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２０２1年度機械クラブ活動計画並びに活動報告 

202１年 12月 4 日 
        【基本方針】  １．同窓会活動の積極的推進                          

                  ２．母校・KTC との連携強化 

                  ３．組織の若返り･活性化活動の展開 

部 会 2021年度活動計画 2021年度活動報告（12月現在） 

総務・HP ・学生自主活動支援（フォーミュラ・レスキューロボ） 

・広報活動の充実 HPの改良と更新案内発行 

・メールアドレス登録の促進  

各クラス会の開催促進と代表を通じてアドレスの更新 

2015年12月1594名(26%)→2017年12月1890名(30%) 

→2020年3月2030名（6374名中、31.8%） 

→2022年3月 33％以上を目標とする 

・同窓会開催支援： 

① 連絡先の情報提供 

② 同窓会の開催報告記事のホームページへの 

掲載２ 

･テレ会議システムの活用（Zoomほか） 

・工学部 100周年記念行事への参画  

  具体的な行事内容により、参画方法を決定する 

・機械クラブ活性化への方向付け 

 

・学生自主活動支援（フォーミュラ・レスキューロボ）に 

 活動支援費を贈呈 

 フォミュラーチーム   総合優勝 

レスキューロボチーム レスキュー工学奨励賞 

・メールアドレス登録の促進 

 2015年12月1594名(26%)⇒2021年9月2033名（32.4%） 

 （生存者6271名） 

各クラス会の開催促進と代表を通じてアドレスの更新 

・同窓会開催支援： 

連絡先の情報提供 

同窓会の開催報告記事のホームページへの 

掲載２ 

･オンライン同窓会（機械クラブだよりで PR） 

テレ会議システムの活用（Zoomほか） 

 M⑰OLN、M㉑＋P②、Ｍ⑨（検討中） 

・機械クラブ活性化への方向付け 

財 務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・年会費納入者名簿の作成。春と秋の機械クラブだより

にあわせて。 

・コロナがおさまり、自由に動けるような世の中になれば 

年会費のお願いメールの発信を考える。 

◇ ◇ ◇ ◇ 実績 ◇ ◇ ◇ ◇ 

・20 号用会費納入者名簿は 8/8 作成。納入者 426 名。 

・上記以降の納入者を含めて 11月 7 日現在 

 納入者 445名 年会費 890,000円（予算1,052,000円） 

寄付は 20 名で 総額 300,000 円（予算通り） 

ＫＴＣからの交付金 182,500 円（予算通り） 

・支出は表彰関係 400,000 円（予算通り） 

   新入会員歓迎記念品 210,496 円（予算通り） 

   フォーミュラ支援 200,000 円（予算通り） 

  機械クラブだより関係 268,697 円（ＫＴＣ分未定、含 

まず） （予算 250,000 円） 

秋号全員送付で部数増とページ数増のため廣済堂と 

   値引き交渉した。 

      印刷製本単価 36円⇒30円で総額 25,912円減 

   東京支部支援 80,000 円（予算通り） 

   六甲おろし支援は振込先の連絡待ち、催促中 

（予算 150000 円）  

   見学会、講演会、座談会、親睦会はコロナできず。 

    収入予算計 250,000 円、支出予算計 461,000 円 

・三井住友銀行の口座もＷｅｂが無料で使えるようになり 

 手続き中。（法人口座のため従来は有料だった） 

・ゆうちょ銀行は値上げが続いている。 

 20号に記載のように、来年からＡＴＭを含め現金振込だ

と加算手数料 110 円を振込者が取られる。通帳引き去り

だととられない。Ｗｅｂのゆうちょダイレクトもとられない。 

 唯一値下げがあった。11 月 1 日から他銀行への振り込

み手数料が 165 円に減額された。（従来 440 円） 

 

機関誌 

 

下記原稿の編集 

・機関誌 93号（2021年 9月） 

・「機械クラブだより」第 20号（2021年 9月） 

・機関誌 94号（2022年 3月） 

・「機械クラブだより」第 21号（2022年 3月） 

課題 ： コロナ禍での「機械クラブだより」記事企画 

下記原稿の編集を行った． 

・機関誌 93号（2021年 9月） 

・「機械クラブだより」第 20号（2021年 9月） 

現在，下記原稿の編集中 

・機関誌 94号（2022年 3月） 

・「機械クラブだより」第 21号（2022年 3月） 

課題 ： コロナ禍での「機械クラブだより」記事企画 

      部会員の追加 

講演会 

 

 

・「先輩は語る」 4月 21 or 28日（水） 8:50～ 

講師：西田 勇 氏（神戸大学）（予定） 

同時開催：学生の国際活動報告 

・「先輩は語る」 4月 28日（水） 8:50～ 

講師：西田 勇 氏（神戸大学） 

演題：デジタルトランスフォーメーション（DX）におけ 
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部 会 2021年度活動計画 2021年度活動実績 

