
早稲田応用化学会中部支部第９回総会
2015年度活動報告 

2016年4月2日 

北京料理「百楽」名古屋店14階会議室 

 



 2015活動方針：一層の会員相互の親睦と情報交換 

１．転入・転出者、新卒者の把握とメールアドレスの届け出依頼 

  ・4/4 2014年総会・交流会案内：案内をメルマガを主に、ハガキは返信実績のある会員に縮小した。 

          案内数：メルマガ発信者117名＋ハガキ発信先35名＝152名（はがき発送せず70名） 

  ・10/17 交流会案内数： メルマガ 116名＋はがき33名＝149名 

  ・4/2 2015年総会・交流会案内数：メルマガ122名+32名＝154名 

  ・メールアドレスの新規登録募集（2015年度８名）  

  ・メルマガとはがきの発信を全て本部へ移管（2016/2～）  

 

２．交流講演会の2回/年の開催 

（改善点） 

  ・「交流会」と改称し、内容は話題提供など、現役の会員などから気軽にプレゼンテーションして頂ける形とした。 

  ・若手会員参加機会の提供 

    →開催日を平日より土曜日の夕刻に変更 （ウイークデイは早退が出来ない会員が多い為） 

    →本人へ直接メールや電話による勧誘（トヨタ、東レ、ノリタケ、三菱化学） 

（開催交流会） 

  10/17 元特許庁審判長 西川和子氏  “絵画で綴る、スペイン史” 19名 

  4/2   早稲田大学先進理工学部・研究科 西出宏之教授 “エネルギーネクスト担う教育・研究拠点へ” 25名 

 

３．支部運営役員の改選   

（2015/4/4付）                                                                

   後藤栄三  支部長→顧問               

   三島邦男  副支部長→支部長就任           

   山崎隆史  事務局長→副支部長兼事務局長就任 

   大高康裕   理事就任、 藤井高司 理事就任 

   笠倉忠夫  顧問退任  

   西川通則  理事退任 
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活動内容 実施日 実施内容 参加人数 

定期役員会 

7/9 
11/30 

 
2/26 

・10/17開催交流会開催準備と広報・勧誘の確認 
・4/2開催総会・交流会開催準備と新規参加者への 
   勧誘方法の検討と実行案確認 
・2016年度活動計画立案および予算案の審議 

役員8～13名/回 

交流会 10/17 
・発表者：元特許庁審判長 西川和子氏  
・話題：「絵画で綴る、スペイン史」 

19名 

定期総会 

2016/4/2 
 

・2015年度予算実績および活動報告 
・2016年度活動計画および予算案の承認 

２6名 

交流会 

・発表者：早稲田大学先進理工学部・研究科 
     西田宏之教授 
・話題：「エネルギー・ネクストを担う教育・研究 
    拠点へ」 

その他交流 
4/16 

2016/4/2 
2016/4/15 

・三浦新応化会会長へ中部支部実情報告と懇談 
・関西支部会員の総会・交流会招聘 
・関西支部総会への出席 

三島支部長以下5名 
2名 

堤幹事、藤井理事 

2015年活動実績の内訳 



案内方法等 
2015/4      

総会・交流会 
2015/10 
交流会 

2016/4         
総会・交流会 

メルマガ発信 
本部発信 １１３ １１２ １２２ 

支部発信 ４ ４ ０（全て本部より発信） 

往復ハガキ発送（本部発信） ３５ ３３ ３２ 

（案内を届けられた人） 
１５２

（68％） 
１４９ １５４  

案内を届けなかった会員（過去に一度も
はがきを返信を頂けなかった会員）  

７０ ⇒ ⇒ 

返信者数 
メール １９ ？ 24 

はがき １５ １０ ８ 

不達者（メール+はがき） ５ ２ ２ 

参加者 １９ １９ 26 

新規メール届け出 １ １ 
＋８（トヨタ３、東レ３、

ノリタケ２を追加） 

 
会員への参加案内数推移 

 

2014末      
会員登録者総数 

２２２人 



2015年支部経費予実対比と2016年予算案 

費目 
2015年
予算 

実績 
見込 

差違理由 
2016年
予算案 

内訳 

役員会室料および費用 68.9 81.2 3回→４回（4/16、7/9、11/30、2/26) 76.2 
室料2015年実績スライド（3
回×NDB） 

交流会・懇談会室料 44.8 47.1 
10/17：1回×（NDB＋喫茶ｻﾝﾃﾞｨｱ室
料） 

47.1 2015年実績スライド 

総会・交流会室料 0 0 
4/2：「百楽」で会費による懇談会を開
催することで室料無料。 

0 
2015年と同じ「百楽」にて開
催 

交通費 27.0 27.0 関西支部出張2名/27.04千円 27.0 2015年実績スライド 

総会・交流会案内ハガキ 7.5 ０ ハガキ65枚本部計上 0 ハガキ32枚×2回本部計上 

講師車代 30.0 32.3 地域外2名（内1名無料） 50.0 地域1名+域外1名 

コピー・通信費・事務経費 2.2 5.2 コピー代増 5.2 2015年実績スライド 

利子 -0.008 

合   計 180.4 192.8 Δ12.5 205.5 対前年113％ 

繰越金 68.4 Δ12.3 217.8 本部よりの入金額 

単位：千円/年 



 改訂-７）201５年 4月 

早稲田応用化学会中部支部組織図      制定)2007年 11月  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役員名 

支部長   三島邦男           監 事 白川浩 

副支部長兼事務局長 山崎隆史       顧 問 牧野兼久                      

幹 事   堤 正之 （三重地区担当）      近藤昌浩 

小林俊夫 （愛知地区担当）      後藤栄三 

木内一壽 （岐阜地区担当）           

      金原和秀 （静岡地区担当） 

理 事   友野博美 上宮成之 柿野滋 

服部雅幸 大高康裕 藤井高司 

中部支部役員会 

支部長 

監 事 

事務局 理  事 

中部地区応用化学会会員 

中部支部総会 

幹 事 

 事 

早稲田応用化学会会長 

中部支部組織 

役員人事(2015/4/4付け） 
笠倉忠夫  顧問→退任 
西川通則  理事退任 
後藤栄三  支部長→顧問 
三島邦男  副支部長→支部長 
山崎隆史  事務局長→副支部長 
        兼事務局長 
大高康裕    理事（新任） 
藤井高司  理事（新任） 



2016年活動計画 

目 標：一層の会員相互の親睦と情報交換           
   
１．交流会の活性化（目標参加者30人/回） 
  ・興味ある話題を提供。（大学、企業、社会・文化面）     
  ・2015年の改善取組みの継続。 
   「交流会」と改称し、話題提供など、現役の会員を含め気軽にプレゼンテーション 
    して頂ける形を継続。 
  ・若手現役会員参加機会の提供 
    開催日を土曜日の夕刻（ウイークデイは早退が出来ない会員が多い為） 
    企業訪問や本人への電話による勧誘（トヨタ、東レ、ノリタケ、三菱化学etc.） 
    現役会員の支部役員の登用によるコミュニケーションネットの拡充。 
   ・メールアドレスの新規登録依頼努力の継続    
    
２．活動計画 
    ・定期役員会     3回/年 
    ・定期総会      2017年４月 
    ・交流会       2016年9月、2017年4月 
    ・早桜会との交流   2017年4月 
  
３．予算 案 ２０５．５千円で申請 （2015年期末剰余金見込みΔ12.3千円） 
 
４．会費納入のPR 
    


