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[令和3(2021)年度 京機会 関西支部 総会] 

 

式次第 

 

１．開会挨拶 

 

２．令和 2(2020)年度 

  (1) 支部長挨拶 

  (2) 活動報告（事務局長） 

  (3) 会計報告（事務局長） 

  (4) 会計監査報告（会計監事） 

  (5) 新役員選出（事務局長）   決議事項 

 

３．令和 3(2021)年度 

  (1) 新支部長・新事務局長挨拶 

(2) 活動計画報告（事務局長） 

  (3) 予算案報告（事務局長） 

 

４．閉会挨拶 

 

（総会終了後、学生フォーミュラ活動紹介講演があります） 

 

令和3(2021)年１月１6日（土） 

１６：５５ ～ １７：２０ 

WEB会議ツール Zoom バーチャル会議 

京機会関西支部 
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２．(2) 令和2(2020)年度活動報告 

 

概要 

 令和2(2020)年度の活動実績を表１にまとめている。 

支部活動方針として、「大学や学生との交流や、会員相互の交流等、様々な活動を推進し、各年代層から共感がより

得られる同窓会活動の活性化を図る」を掲げ、各種活動を推進する計画であったが、新型コロナウイルスの影響によ

り、３月以降は多くの活動が中止・延期となった。 

・異業種交流会や産学懇話会の中止 

・関西支部主導での継続的な同窓会活動の仕組み化を検討し、第１回目を開催予定であったが開催見送り 

・京機カフェは３月～９月の活動休止期間があったものの、コロナ感染予防策を徹底しながら、吉本新喜劇観劇、

ゴルフカフェ等を開催 

・19年度より発足した「若手会」を継続。オンラインでの新人歓迎会を実施 

 

表１ 令和2(2020)年度の活動実績 

活動 開催日 活動内容 場所 開催

有無 

人数 

会議等 1/18 講演会 ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨｸﾗﾌﾞ大阪 ○ 78 

1/18 支部総会 ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨｸﾗﾌﾞ大阪 ○ 90 

1/18 新年会 ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨｸﾗﾌﾞ大阪 ○ 94 

3/14 運営委員会・幹事会(R2年度第1回） － 中止 - 

6/27 運営委員会・幹事会(R2年度第2回） － 中止 - 

9/5,12 運営委員会・幹事会(R2年度第3回） Zoom ○ 32 

11/13,14 運営委員会・幹事会(R2年度第4回） Zoom ○ 35 

異業種交流会 秋 第46回 異業種交流会 － 中止 - 

産学懇話会 5/16 第51回 テーマ「航空宇宙」 京都大学 中止 - 

秋 第52回 テーマ「・・・」 － 中止 - 

同窓会企画 5/23 第1回 関西支部主催同窓会 

（2000、2010年卒） 

吉田キャンパス周辺 中止 - 

京機カフェ 

・若手会 

2/29 特別企画＜吉本新喜劇観劇＞ なんばグランド花月 ○ 12 

4/18 ミュージックカフェ＜都をどり鑑賞＞ 四条、東山 中止 - 

9/12 若手会＜新人歓迎会＞ ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨｸﾗﾌﾞ大阪 中止 - 

10/29 KMC ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究会＜2020講演会＞ 大阪駅前第3ビル ○ 21 

11/28 ゴルフカフェ＜企業対抗コンペ＞ 瀬田ゴルフコース ○ 36 

12/12 若手会＜新人歓迎会＞ Zoom ○ 31 
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１）  令和2年度 講演会・支部総会・新年会 

    日時：2020年1月18日（土） 15:00～19:45 

    場所：ガーデンシティクラブ大阪 

 

 講演会（15:00 ～ 16:30 出席者78名） 

「形態形成の多細胞力学シミュレーション」をテーマに井上康博先生（マイクロエンジニアリング専攻）にご講

演いただき、多細胞力学シミュレーションの概要、現状や課題についてご紹介いただいた。 

 

 支部総会（16:55 ～ 17:30 出席者90名） 

令和1年度の支部活動および会計の報告を行った後、令和2年度新役員の選出決議を行い、原案通りに了承され

た。支部長は野村 剛氏(1976)が 2 年目継続で就任され、新事務局長に岡下裕樹氏(1997)が就任した。その後、新

事務局長より令和2年度の活動計画および予算案の報告を行った。 

総会後には学生フォーミュラープロジェクトKARTの活動を学生代表に報告して頂いた。 

 

