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2020（令和 2）年 11 月 27 日理事会議事録
（庶務主査担当理事 神戸）
日 時： 2020 年 11 月 27 日(金) 13:30～16:00
場 所： 日本鋳造工学会 事務局会議室
（東京都港区芝浦 4－15－33）
出席者（敬称略）
理 事：神戸副会長 ，岡根，西
Web 会議システムにて会議に出席： 清水会長，白川副会長，新宮副会長，浅野，今西，小川，
熊井，黒川，才川，佐藤（高），杉山，高橋，田村，野田，平塚，舟木，前田，松木，
村井(茂），村井（紀），村田，山口，山本，横溝，吉田
（出席数／理事総数 28/30）
YFE 委員長（Web 会議システムにて会議に出席）
：白木
監 事：－
Web 会議システムにて会議に出席：本保，橋本
事務局：佐藤(和)事務局長，細田
記録 庶務主査理事 神戸
【議長】 清水会長
はじめに事務局から，今回の理事会出席理事は 28 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．
また，
今般の事情に鑑み理事 25 名，
監事 2 名が Web 会議システムにて理事会に参加した．
Web 会議システムでの参加に際しては，出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり，適時的確な意
見表明が互いにできる仕組みとなっていることが確認された．
【議事】
１．前回議事録（2020 年 9 月 18 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 2020 年 9 月，10 月 月次収支報告
佐藤事務局長より，2020 年 9 月，10 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 2020 年度 累計収支報告
佐藤事務局長より，2020 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 2020 年 9 月，10 月 会員異動報告
佐藤事務局長より，
2020 年 9 月，
10 月の会員異動状況について資料に基づき説明があり，
了承された．
２.４ 2020 年 9 月，10 月 入会会員 承認の件
佐藤事務局長より，2020 年 9 月，10 月の入会会員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 企画委員会報告
１）
「鋳造の基礎講座」開催方法に関する件
佐藤事務局長（菅野企画委員長に代わり）より，
「鋳造の基礎講座」開催方法に関する（案）について，
資料に基づき説明があり，
「鋳造の基礎講座」を開催することで承認された．但し，プログラム案につ
いては，再検討することで了承された．

２）学生鋳物コンテスト開催方法に関する件（口頭報告）
佐藤事務局長（菅野企画委員長に代わり）より，学生鋳物コンテスト開催方法について検討中との報
告がなされた．本件は，会長預かりとすることで了承された．
３.２ 編集委員会報告
１） Scopus 登録申請に関する報告（口頭報告）
岡根編集委員長より，Scopus 登録申請に関する進捗状況について，口頭にて報告があり了承された．
３.３ 国際関係委員会報告
１） WFO 分科会の造型材料メンバー変更の件
平塚国際関係委員長より，WFO 分科会の造型材料メンバーについて前田安郭氏，永井康弘氏の二名が
新たにメンバーとして登録した旨，資料に基づき報告があり了承された．
３.４ 広報委員会報告
１）WEB サービス向上に向けたホームページ活用の件（口頭報告）
野田広報委員長より，WEB サービス向上に向けたホームページの活用方法について，口頭にて報告が
あり了承された．
３.５ 研究委員会報告
１）
「IoT 研究部会」活動期間延長申請の件
前田研究委員長より，
「IoT 研究部会」活動期間延長申請について資料に基づき報告があり，異議なく
承認された．他の研究部会についても調査することで，了承された．
３.６ 長期ビジョン委員会報告
１）支部懇話会の一次集計報告
白川副会長（兼長期ビジョン委員長）より，各支部懇話会の状況について，一部資料に基づき報告が
あり了承された．
４．学会運営及び行事に関する事項
４.１ 第 176 回全国講演大会（誌上発表）開催状況の報告
佐藤事務局長より，第 176 回全国講演大会の開催状況，学生オンライン講演会について資料に基づき
説明があり了承された．神戸副会長及び岡根編集委員長より補足，並びに一般誌上講演などについて
の説明があり，了承された．
４.２ 第 177 回全国講演大会の準備状況の報告
西大会実行委員長より，第 177 回全国講演大会の準備状況について資料に基づき説明があり，ＷＥＢ
形式を基本として準備を進めることで了承された．
４.３ シンポジウム（ダイカスト研究部会）開催実施報告
佐藤事務局長より，11 月 6 日にＷＥＢ形式で開催されたダイカスト研究部会シンポジウムの参加状況
と収支報告について，資料に基づき報告があり，異議なく承認された．
４.４ Castings of the Year 賞 表彰式実施報告
佐藤事務局長より，Castings of the Year 賞の表彰式について，資料に基づき報告があり，了承され
た．
４.５ 本部事務局員 1 名増員の件
清水会長より，本部事務局員 1 名増員につて，定款第 43 条 3 項「事務局長は，理事会の承認を得て会
長が任免し，その他の職員は会長が任免する．
」に基づき，神戸洋史氏が 2 月 1 日より入局する旨，報
告があり了承された．
５． 各種選考に関する事項
５.１ 2021（令和 3）年度 表彰（7 賞）推薦状況と選考委員会の件
佐藤事務局長より，2021（令和 3）年度 表彰（7 賞）推薦状況と選考委員会について，資料に基づき
報告があり，異議なく承認された．
５.２ 各種若手研究者奨励・支援 公募の件

佐藤事務局長より，各種若手研究者奨励・支援 公募について，資料に基づき報告があり，異議なく
承認された．
５.３ 2021（令和 3）年度 名誉会員推薦の件
佐藤事務局長より，2021（令和 3）年度 名誉会員推薦について，資料に基づき報告があり，異議な
く承認された．
５.４ 2020（令和 2）年度 奨励賞授賞者
佐藤事務局長より，2020（令和 2）年度 奨励賞授賞者について，資料に基づき報告があり，規程に
より 1 名を除き，全 33 名は異議なく承認された．
５.５ 大賞 楯製作内容変更の件
佐藤事務局長より，大賞 楯製作内容変更について，資料に基づき報告があり，再度検討することで
了承された．
６．その他の事項
６.１ 次回 理事会開催日の件
１）次回理事会
清水会長より，次回の理事会開催日の説明があり，異議なく承認された．
【日時】 2021 年 1 月 22 日（金） 13:30～16:00
【場所】 日本鋳造工学会 事務局会議室
Web 会議併用で行う．

【補足】会長，監事２名が議事録署名人となる．
以上．

