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送付の件

皆さん、猛暑・酷暑＆ゲリラ豪雨の夏が終わりつつあり、気が付けば９月が近づきましたが、
いかがお過ごしでしょうか。また、新型コロナ感染拡大の第７波が続いていますが、皆さんは大
丈夫でしょうか。
私の会社でも７月中旬から感染者が急激に増加し、社内での感染拡大はほとんどなかったも
のの、家族からの感染や濃厚接触により療養者・自宅待機者が増え、８月も感染者が高止まりし
ており、一部の製造設備では一時的に稼働を下げるという影響が出ています。
私自身も、７月に家族が感染したため濃厚接触者となり７日間の自宅待機を行いましたが、在
宅勤務で対応したため、仕事にはほとんど影響はありませんでした。在宅勤務は、自分の仕事に
集中できますし、会議もリモート（Teams や Zoom）で出来ますので、本当に便利な世の中になり
ました。ただ、仲間とちょっとした話や雑談もできないですし、何か組織やチームで仕事をして
いるという事が実感できず、しっくりこないですね。私には、基本は出社して、たまに在宅勤務
くらいが丁度良いように改めて思いました。
（昭和の人間で考えが古いのかもしれませんが・・・）
さて、今回は「広島大学工学同窓会大阪支部役員会」の議事録と関連資料、「広島大学工学同
窓会

全国支部長会 報告資料（大阪支部活動状況報告）」を送らせていただきます。

報告が遅くなりましたが、２０２２年３月の大阪支部総会を中止した代わりに、大阪支部役員
会を Zoom で開催しましたので、その内容を報告します。
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【別紙１】
広島大学工学同窓会大阪支部役員会

議事録

（２０２１年度）
２０２２年３月１２日
大阪支部長
１． 日時：２０２２年３月１２日（土）１３:００～１４:３０
２．出席者
（支部長）

高垣

宜和（Ⅲ類化学 S62）

（副支部長）柏原

敬憲（Ⅰ類機械 H1）

（幹事）

中村

隆廣（Ⅰ類機械 S56）

（幹事）

豊高

勝

（経工S47）

（幹事）

渡辺

仁

（Ⅰ類 S59）

３．議題
（１）２０２１年度支部活動報告および２０２２年度活動計画（資料－１）
（２）会計報告（資料－２）
（３）その他

1

高垣宜和

４．議事録
（１）新型コロナ感染の状況
高垣：社員の感染者はあるが、社内で感染拡大はほとんどなし
本社は２０％くらいの在宅勤務
柏原：社内感染者２０名/１５００人くらい
中村：３０％の出勤抑制、本社はほぼ在宅勤務
渡辺：ここ２年間は、ほぼ在宅。最近は月１回は出社するようにしている
豊高：ＩＳＯ審査は、ＷＥＢでの審査が多い
中小の会社の場合、ＷＥＢ環境がなく現地審査することが多いが、会議室にビ
ニールカーテン、アクリル板などを設置して対策をしながら実施している。
事前にＰＣＲ検査や抗原検査の陰性確認を要求されるところもあり。
（２）活動報告、会計報告
会計の仕事をクボタの田中さんに引き継ぐ事を考えていたが、４月の異動で東京とな
りそうなので、引き続き中村さんが担当する。
（３）次回の総会
クボタの飯田さんのような方がいれば人が集まりやすいが、代わる人がいない。
広大にも若くてグローバルに活躍されている先生もいるので、そのような方に講演を
依頼するとよいのでは。
（若い人も知っている先生であれば、若い人も集まってもらえる）
やはり、集まって Face to Face が良いと思う。
（ＷＥＢだと、全員で話題の共有はできるが、個別の深い話もできないので）
＊２３年３月の総会は、集合方式＋ＷＥＢのハイブリッド型式で進める。
（集合するかどうかは１月頃判断）
＊講演をお願いする先生（できれば若くグローバルで活躍されている方）をお願いす
る。
（４）年間の活動
例年とおり、総会＋季報、他支部や関西フェニックスとの連携を行う。
（５）神戸支部
神戸支部の活動実態がないとはいえ、大阪支部が面倒みるのは大変ではないか。
神戸支部の地域にある企業（川崎重工、神戸製鋼所など）が中心になって支部活動を
進めるような形が望ましい。
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大阪支部としては様子見として、工学同窓会本部と関西フェニックス事務局や校友会
事務局が相談して可能な対応をしてもらう。
（６）新規入会、継続会員の確認
３年に１回、実施することになっているが、コロナもあるので１年間は延期して、
２０２３年度以降に実施しては。
若い人の意見を聞いてみる事も必要だが、支部会員には若い人はあまりいない。
校友会などに、関西地区の活動（工学同窓会大阪支部、関西フェニックスの会など）
を掲載してＰＲしてもらうのも良いのではないか。
＊２０２２年度の新規会員募集、継続会員の確認は２０２３年度以降とする。
＊会費については、年間の必要費用を算出して、当面残高５００千円になるまでは、
徴収しないという方向でどうか検討する。（次回、役員会等で議論）
（７）その他
次回の総会は通常開催できるようになってほしい。
ＷＥＢもできるようになったので、うまく活用していければ。（若い人にはとっつき
やすいし、年寄にも役立つ）
役員会を半年後にやってはどうか。
（５人くらいで話や情報共有するのは良いと思
う）