 新年会（17:45 ～ 19:45 出席者94名） 当番会社：大阪ガス（株） 

当番会社（大阪ガス）の吉田副支部長（1990）挨拶、野村支部長(1976)挨拶、塩路京機会会長(1975)挨拶、大学

代表松原教授(1985)の近況報告の後、年長者の小澤氏(1958)ご発声の乾杯で、学生や社会人も交えた世代を越え

ての賑やかな宴が始まった。 

恒例の福引大会ではG20大阪サミットで話題となったワイン、AI搭載機器、スマホ連動体組成計など時代を映し

た景品をめがけて会場は一つに盛り上がった。次期当番会社（クボタ）代表の佐々木副支部長（1978）挨拶後、円

陣を組んで「琵琶湖周航の歌」を大合唱し、前支部長の成宮顧問 (1973)の万歳三唱で締め、終始にぎやかで活気

に満ちた新年会となった。 

 

２） 異業種交流会 

第46回：2020年秋に開催予定であったが、新型コロナウイルスの影響により、中止となった。 

 

３） 産学懇話会 

第50回：2020年5月16日（土） テーマ「航空宇宙」にて開催予定であったが、新型コロナウイルスの影響によ

り、中止となった。 

第51回：2020年秋に開催予定であったが、新型コロナウイルスの影響により、中止となった。 

 

４） 同窓会企画 

卒業年次によっては同窓会が開催されていない現状を踏まえ、京機会の基本に立ち返り、同窓会の活性化に向け

て、関西支部主導の同窓会企画の仕組み化について令和1 年度より取り組みを開始した。卒業後10 年、20 年の節

目に同窓会を開催することとし、令和2年度は2000年卒、2010年卒を対象とすることで、企画検討を進めた。 

 

企画会議：2020年2月7日（金） 参加者：8名 

場所：大阪市立総合生涯学習センター第6会議室 

同窓会対象学年(2000年卒、2010年卒)の5名と、副支部長、事務局長にて、同窓会企画を議論。 

 

同窓会：2020 年 5 月 23 日（土）に京都大学吉田キャンパス周辺で開催予定であったが、新型コロナウイルスの

影響により、延期となった。 
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５） 京機カフェ 

特別企画 

「吉本新喜劇観劇」 

2020年2月29日（土） 

場所：なんばグランド花月   参加者：12名 

お笑いの本場「なんばグランド花月」において吉本新喜劇を観劇する企画を開催した。 

 

ミュージックカフェ 

・第17回：2020年4月18日（土） 

 「都をどり＆芸舞妓さんとのお食事付き懇親会」 

場所：南座、東観荘 

⇒新型コロナウイルス影響による参加者数未達のため不履行となった。 

 

KMCイノベーション研究会 

・2020年度講演会：2020年10月29日（木）  参加者：21名 

「地域史に見る連携の経済」 

  講師：岡田知弘先生 

  場所：大阪駅前第3ビル 

 

ゴルフカフェ 

・2020年11月28日(土)  参加者：36名 

  場所：瀬田ゴルフコース 東コース 

  関西支部企業（京都大学，パナソニック，大阪ガス，クボタ，住友電工，島津製作所，三菱電機，日本製鉄， 

  企業連合）の9チームの対抗戦でコンペを開催し、住友電工チームが見事優勝を飾った。 

 

大阪あそ歩、京機ビジネス倶楽部、産業歴史探訪、文楽鑑賞会、京都あそ歩、MOT 研究会、テニスカフェ、新しい京

機カフェについても次回開催に向けて企画検討中 

 

６） 若手会 

新人歓迎会 

昨年に引き続き、2020年9月12日（土）にガーデンシティクラブ大阪において新人歓迎会を開催予定であった

が、新型コロナウイルスの影響により、中止となった。 

  その後、オンラインでの開催を模索し、12月に初めての試みとしてオンラインによる新人歓迎会を開催した。 

  若手の先輩が経験談を語り、新人社会人との活発な意見交換が行われた。 

   2020年12月12日（土）  参加者：31名 

   場所：Zoomによるオンライン開催 

 

７） その他 

  学校行事である２回生工場見学（関西地区工場訪問）は新型コロナウイルスの影響により、中止となった。 

  学生会Smile主催の工場見学は、2020年1月21日（火）に大阪ガス（株）泉北製造所にて開催され、9名（引率

教員含む）が参加した。 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

［令和2(2020)年度活動報告 以上］ 

 京機九日会 

2020(令和2)年度京機九日会の幹事は1974(S49)年卒の下記の会員が担当。 

本年度の例会の開催実績は下記の通り。 

 

