化名簿の入手方法[及び本年冊子発行以降の名簿閲覧方法]  

a. 上記ホームページに入力されたメール・アドレスに限って、PDFファイル版電子化

名簿の閲覧とダウンロードができます。 

b. PDFファイル版電子化名簿が出来上がる時期は、本年１１月頃を予定しています。 

c. 会員情報の更新は、従来の総会ご案内葉書の回答に加えて、次ページのホーム

ページからも可能です。 

d. メール・アドレスの変更や新規登録はホームページ上の＜pdf版名簿希望＞をクリッ

クして入力手続きをお願いします。 

e. 登録頂いた皆さまには、11月以降に、PDFファイル版電子化名簿をメールによって

お送りします。 

f. お送りするファイルの様式は検討中です。 
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10．平成26年度事業計画 

・ 総会（5月25日） 

・ 見学会の開催（9月） 

・ 企業セミナー“交流会の開催（時期検討 2月） 

・ 学科の支援強化 

・ 支部活動の支援 

・ 名簿発行（印刷と電子ファイル） 

 

11．平成26年度予算概要[拍手にて承認] 

項目 24年度 25決算 26予算 26年予算の注 

収入 1,496,661 1,634,697 1,640,000 収入 

①企業セミナー賛助金とし

て、240千円を予定 

年会費・寄付金 1,256,500 1,414,500 1,400,000 

セミナー賛助金他 240,161 220,197 240,000 

前年度繰越金 5,976,495 5,758,408 5,989,754 

合計 7,473,156 7,393,105 7,629,754 支出 

①電子名簿ソフト費として

、500千円。冊子名簿印刷

支出 1,714,748 1,420,837 2,550,000 

総会関係費 686,815 624,628 650,000 
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本部関係費 581,232 473,446 600,000 費として、500千円。 

②学科関連支援費として、

350千円 

③支部関連支援費として、

300千円 

支部関係費 271,281 296,996 300,000 

（小計） （1,539,328） （1,395,070） （1,550,000） 

名簿関係費 175,420 25,767 1,000,000 

次年度繰越金 5,758,408 5,972,268 5,079,754 

合計 7,473,156 7,393,105 7,629,754 

 

12．会計収支の状況 

 
13．各支部報告 

a．東海・北陸支部 報告 

東海・北陸支部会員 

― 東海支部：178名 

― 北陸支部：10名 

支部総会および懇親会 

― 平成25年11月1日（金）16：00～19：30 

― デンソー/D-スクエア（刈谷市）にて 

― 本部から：金古同窓会長 

― 講演：長岡技術科学大学植松敬三名誉教授 

「セラミックスの高信頼化に向けた技術科学」 

― 参加者：43名 

（91名の方に支部総会の案内にレスポンスいただきました） 

ゲスト：2名，東海支部：39名，北陸支部：2名 

1956年卒岡田芳之さん ～ 2012年M修了米倉宏さん 

26年度支部長：1984年M修了曽我肇さん（デンソー） 

現支部長高橋知典さん 
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東海・北陸支部 支部総会および懇親 

 

ｂ．中国・四国支部総会報告 

平成25年12月14日（土）に、三宅支部長他8名の参加により開催。 

今回は、昨年の取り決めに従って東京工業大学で理事・岡田清先生に御参加頂く予

定でおりましたが、体調を崩されたために招待者なしでの開催。 

始めに三宅支部長より、窯業同窓会の現状、2015年のセラミックス協会年会の岡山

大学開催についての報告があった。 

さらに，亀島会員より5月に行われた東京工業大学のホームカミングデイと窯業同窓

会総会についての報告がありました。前回までと同様，昼食会形式の会合ではありまし

たが，参加者間の交流をより深めることができた。 

 

ホテルグランヴィア岡山（岡山市）にて 
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ｃ．東北・北海道支部報告 

支部長：中川 善兵衛（秋田大学名誉教授），副支部長：相馬 隆雄（秋田県立大学） 

幹事：（代表）林 滋生（秋田大学），松嶋雄太（山形大学） 

 
・ 第2回支部総会：10月18日（金），18時～，＠メルパルク仙台（仙台市） 

・ ・参加人数：8名 

・ 役員からの簡単な支部の状況報告を行った後，食事をしながらの懇談となりました。 

・ なかなか人数を集めにくい本支部ではありますが，今後はインターネットを利用するなど

して，交流の場を作っていきたいと考えています。 

 

ｄ．卒業20年幹事報告 

・木口賢紀様 

 

14．平成26年度役員[拍手承認] 

相談役：鈴木弘茂，山内尚隆，福長 脩，山岸千丈，木村惰七 

顧 問：古賀義根，赤尾洋二，各務芳樹，宇田川和重，宗宮重行，加藤誠軌，堀江鋭二，尾

野幹也，猪股吉三，石原幸正，錦織経冶，尾島正男 

会 長：金古次雄→井関孝善 

副会長：緒明 博（総務），原 真一（会計），安田榮一（企画）、江上浩二（広報），水谷惟恭

，岡田 清，鶴見敬章（専攻長），坂井悦郎（学科長） 

監 事：石川演慶，中川順吉 

関東支部長：川村隆宏   東海・北陸支部長：曽我 肇 関西支部長：横川善之 

中国・四国支部長：三宅通博 九州支部長：大熊 奐 

東北・北海道支部支部長：中川善兵衛 

幹 事：横川善之，後藤誠史，秋葉徳二，清家捷二，相馬隆雄，岡部淑夫，尾花 博(企画)
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，矢野豊彦，石黒 隆（広報），端山 潔，有代 匡，渡部俊也，田中順三，舟窪 浩，

矢野哲司，榎本尚也，林滋生，細川佳史 

事務局：福富路子 

学年幹事 

平成17年 矢沢亜希，中村明衣子 

平成18年 石井 智，滝沢佳世 

平成19年 柿沼保夫，加茂嵩支 

平成20年 征矢 大，米沢 祐 

平成21年 萩原 学，清水麻衣 

平成22年 立石貴志，猪木亮慶 

平成23年 宮本拓実，和泉達也 

平成24年 小林大斗，堆 仁美 

平成25年 松澤一輝，山岡尚樹 

平成26年 横山広大 

 

15．閉会の辞（川村副会長） 

 

 

 以上 [文責：尾花] 


