第 21 回

埼玉大学理学部同窓会役員会

議事録(案)

開催日時：平成 29 年 9 月 23 日 13:00 から 14:30
場
出

所：埼玉大学理学部第１会議室
席 者：鈴木（理学部長）
、平出（会長）
、牧、加藤、中山、一石、江頭、井上、長谷川、田中、
松岡 （敬称略 計 11 名）

１． 報告事項
① 資料１にもとづき、今年度理学部同窓会役員の確認を行った。
② 平成 28 年度の各学科同窓会活動報告と平成 29 年度の活動予定：各学科同窓会担当者より報告があっ
た。
③ 平成 28 年度理学部同窓会活動報告（井上）
：
・ 同窓会メールマガジン配信
・ 理学部公開セミナー：平成 28 年 11 月 26 日に開催。理学部同窓会は後援として同企画を支援。
・ 卒業記念品の配布：平成 29 年 3 月「オールラウンドマルチツール（資料２）」を贈呈。
④ 理学部同窓会会計報告：前年度会計担当（長谷川）から収入・支出の概要について説明があった。出
納簿、通帳の点検、領収書・会費郵便振り込み用紙等検査を行い、監事の最終確認後、平成 28 年度収
支決算報告書として了承する（資料３）
。
⑤ 会費納入状況：事務局から平成 29 年 4 月入学学生からの会費納入状況について、9 月 23 日現在で 124
名の納入があったことが報告された。
⑥ 埼玉大学代議員総会（7／22 開催）報告：平出会長より以下の報告があった。
(1)役員 37 名の名簿が出され承認された。このうち、理学部からは平出、井上、田中、長谷川、松
岡の 5 名が出席した。
(2)H28 年度事業報告
(3)H28 年度決算報告
(4)H29 年度事業計画と予算：H28 年度同様。
(5)代議員数が各学部同窓会 7 名から 6 名に変更された。
(6)埼玉大学との協力について（同窓会費の一元化）
(7)（株）埼玉学術事業会への業務委託
その他

２． 協議事項
① 埼玉大学同窓会分担金 163,000 円の支出が了承された。
② 各学科同窓会活動への支援として、各学科へ 5 万円の支援が了承された。
③ 理学部教育環境整備協力寄付金として理学部へ 50 万円の寄付が了承された。
④ 卒業記念品の配布：今年度も昨年度と同程度の予算内で記念品を贈ることが了承された（20～25 万
円 単価ベースで 700 円から 1000 円）
。
⑤ 理学部長表彰への協力：学部長賞の副賞を同窓会予算から支出することが了承された。
（6 万円程度）
⑥ 理学部公開セミナー（11／25）の共同開催：埼玉大学むつめ祭期間中、総合研究棟シアター教室・ラ

ウンジで開催予定。同窓会として広報・実験用消耗品購入に協力することを了承した。（8 万円程度）
⑦ 就職講演会の支援：各学科の就職講演会開催に対して、必要に応じて同窓会からも資金援助を行うこ
とが了承された。
⑧理学部同窓会ホームページがリニューアルされた。現在のホームページは以下の URL です。
http://alumni-saitama-sci.jp/
⑨メールマガジンの配信：今年度もメール配信活動を継続することが確認された。
⑩ 平成 30 年度の役員ローテーションについて確認：平成 30 年度は会長・事務局を基礎化学科同窓会よ
り選出・担当し、会計は生体制御学科同窓会が担当することとした。
⑪・ホームカミングデー（10 月 14 日）での理学部同窓会の受付担当を牧に決定した。
・埼玉大学同窓会名簿システム WG メンバーを井上に決定した。
以上に関連して平成 29 年度予算案を了承した。
（文責 松岡）