１．開催日と卓話 (敬称略)： 

2/10 (月) 井上泰日子 (1974(S49)卒)  『航空の歴史と未来、および大学におけるキャリア教育』 

  ⇒中央電気倶楽部（堂島）にて開催。21名参加。 

4/9 (木) 今井和雄  (1974(S49)卒)  『テレコムからデジタル・トランスフォーメーションの時代へ』 

6/9 (火) 石田育男  (1974(S49)卒)  『造船業の動向』 

8/11 (火) 小森悟   (1974(S49)卒)  『私の研究者人生』 

10/9 (金) 吉川正晃  (1974(S49)卒)  『イノベーション都市大阪を造る活動について 

          ―「うめきた2期」、産官学連携、オープンイノベーション、テクノロジー取引所―』 

  ⇒4月、6月、8月、10月の例会は新型コロナウイルスの影響により、中止。 

   オンライン開催を検討するも、リアルでの交流を重視する意見や個々人の対応力の懸念もあり、 

   見送った。 

 

 京機・京都の会 

京都近辺の京機会会員交流会を３、７、９、１２月の第１土曜日、ウェスティン都ホテル（三条、蹴上）で１

１時から開催する予定。 

⇒7月の交流会は中止となった。 
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２．(3) 令和2(2020)年度 京機会関西支部会計報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．(4) 会計監査報告 

 

⾃　2020年1⽉1⽇　⾄2020年12⽉31⽇
（単位︓円）

項目 R2予算案 R2実績 差 項目 R2予算案 R2実績 差
新年会参加費 822,000 812,000 -10,000 新年会経費 874,430 868,347 6,083

（内訳） ・ガーデンシティクラブ会場費一式 794,930
・福引景品代 69,024
・宅配便 3,480
・雑費 913

本部からの交付⾦ 588,153 588,153 0 産学懇話会 100,000 0 100,000
普通預⾦利息 100 15 -85 （内訳）

14 14

異業種交流会運営費 50,000 0 50,000
（内訳）

京機カフェ活動費(若⼿会含む） 200,000 7,900 192,100
（内訳） ・2/29吉本新喜劇観劇 7,900

関⻄⽀部運営会議費（新歓含む） 350,000 16,283 333,717
（内訳） ・2/7同窓会企画会議 14,500

・Zoom有料プラン(9/3〜10/2) 1,783

その他経費（振込⼿数料） 1,000 440 560
（内訳） ・3/10京機カフェ活動費送⾦ 220

・12/22京機カフェ活動費返⾦ 220

R2単年度収⼊合計 1,410,253 1,400,182 -10,071 R2単年度⽀出合計 1,575,430 892,970 682,460
H31(R1)年度からの繰越⾦ R2単年度収⽀差 -165,177 507,212
R2単年度収⼊＋繰越⾦ 4,396,468 R3次年度への繰越⾦ 3,503,498

収⼊ ⽀出

2,996,286
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２．(5) 新役員選出 

 

令和3(2021)年度関西支部役員(支部長、副支部長、監事、事務局、顧問)案 

 

 

 

 

 

 

他役員（支部長指名） 

 

 

 

 

 

幹事交代 

 

 

 

 

決議事項 
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・３．（２）令和３(2021年度活動計画（案） 

［活動方針］ 

 令和3(2021)年度は、期初からコロナ禍での活動となります。前年度に引き続き、会員相互や大学との交流等のさら

なる活性化や、各年代層から共感がより得られる活動を、以下の内容を中心にコロナ禍でもできるやり方で様々な活

動を推進し、各種活動の定着と各年代層の活動活性化を図っていきたいと考えています。 

 異業種交流会、産学懇話会については引き続き興味深いテーマを選定して各年代層からの積極的な参加を促すとと

もに、京機カフェでは会員の心を動かす、面白い企画を検討してまいります。 

 また、昨年企画をスタートし、実施できなかった関西支部主導の同窓会企画を改めて、実行し、仕組み化します。

卒業後１０年、２０年の節目に同窓生に集まってもらい、毎年、上記の節目に同窓会を開催したいと思います。今年

度の開催を機に、同窓会企画の定着を図っていきたいと考えています。 

是非、会員の皆さんの、積極的な参画とご協力を、よろしくお願いします。 

 

