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平成 29（2017）年 1 月 24 日理事会議事録
（庶務主査担当理事 岡根）
日 時： 平成 29（2017）年 1 月 24 日(金) 14:00～16:30
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 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，熊井，清水，多田，九十九，中尾，中山，西山，長谷川，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 30/30）
監 事： 角田，佐藤（健）
，増田，大金
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 30 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 11 月 16 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 10 月，11 月，12 月 月次収支報告
佐藤事務局長より，2016（平成 28）年 10 月，11 月，12 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 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 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 特定費用準備資金使用状況報告
佐藤事務局長より，特定費用準備資金使用状況について資料に基づき説明があり了承された．
2.4 2016（平成 28）年 10 月，11 月，12 月会員異動報告
佐藤事務局長より，2016 年 10 月，11 月，12 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．
2.5 2016（平成 28）年 10 月，11 月，12 月 入会会員の承認
佐藤事務局長より，2016 年 10 月，11 月，12 月 の入会申込者 10 名（正会員 10 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) ＷＦＯ 12 月 12 日理事会（電話会議）報告
鳥越副会長より，12 月 12 日に開催されたＷＦＯ理事会について資料に基づき報告があり、了承され
た．
3.2 財務委員会報告
1) 予算・決算作成スケジュールの件
佐藤事務局長より，2017 年度予算及び 2016 年度決算の作成スケジュールについて資料に基づき説
明があり，異議なく承認された．
寺嶋副会長より，東海支部で開発した決算・予算フォーマットの紹介があり，本部と共有化して効
率化を進めている，全国の支部に展開を検討している．佐藤事務局長より費目の定義など，やり方を

検討，勉強会の開催，来年度から平行して他の支部でも活用進めたいと説明があった．
2) ２０１７（平成２９）年 広告申込み状況の報告
細田顧問より，2017 年の広告申し込み状況について，資料に基づき説明があり，了承された．現在
の申し込みは 315.5 ページ，昨年度は 270 ページ，申し込みは増えていると報告があった．
3.3 企画委員会報告
1) ２０１７（平成２９）年 「Castings of the Year 賞」 募集の件
清水企画委員長より，2017 年度 Castings of the Year 賞の募集について資料に基づき説明があり，
異議なく承認された．応募締め切りは，2017 年 5 月 31 日，会告およびホームページで募集を行う．
3.4 研究委員会報告
1) 黒鉛形状定量化研究部会 活動期間延長申請の件
菅野研究委員長より，黒鉛形状定量化研究部会の活動期間を 1 年延長したい旨，説明があり異議な
く承認された．
3.5 ＹＦＥ委員会報告
1) 理系学生応援 Pj ご検討のお願い
牧野 YFE 委員長より，理系学生応援プロジェクトを各支部において積極的に計画立案し，推進して頂
きたい旨説明があり，了承された．
3.6 広報委員会報告
1) 全国講演大会概要集 J-STAGE 掲載について
中山広報委員長より，第 168 回全国講演大会の概要集を 2 月 1 日から J-STAGE 掲載にて公開する．ま
た，5 年以内の研究論文等の公開は，ID，パスワードを各月ごとに作成し，利用できるよう進めている
旨説明があり，了承された．
４．学会運営及び行事に関する事項
4.1 ２０１７（平成２９）年度 定時社員総会開催の件
佐藤事務局長より，2017（平成 29）年度定時社員総会を 2017 年 5 月 27 日（土）
，東京都市大学世田
谷キャンパスにおいて開催する旨説明があり，異議なく承認された．
4.2 第 170 回全国講演大会・日本鋳造協会秋季大会開催のお知らせ
麻生支部長より，第 170 回全国講演大会・日本鋳造協会秋季大会を 2017 年 9 月 29 日（金）から 10
月 2 日（月）
，秋田大学手形キャンパスにおいて開催する旨，資料に基づき説明があり，了承された．
4.3 生型研究部会 シンポジウム収支報告の件
佐藤事務局長より， 2016 年 11 月 4 日 ウインクあいちで開催された生型研究部会シンポジウムの収
支結果について，資料に基づき説明があり，異議なく承認された．
4.4 鋳造品の評価技術研究部会 シンポジウム収支報告の件
佐藤事務局長より， 2016 年 11 月 22 日 東京都立産業技術研究センターで開催された評価技術研究部
会シンポジウムの収支結果について，資料に基づき説明があり，異議なく承認された．
4.5 技術講習会協賛依頼の件
佐藤事務局長より， 2017 年 5 月 26 日（土）
，東京工業大学において開催される技術講習会について
協賛の依頼を 6 団体に依頼する旨説明があり，異議なく承認された．
５．各種選考に関する事項
5.1 ２０１７年度表彰（6 賞） 表彰者提案の件（当日配布）
神戸副会長より，午前中に開催された 6 賞選考委員会の結果について報告された．功労賞は，村田秀
明氏，若林光洋氏，舟木克之氏，青山俊三氏，柏井茂雄氏，九十九徹氏，惠良秀則氏，の 7 名．技術賞
は，八百川盾氏，杉浦直晋氏，金澤賢一氏，矢野賢一氏、小倉純一氏，渡辺兼三氏，古志野康博氏，井
上晃利氏，の 3 グループ 8 名．クボタ賞は，菅野利猛氏，和氣慎氏，の 2 名．飯高賞は，山縣裕氏，の
1 名．豊田賞は，㈱本田技術研究所及び柳河精機㈱，新東工業㈱鋳造事業部，㈱大紀アルミニウム工業
所，の 3 グループ．日下賞は，松木俊朗氏，柳楽知也氏，遠藤栄治氏，の 3 名．以上の報告があり，異
議なく承認された．
5.2 ２０１７年度 「日本鋳造工学会大賞」選考委員会の件
佐藤事務局長より，2017（平成 29）年度の「日本鋳造工学会大賞」選考委員会を 3 月 15 日（水）午

前に開催し，同日午後の理事会にて報告承認の手続きをする旨説明があり，異議なく承認された．
5.3 ２０１７年度 若手支援・奨励金受給者選考委員会の件
佐藤事務局長より，2017（平成 29）年度の若手支援・奨励金受給者の選考委員会を 3 月 15 日（水）
午前に開催する旨説明があり，異議なく承認された．
5.4 ２０１６年度 奨励賞授賞者
佐藤事務局長より，2016（平成 28）年度の奨励賞授賞者が 30 名である旨，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 鋳造カレッジ 10 周年記念式典・祝賀会 地区開催概要の件
角田日本鋳造協会専務理事より，鋳造カレッジ 10 周年記念式典・祝賀会地区開催の概要について，資
料に基づき説明があり，了承された．
6.2 平成 29 年度 日本学術会議公開シンポジウム共催依頼の件
佐藤事務局長より，4 月 22 日（土）に開催される予定の平成 29 年度日本学術会議公開シンポジウム
について共催の依頼があった旨説明があり，異議なく承認された．
6.3 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 3 月 15（水）13:00～16:00
【場所】機械振興会館 Ｂ３－６号室
（東京都港区芝公園 3-5-8）

【補足】会長，監事 4 名が議事録署名人となる．
以上

