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平成 28（2016）年 9 月 24 日理事会議事録
（庶務主査担当理事 岡根）
日 時： 平成 28（2016）年 9 月 24 日（土）12:30～13:50
場 所： 高知県文化プラザ「かるぽーと」 ９階学習室
高知市九反田２－１
出席者（敬称略）
理 事：木口会長，鳥越副会長，神戸副会長，寺嶋副会長，東，麻生，今西，入澤，内田，易，岡根，
菅野，熊井，清水，多田，九十九，中山，西山，旗手，平塚，舟木，前田，牧野，宮原，
本保，山本，吉田
（出席数／理事総数 27/30）
監 事： 角田，増田
事務局： 佐藤(和)事務局長，佐藤(万)，細田
記録 庶務主査理事 岡根
【議長】 木口会長
はじめに事務局から，今回の理事会出席理事は 27 名（理事 30 名中）であり，定款第 30 条第 1 項に基づき
成立していることを報告し，定款 31 条第 2 項により議事録署名人が会長及び監事であることを確認し，会
議を開始した．
【定例議題】
１．前回議事録（2016（平成 28）年 6 月 24 日理事会）について，異議なく承認された．
２．財務及び会員に関する事項
2.1 2016（平成 28）年 6 月〜8 月 月次収支報告
佐藤事務局長より，2016（平成 28）年 6 月〜8 月の月次収支について説明があり了承された．
2.2 2016（平成 28）年度 累計収支報告
佐藤事務局長より，2016（平成 28）年度 累計収支について説明があり了承された．
2.3 2016（平成 28）年 6 月〜8 月 会員異動報告
佐藤事務局長より，2016 年 6 月〜8 月の会員異動について説明があり了承された．
2.4 2016（平成 28）年 6 月,7 月,8 月 入会会員の承認
佐藤事務局長より，2016 年 6 月,7 月,8 月の入会申込者 132 名（鋳造技師 61 名及び外国 1 名を含む正
会員 109 名，学生会員 23 名）について説明があり，異議なく承認された．
2.5 2017（平成 29）年度 永年会員有資格者の件
佐藤事務局長より，2017 年度の永年会員有資格者 19 名について説明があり、異議なく承認された．
３．各種委員会に関する事項
3.1 国際関係委員会報告
１）第 72 回世界鋳造会議（WFC2016）開催結果報告の件
木口会長より, 第 72 回世界鋳造会議（WFC2016）開催結果について, 参加登録者合計 961 名、講演
数はポスター発表と合わせて 200 超、工場見学会等の各行事も無事実施等,資料に基づき報告があり
了承された．なお、大会収支報告では 833 万円超の益があり,使途については財務企画委員会で検討、
次回理事会で提案する旨、報告があった.
２）日韓 YFE 大会参加報告の件
牧野委員長より, 日韓 YFE 大会について報告された。日本からは 35 名が参加し、1 件の keynote
speech, 2 件の invited speech を含め 21 件の発表と 6 件のポスター発表があった。今後は 2 年に 1
回開催、2 年後に日本開催予定が計画されている。なお、工学会からは熊井国際関係委員長始め 4 名
の派遣があり、それに伴う費用の説明があり、異議なく承認された。

３）中国鋳造工学会参加計画の件
中国機械工学会鋳造分会より 2016 年 10 月に開催される会議への招待があり、木口会長を代表とし
て 4 名の参加を計画しており、渡航費用は工学会が負担する旨説明があり、異議なく承認された。
3.2 研究委員会報告
１) ホームページ掲載内容更新
菅野委員長より、ホームページ掲載内容更新の報告があり承認された。なお、掲載内容の見直し例
として、研究部会の歴史を追加した例が示された。
２)評価技術研究部会シンポジウム開催の件
菅野委員長より、評価技術研究部会のシンポジウム開催提案があり異議なく承認された。
3.3 編集委員会報告
１）新刊「現場技術改善事例集Ⅱ」発刊のお知らせ
２）現場技術改善事例 投稿依頼の件
平塚委員長より、
「現場技術改善事例集Ⅱ」発行された旨報告があった。また、現場技術改善事例
の投稿が減少傾向にあり各支部への推薦の依頼があった。以上 2 件承認された。
3.4 財務委員会報告
１)「賀詞挨拶広告」勧誘の件
２）2017（平成 29）年度会誌広告掲載依頼の件
佐藤事務局長より，上記 2 件について各支部へ勧誘依頼があり承認された。並びに、各社へ依頼状、
料金表、申込書を発信する旨説明があり、異議なく承認された。
3.5 企画委員会報告
１) 2016 年 Castings of the Year 賞選考結果
清水委員長より、4 件の応募、2 件の選考結果の報告があり、承認された。
２) 第 2 回学生鋳物コンテスト実施状況
清水委員長より、10 校の参加があり、最優秀賞ものつくり大学、優秀賞東北大学及び岩手大学との
報告があり、承認された。
3) 理系応援プロジェクト実施報告
清水委員長より、中学生対象に旭川高専で開催され、技術セミナーが関西支部で開催された旨報告
があり承認された。
3.6 人材育成委員会報告
旗手人材育成委員長より，日本鋳造協会鋳造カレッジ企画委員会・日本鋳造工学会人材育成委員会合
同委員会メンバーの見直しについて報告があった。
４．学会運営及び行事に関する事項
4.1 2017（平成 29）年度 表彰選考スケジュール
佐藤事務局長より，各賞の選考スケジュールの説明があり、了承された。
4.2 日下賞 賞牌 変更の件
佐藤事務局長より，賞牌生産中止のためブック型の賞状への変更の説明があり、了承された。
4.3 奨励賞募集の件
佐藤事務局長より，奨励賞募集の案内、選考スケジュールについて説明があり、了承された。
4.4 第 168 回全国講演大会参加者数
佐藤事務局長より，第 168 回全国講演大会の参加者数について、事前登録 657 名、当日 48 名、合計

705 名が参加、また、技術講習会についても 72 名参加との報告があった。
５．その他の事項
5.1 鋳造カレッジ 10 周年式典
日本鋳造協会角田専務理事より, 鋳造カレッジ 10 周年式典について３月 15 日に機械振興会館にて開
催予定の旨報告があり、共催として協力依頼があった。また、各地区でも開催予定があり、各支部への
協力依頼があった。
5.2 ホームページ用サーバー利用お願いの件
佐藤事務局長より、サーバーに空きがあり、支部及び研究部会へ本部サーバー利用の検討依頼があっ
た。
5.3 次回理事会開催日の件
佐藤事務局長より，次回理事会開催日の説明があり，承認された．
【日時】2016 年 11 月 16 日（水）14:00～17:00
【場所】株式会社クボタ 東京本社
東京都中央区京橋 2 丁目 1 番 3

【補足】会長，監事 2 名が議事録署名人となる．
以上