１） 支部総会 

   日時： 2021年1月16日（土） １６：５５ ～ １７：２０ 

   場所：オンライン開催（Zoom） 

２）  新年会 

   日時： 2020年1月16日（土） １７：４５ ～ １９：４５ 

   場所：オンライン開催（Zoom） 

３）  関西支部幹事会 

 開催日時候補：3/13（土）、6/26（土）、9/11（土）の予定 

４） 異業種交流会 

会員企業や学生の相互の情報交換を目的として、年1回開催する。 

教室から授業の一環である２回生学生対象の工場見学会は、関西地区の工場にて開催予定。 

５） 産学懇話会 

  例年は年間２回（春と秋）であるが、今年は年１回秋の講演会の開催を予定 

2019年秋の開催が台風で、スライド開催の2020年春の開催がコロナ禍で延期となったため、同テーマを候補とし

て秋に開催を検討 

    開催予定  令和3(2021)年10～11月 テーマ「航空宇宙」 

    開催場所  検討中 

６） 京機カフェ 

カフェ行事を今年も定期的に開催するとともに、趣味の集まり等のカフェの開設を目指す。コロナ禍でも実施さ

れたゴルフカフェなど、面白い企画の提案があれば積極的に受け入れ、開催を検討する。MOT 研究会は当面休止

する。 

また、関西支部への若手の参画を促すことを目的にH30年度に発足した若手会活動を継続し、若手世代の活動の

更なる活性化を図る。 

７） 新人歓迎会 

昨年度より新企画として開始した新人歓迎会を今年度も開催を検討する。新卒の関西支部会員を集めて、若手会

と一緒に関西支部で新人歓迎の懇親会を企画する。 
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８）同窓会企画 

卒業年次によっては同窓会が開催されていない現状を踏まえ、関西支部として学部卒業後、10年目と20年目に

同窓会を開催予定であったが、第1回目は中止となった。今年度は４学年合同での同窓会を企画する。 

 日時 2020年9月予定 

 場所 カンフォーラ（京都大学吉田キャンパス内）を候補とする 

 会費 5,000円～7,000円／人（参加人数による） 

関西支部から開催費を補助する（2,000円/名相当、最大80名程度） 

 参加対象者 学部2000年、2001年、2010年、2011年卒の京機会会員 

９）関西支部活性化企画 

コロナ禍においても「会員相互の交流等、様々な活動を推進し、各年代層から共感がより得られる同窓会活動の

活性化を図る」ための活動を推進し、支部の活性化を図るとともに、将来の安定的な支部運営に繋げていきたい。 

そのため、コロナ禍でも活動でき、次世代を担うメンバーの京機会活動への巻き込みの施策として、支部の補助

を活用し、各企業内で若手を含めた企画を推進していただきたい。 

【資金補助の仕組み】 

 対象 各企業内での懇親イベント  

 補助対象者 新入社員～入社10年目までの京機会会員  

 金額 3,000 円／人  

 上限設定 一人の若手に対して1回限り／年、支部予算（30万円）に達した 時点で、打ち切り  

 申請方法 実施日、参加者氏名（卒業年次）、記録写真を関西支部事務局に提出。 

 その他 アウトドア活動やリモート開催を推奨。 

関西支部のZoomライセンス使用可。重複時は本部のライセンス使用を事務局で調整。 

１０） その他 

京機九日会（大阪）、京機・京都の会（京都）は有志懇談会であり、支部は会員に活動の紹介をする。 

１１） 2021年度支部総会、新年会 

運営は 2021 年度当番会社であるクボタが担当する。開催日は幹事会にて決定する。場所については、今回の評

判を聴取して決定する。 

 

 以上 

 京機九日会 

2021（令和3）年度以降の件 

・1974卒幹事が残留し、1975卒幹事の方と共同幹事とする方向で検討中。 

・永年本会を推進されてきた方々とも、世代継続を考えた在り方も検討 

   （年末にリアル打合せを計画していましたが、延期しています。） 

 

 京機・京都の会 

・京機・京都の会：例年どおり、京都近辺の京機会会員交流会を3、7、9、12月の 

第1土曜日、ウェスティン都ホテル（三条、蹴上）で11時から開催予定 

 

参加ご希望の方は、例会の名称（上記のいずれか、あるいは両方か）を明記してハガキにて「京機会事務

局」へご連絡いただくか、下記ページの「お問い合わせ」を利用し、お申込下さい。 

http://www.keikikai.jp/dousoukai/dousoukai_osirase/dousoukai_osirase.html 
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３．(３) 令和3(2021)年度予算（案） 

 

令和３年度 京機会関西支部予算（案） 

 

（⾃　令和3年1⽉1⽇　⾄　令和3年12⽉31⽇） （単位︓円）

項目 R3予算案 R2実績 項目 R3予算案 R2実績
新年会参加費 0 812,000 新年会経費 50,000 868,347
本部からの交付⾦ 460,000 588,153 産学懇話会 50,000 0
普通預⾦利息 100 29

異業種交流会運営費 50,000 0
京機カフェ活動費(若⼿会含む） 200,000 7,900
関⻄⽀部運営会議費（新歓含む） 350,000 16,283
⽀部活性化予算 300,000 0
その他経費（振込⼿数料） 1,000 440
（内訳）

単年度収⼊合計 460,100 1,400,182 単年度⽀出合計 1,001,000 892,970
R2年度からの繰越⾦ R3繰越⾦計 2,962,598

収⼊ ⽀出

3,503,498  