以上
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広島大学工学同窓会大阪支部
総会資料（２０２１年度）

【別紙２】
（資料－１）
広島大学工学同窓会大阪支部

活動報告

（２０２１年度）
２０２２年３月１２日
大阪支部長
１．支部状況
（１）支部役員
（支部長）

高垣

宜和（Ⅲ類化学 S62）

（副支部長）柏原

敬憲（Ⅰ類機械 H1）

（幹事）

中村

隆廣（Ⅰ類機械 S56）

（幹事）

豊高

勝

（経工S47）

（幹事）

渡辺

仁

（Ⅰ類 S59）

（名誉顧問）飯田

聡

（経工Dr S55）㈱クボタ特別技術顧問

（２）本部による事務作業支援
・支部季報（夏、冬の２回）の郵送作業について、本部へ委託。
・支部季報のＨＰ（広島大学工学同窓会）への掲載。
２．２０２１年度活動状況
（１）大阪支部総会
毎年３月開催だが、２０２１年３月も開催せず
（２）季報発行（２回/年）・・・ＨＰにも掲載
春

号

発行せず

夏

号

２０２１年

晩秋号

発行せず

冬

２０２２年

号

９月

５日

２月２０日

（３）広島大学工学同窓会総会、全国支部長会
日時：２０２１年５月２３日（総会のみ開催）
参加：コロナのため出席せず。（全国支部長会は中止）
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高垣宜和

広島大学工学同窓会大阪支部
総会資料（２０２１年度）

（４）関西フェニックスの会との連携
１）広島大学就活生との懇談会

⇒

中止

（５）広島大学グローバルキャリアデザインセンター支援
１）広島大学就活生との懇談会

⇒

中止

（６）広島大学工学同窓会（本部）
１）ＱＳ社実施の雇用主意識調査への協力
広島大学工学部より工学同窓会を通じて、ＱＳ社が実施する雇用主意識調査（ア
ンケート）への協力要請があり、４名の方に協力いただく事となった。
目的：世界大学ランキングにおける広島大学の評価を行う
対象：企業に所属されている役員・幹部社員の方
⇒大阪支部会員の中で４５～６０歳、企業所属の方に依頼
ＱＳ社：英国を拠点とする大学評価機関クアクアレリ・シモンズ社
（Quacquarelli Symonds）の略称
（７）関西地区の各支部との連携
１）滋賀県支部
滋賀県支部総会（２０２１年６月１２日、ＷＥＢ開催）に高垣が参加。
大阪支部活動状況を報告。
２）神戸支部
神戸支部長の平岡様がご逝去。
神戸支部長の後任が見つからないという事で相談があり検討したが、適任者が見
つからなかったので、大阪支部としてはこのまま様子を見ることとした。
（神戸支部会員の把握はできていない様子）