資料１

＜平成２８年度

理学部同窓会役員＞

顧問 （理学部長） 鈴木
（元理学部長：坂井
会長

平出恒男

２０１６年１１月１２日現在

健

suzuki@siva.ne.phy.saitama-u.ac.jp

貴文、中林誠一郎、井上金治、町田武生、毛利信男、中山重蔵）

生化学科卒・分子生物学科同窓会会長

tsuneo.hiraide@pc.hoya.co.jp
副会長 大塚富美子 数学科卒・数学科同窓会会長

fumiko.ohtsuka.math@ibaraki.ac.jp

牧 広篤

物理学科卒・物理学科同窓会会長

中山重蔵

化学専攻卒・化学同窓会会長

marquis@ae.auone-net.jp

take1210@jcom.home.ne.jp

理事

角田史雄

地学専攻卒・地学同窓会

一石 昭彦

生体制御学科卒・生体制御学科同窓会会長

米林喜一郎

物理学科卒・物理学科同窓会理事

天海 孝

化学科卒・化学同窓会副会長

akihiko@toyo.jp

yonebayashi_k@a011.broada.jp

1161265701@jcom.home.ne.jp
加藤紀明

生化学科卒・分子生物学科同窓会副会長

兵藤 晋

生体制御学科卒・生体制御同窓会監事

GZG04326@nifty.com

hyodo@aori.u-tokyo.ac.jp
監事

天海 孝、兵藤 晋

会計

大塚富美子、米林喜一郎

事務局
井上直也（物理学科）

松岡

ninoue@mail.saitama-u.ac.jp

聡（分子生物学科、事務局世話係）
matsuoka@mail.saitama-u.ac.jp

長谷川登志夫（基礎化学科、会計）

toshihas@mail.saitama-u.ac.jp

坂田一郎（生体制御学科）

isakata@mail.saitama-u.ac.jp

田中秀逸（生体制御学科）

shtanaka@mail.saitama-u.ac.jp

江頭信二（数学科）

segashi@rimath.saitama-u.ac.jp

＜埼玉大学同窓会役員＞
平出恒男

副会長（理学部同窓会会長）

中山重蔵

代議員（理学部同窓会理事）

前田吉昭

代議員（理学部同窓会副会長）

井上直也
松岡 聡

代議員（理学部同窓会事務局）
代議員（理学部同窓会事務局）

長谷川登志夫 代議員（理学部同窓会事務局）
田中秀逸

代議員（理学部同窓会事務局）

資料２

資料４

資料 2,4 は一昨年度のものです

資料３

平成 27 年度理学部同窓会収支決算報告
（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日）

前年度繰越金*
1,517,133
同窓会費**
1,373,480
通帳利子
96
------------------------------------------------------------------------合計
2,890,709 円
収入

教育環境整備協力会への寄付
500,000
学科同窓会活動援助金***
250,000
埼玉大学同窓会会費
163,000
11/21 理学部一般公開企画物品支援（ドライアイス） 2,400
11/21 理学部一般公開チラシ新聞折り込み代
81,372
封筒代
21,060
卒業記念品代
192,150
理学部長表彰図書カード
60,000
のし袋
825
------------------------------------------------------------------------合計
1,270,807 円
残金（28 年度繰り越し金）
1,619,902 円（内現金 XXXXX 円）
支出

*：平成 27 年 10 月理学部同窓会役員会にて監査済み。
**：１万円／人（H27.4 入学生 137 名，H26 入学生 2 名、手数料分差し引き
2016 年 3 月 31 日まで）
***：５学科分（５万円／学科）
以上の通り報告いたします。
平成 28 年 11 月 X 日 理学部同窓会事務局会計担当 井上直也
-------------------------------------------------------------------------------------------------------監査結果
検査の結果、正当・正確であることを確認いたしました。
平成 28 年
月
日
理学部同窓会会計監査

資料５

平成28年度理学部同窓会予算案
項目
収入見込

支出予定

前年度繰越金
同窓会費(108名)*
合計
埼玉大学同窓会分担金
教育環境整備協力寄付金
学科同窓会活動援助金**
理学部広報関連支援（講演会など）
事務費・謝金

卒業記念品
就職講演会支援
理学部同窓会HP整備
理学部長表彰記念品代
合計
次年度繰越金見込

金額（円）
1,619,902
1,066,960
2,686,862
163,000
500,000
250,000
80,000
30,000
250,000
100,000
150,000
70,000
1,593,000
1,093,862

*: １万円／人（H28年度4月入学生１07名分とH27年度入学生納付分１件。ただし手数料分
差引。 2016.11.7現在）
**: ５学科分（５万円／学科）