講演会 

（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「六甲祭協賛講演会」 11月 6日(土) 10:00～ 

講師：横小路 泰義 教授（予定） 

同時開催：学生フォ－ミュラ，レスキューロボ活動報告 

・「若手研究者は今」 12月 4日(土) 15:00～ 

講師：寺本 武司 助教（予定） 

新年度は大学の授業も対面形式で実施の予定。 

昨年度の予定を繰り下げて実施の予定。 

 

る機械工学の強み 

同時開催：学生の国際活動報告 

・「六甲祭協賛講演会」 11月 13日(土) 10:00～ 

講師：横小路 泰義 教授 

演題：これからのものづくりを担うロボット技術 

同時開催：学生フォ－ミュラ，レスキューロボ活動報告 

・「若手研究者は今」 12月 4日(土) 11:30～ 

講師：寺本 武司 助教 

今年度も新型コロナウイルスの感染が終息せず，

オンライン形式で開催となった。 

見学部会 

 

コロナ感染の終息やワクチンの接種予定が不確定で

あり、2021年度も開催しない予定。 

開催せず。機械学会のｵﾝﾗｲﾝ見学会に平田会長と参

加。手軽に要領よく見学できる利点はあるが、やはり

“実感”薄く、親睦もできないので導入困難との印象。 

会員親睦 第179回：4月9日(金)： 東条の森・宇城コース 

第180回：7月9日(金)： 東条の森・大蔵コース 

第181回：10月8日(金)： 東条の森・東条コース 

上記計画に下記行動項目で対応する 

☆特別会員（先生方）への声掛け続行 

☆新しく、夫人同伴もOKで 会員参加増を狙う 

☆新OB年度代表者の意識向上を図る 

当面目標：12名超！ 

第179回： 11名の参加、M⑰菅野俊氏が優勝 

第180回： 7月度天候不良で中止。 

       9月度にリベンジ企画したが、雨で中止 

第181回： 12名の参加。植田敏明氏が優勝。New 

faceの長谷川圭氏はNet一位なれど、準優勝。 

春以降、若手メンバーへの声掛けで若干名の親睦会

登録あり（2名） 

次年度は 04/08, 07/08, 10/14 開催予定。 

座談会 ・第 8 回基幹座談会「学生時代と社会人生活を語る座

談会」を 2021年 5月中旬、コロナ禍が収束する前提

で、工学部で開催予定。(Web方式も検討) 

当該回生出席予定者： 10数名 

・第 6回「機械技術者生活を語る座談会」を 2021年 10

月にコロナ禍が収束する前提で、工学部で開催予

定。(Web 方式も検討) 

話題提供者：2~3名: 

学生出席予定者：26名程度の予定。 

・5月中旬の第 8回基幹座談会は、コロナ禍の影響に

より中止。「実業界経験を語るための検討会」企画に

ついて検討中。 

・10月の第 6回機械技術者生活を語る座談会につい

てもコロナ禍の影響により中止。 

 

来年度については、感染対策を前提に、両座談会の

工学部開催を目指して準備中。 

クラブ精密 クラブ精密第 34回例会はコロナのため順延の予定。 クラブ精密は会員高齢と少人数のため解散の予定。 

東京支部 ・通常は年に３回程度実施している幹事会はメールに

よる意見交換で代替する。 

・例年は７月に実施している東京支部総会は、コロナ

が終息し、集会の安全が担保された後に実施を予

定。状況によってはオンラインでの開催も追及する。 

・東京支部見学会も同様に終息後に実施を予定。場

合によっては取りやめも選択肢とする。 

・新年会についても可能になれば実施するが、状況に

より取りやめも選択肢とする。 

・幹事会としてメールによる意見交換を実施している。 

 

・東京支部総会は現時点では未実施。２２年２月ごろ

にオンラインでの開催を追求していく。 

 

・見学会等の行事はコロナ禍の影響により中止。２２

年度の実施を追求していく。 

・新年会も開催が難しく中止の公算が大きい。 

理･代会 第 1回理事・代表会  6月 5日（土）開催予定 

第 2回理事・代表会 12月 4日（土）開催予定 

第 1回理事・代表会  6月 5日（土）開催。 

第 2回理事・代表会 12月 4日（土）開催予定 

総会 2022年 3月 25日（金）開催予定 2022年 3月 25日（金）開催予定 

   １．Ｍ②井上理文様が 10月 30日ＨＣＤにて「工学功労賞」を受賞されました。 

２．次期会長選出に向けて推薦委員会を 6月に設置し、次期会長推薦候補者を1名に絞り込み、本人のご承諾 

をいただいた。 第 2回理事会に答申する。 

３．卒業生 8349名 生存者 6520名 Email 2114名(32.4%) 

 以上 

その他 