３．２０２２年度活動計画
（１）大阪支部総会⇒大阪支部役員会を開催（２０２２年３月）
（２）季報発行（夏、冬）
（３）広島大学工学同窓会総会（２０２２年５月）
（４）関西フェニックスの会との連携
（５）関西地区の各支部との連携
以上
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【別紙３】
（資料−２）
2022 年 3 月 10 日
広島大学工学同窓会

大阪支部

2020 年度と 2021 年度 会計報告

中村

隆廣

１．2020（令和 2）年 4 月から、2022（令和４）年 3 月 9 日現在までの会計報告
〇2020（令和２）年度
収入
2020（令和２）年 4 月 1 日
9月2日
10 月 1 日
12 月 11 日

利子
年会費 1 名

\6-＝

細川さん

利子

\1,519,849-

\3,000\6-

本部入金

\26,100合計\29,106-

支出
☆2021（令和 3）年

3 月 10 日

大阪支部印鑑

\10,000

2021(令和 3)年 3 月末収支

\1,538,955-

-----------------------------------------〇2021（令和 3）年度
収入
2021（令和３）年 4 月

1日

利子

\6-

10 月 1 日

利子

\6-

12 月 15 日

本部入金

\23,400-

支出
無し

2022(令和４)年 3 月末収支

\0-

\1,562,367-

【別紙４】
令和３年度支部状況表
支部名及び
支部長名（卒科年）
支部事務所所在地
（郵便・電話番号・メールアドレス）

副支部長氏名（卒科年）
顧問・相談役
幹事・監査
その他役員氏名（卒科年）
支部の地域範囲
支部総員数
支部行事

次年度の行事予定

支部の決算・予算 総額
備

考
本部に対する意見
希望事項等 ご記入
下さい。

大阪支部
髙垣 宜和（Ⅲ類 S63 年卒、工学研究科 H2 年修了）
(勤務先)〒550-0011
大阪市西区阿波座１丁目 12 番 18 号
株式会社大阪ソーダ 生産技術本部 ＣＳＲ推進部
Tel
： 06-6110-1591 FAX : 06-6110-1608
E-mail : ytakagak@osaka-soda.co.jp
（副支部長）柏原
敬憲（Ⅰ類機械 H1）
（幹事）
中村
隆廣（Ⅰ類機械 S56）
（幹事）
豊高
勝 （経工 S47）
（幹事）
渡辺
仁 （Ⅰ類 S59）
（名誉顧問）飯田
聡 （経工 Dr S55）㈱クボタ技術顧問
大阪府、京都府、奈良県、一部兵庫県下 約１,３００名
登録会員数 約１４０名
１．季報発行 ２回/年・・・工学同窓会のＨＰへも掲載
春号 未発行、夏号 2021/9/5、秋号 未発行、冬号 2022/2/20
２．新規会員募集・継続会員確認（３年１回実施）
今年度は実施しませんでした。
３．卒業生と就活生の懇談会
(広島大学グローバルキャリアデザインセンター/関西フェニックスの会)
今年度も新型コロナウイルス感染拡大のため、中止となりました。
４．令和３年度支部総会
今年度も新型コロナウイルス感染拡大のため中止としました。
５．令和３年度支部役員会（2022 年 3 月 12 日）
中止とした支部総会に代わり支部役員会を開催し、支部活動報告および
今後の支部活動について協議しました。
６．滋賀県支部との連携
滋賀県支部総会（2021 年 6 月 12 日、WEB 開催）に高垣が参加し、
大阪支部活動状況を報告しました。
７．広島大学工学部からの協力要請
広島大学工学部からの要請があり、世界大学ランキングのための
アンケートへ大阪支部より４名が協力予定です。
１．大阪支部季報発行
支部長より配信 ４回/年
２．広島大学関西フェニックスの会（広大就活支援等）との連携
３．2023 年 3 月 支部総会
￥１,５６２,３６７ (2022 年 3 月 31 日)
１．今年度も、季報の郵送作業を本部で実施していただき、支部役員の負担
軽減となり助かりました。
２．滋賀県支部など関西地区の各支部と情報交換を行い連携して行きたい。

2022.4.30 高垣（記）

