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平成 29（2017）年 9 月 30 日理事会議事録
（庶務主査担当理事 岡根）
日 時： 平成 29（2017）年 9 月 30 日(木) 12:30～13:50
場 所： 秋田大学 手形キャンパス 一般教育棟 1 号館 ２０８会議室
（秋田県秋田市手形学園町 1 番 1 号）
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，門野，菅野，清水，多田，九十九，中尾，西山，長谷川，旗手，平塚，舟木，前田，宮
原，本保，山本，吉田（出席数／理事総数 27/30）
監 事： 佐藤（健）
事務局： 佐藤(和)事務局長
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．
【議事】
１．前回議事録（2017（平成 29）年 7 月 6 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 2017（平成 29）年 6 月，7 月，8 月 月次収支報告
佐藤事務局長より，2017 年 6 月，7 月，8 月の月次収支について資料に基づき説明があり，了承され
た．
2.2 2017（平成 29）年度 累計収支報告
佐藤事務局長より，2017（平成 29）年度 の累計収支について資料に基づき説明があり，了承された．
2.3 2017（平成 29）年 6 月，7 月，8 月 会員異動報告
佐藤事務局長より，2017 年 6 月，7 月，8 月の会員異動について資料に基づき説明があり，了承され
た．
2.4 2017（平成 29）年 6 月，7 月，8 月 入会会員の承認の件
佐藤事務局長より，2017 年 6 月，7 月，8 月の入会申込者 138 名（正会員 118 名，学生会員 20 名）,
維持会員 3 社について説明があり，異議なく承認された．
2.5 2018（平成 30）年度永年会員有資格者 承認の件
佐藤事務局長より，2018（平成 30）年度永年会員有資格者について，資料に基づき説明があり，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) SPCI-11（スウェーデン）参加報告及び SPCI-12 日本開催提案の件
木口会長より，2017 年 9 月 4 日から 17 日、スウェーデンで開催された SPCI-11 に参加した内容に
ついて口頭で報告された．本大会において次期開催地（SPCI-12）を 2020 年日本で開催される旨報告
があり，異議なく承認された．
2) 2017 中国鋳造学会へ代表者派遣の件

木口会長より，2017 年 11 月 14 日～17 日、中国蘇州で開催される 2017 中国鋳造学会へ、正代表と
して木口会長、副代表として朴氏、発表者 2 名（岡安氏、小岩井氏）を派遣したい旨報告があり，異
議なく承認された．
3.2 編集委員会報告
1) 新刊発行について
平塚編集委員長より，日本鋳造工学会の創立 85 周年を記念し、
「戦中戦後から平成へ 激動の時代
を鋳た先人たち」
，
「鋳造要素技術概論ダイカスト」の 2 刊を発刊した旨報告があり，了承された．
3.3 研究委員会報告
1) 第 2 回 研究委員会開催及び「IoT 対応研究部会」立上げの件
菅野研究委員長より，第 2 回研究委員会を 7 月 27 日（木）に，本部事務局の会議室にて開催し，
新規に IoT 対応研究部会を立ち上げるため、委員を公募したい旨報告があり，異議なく承認された．
3.4 財務委員会報告
1) 各支部宛「賀詞挨拶広告」勧誘の件
佐藤事務局長より，2018（平成 30）年 1 月号に掲載する「賀詞挨拶広告」の勧誘を実施したい旨報
告があり，異議なく承認された．
2) 2018（平成 30）年度会誌広告掲載依頼の件
佐藤事務局長より，
「鋳造工学」誌 90 巻の「広告掲載」の案内を配信したい旨報告があり，異議な
く承認された．
3.5 企画委員会報告
1) 学生鋳物コンテスト開催状況及び審査結果
清水企画委員長より，2017 年 9 月 22 日，23 日、早稲田各務記念材料研究所において開催された第
3 回学生鋳物コンテストの開催状況について報告があった．審査の結果、最優秀賞 1 チーム，優秀賞
2 チームが決定した旨報告があり，異議なく承認された．
2) 理系応援プロジェクト（関東支部）開催状況及び収支報告
本保支部長より，2017 年 7 月 31 日，8 月 1 日、ものつくり大学において、関東支部理系応援プロ
ジェクトを開催した内容について資料に基づき報告があり，異議なく承認された．
3) 年代別（各支部）会員状況調査の件
佐藤事務局長より，日本鋳造工学会の会員の専門分野及び経歴などについて各支部別調査表の説明
があり、フォーマットを修正し再提案すること．また、調査依頼は、会長名で配信することで，了承
された．
4) 4-2 日本鋳造工学会代議員選挙管理委員会規程一部改定の件
佐藤事務局長より，日本鋳造工学会代議員選挙管理委員会規程について一部改定したい旨資料に基
づき説明があり，異議なく承認された．
４．学会運営及び行事に関する事項
4.1 関西支部共催技術講習会開催の件
佐藤事務局長より，8 月 28 日（月）近畿大学東大阪キャンパスにおいて開催された関西支部共催技
術講習会の参加者数及び費用について資料に基づき報告があり，異議なく承認された．
4.2 第 170 回全国講演大会・鋳造協会秋季大会参加者数の報告（速報）
佐藤事務局長より，第 170 回全国講演大会・鋳造協会秋季大会の参加者数について資料に基づき報
告があり，了承された．
５．各種選考に関する事項
5.1 2018・2019（平成 30・31）年度 代議員選挙実施計画日程変更の件
佐藤事務局長より，2018・2019（平成 30・31）年度 代議員選挙実施計画について一部日程変更を
行いたい旨資料に基づき説明があり，異議なく承認された．
5.2 2018・2019（平成 30・31）年度 理事・監事選考実施計画の件
佐藤事務局長より，2018・2019（平成 30・31）年度 理事・監事選考実施計画について資料に基づ

き説明があり，異議なく承認された．
６．その他の事項
6.1 他団体表彰候補者推薦の件
佐藤事務局長より， 2018（平成 30）年度文部科学大臣表彰の候補者について資料に基づき説明が
あり，異議なく承認された．
6.2 次回理事会開催日の件
木口会長より，次回理事会開催日の説明があり，異議なく承認された．
【日時】2017 年 11 月 24 日（金） 13:30～16:50
【場所】株式会社クボタ 東京本社 会議室
（東京都中央区京橋 2 丁目 1-3
京橋トラストタワー16 階）
【補足】会長，監事 1 名が議事録署名人となる．
以上．

