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平成 26 年度 SGST 第１回幹事会
日時 ：平成 26 年 4 月 18 日(月)

議事録

14: 30〜15: 00

場所 ：名城大学名駅サテライト
出席者：伊藤，北根(名大)，松村（瀧上）
， 山田，三輪 (日車)，木下（岐阜大），渡辺(名城)，
紅林（JTS)，川西（豊田高専）
，奥村(名工大)，加藤，入山，小澤（中日本 C）
以上 12 名(敬称略)
＜幹事会議事内容＞
１．平成２６年度 ＳＧＳＴ活動計画
１）定期研究会
・第２回定期研究会
日時：8 月 29 日 15：50〜
講演内容：未定
講演者：北根先生/？？？
・第３回定期研究会
日時：10 月 24 日 15：50〜
講演内容：未定
講演者：中日本ハイウェイ？
・第４回定期研究会
日時：12 月 19 日
講演内容：現場見学会
・第５回定期研究会
日時：2 月 20 日 15：50〜
講演内容：？？？
講演者：小塩委員？/海老澤委員？
２）ＷＧについて
・現状，テーマ募集に関する返答なし．このため，引き続きテーマ募集を行う．
３）ＳＧＳＴ３５周年のシンポジウムについて
・パンフレット内容参照
・営業の状況を事務局から報告
４）法人会員の追加
・コベルコ科研、パルステック工業が法人会員に追加。

平成 26 年度 SGST 第 2 回幹事会
日時 ：平成 26 年 6 月 6(金)

議事録

14: 00〜14: 30

場所 ：名古屋大学
出席者：伊藤(名大)，松村（瀧上）
， 山田，三輪 (日車)，木下（岐阜大）
園部（JTS)，川西（豊田高専）
，奥村(名工大)，加藤，入山（中日本 C）
以上 11 名(敬称略)
＜幹事会議事内容＞
１．平成２６年度 ＳＧＳＴ活動計画
１）定期研究会
・第２回定期研究会
日時：8 月 29 日 15：50〜
講演内容：非破壊検査
講演者：北根先生/パルステック工業(株)
※45 分＆45 分=90 分
・第３回定期研究会
日時：10 月 24 日 16：00〜
講演内容：未定
講演者：中日本ハイウェイ
・第４回定期研究会
日時：12 月 19 日
講演内容：現場見学会
・第５回定期研究会
日時：2 月 20 日 15：50〜
講演内容：？？？
講演者：海老澤委員
２）ＷＧについて
・現状，テーマ募集に関する返答なし．このため，引き続きテーマ募集を行う．

３）SGST35 周年シンポジウムについて
・役割確認
【シンポジウム】
司会
受付

：北根委員
：川瀬委員
三田 彩花様(＠瀧上工業)
開会の辞：伊藤代表
挨拶
：福本先生(依頼済？)
閉会の辞：山田幹事長
裏方
：松村委員（ルブラ側との調整）
三輪委員+数名(質疑時のマイク渡し役)
【懇親会】
司会進行：伊藤先生
乾杯の音頭：福本先生
締めの挨拶：当日決定
・用意
受付で渡す物
１．パンフレット＠35 周年
２．記念冊子
３．水・お茶（人数分）(120x150=\18000)
４．過去の活動報告書
・記念冊子の確認
・来賓人数、席の確認
・その他必要事項

平成 26 年度 SGST 第 3 回幹事会
日時 ：平成 26 年 8 月 29 日(金)

議事録

15: 00〜15: 30

場所 ：名城大学 名駅サテライト
出席者：伊藤，北根(名大)，松村（瀧上）， 山田，三輪 (日車)，木下（岐阜大），紅林，園部（JTS)，
入山（中日本 C）
以上
9 名(敬称略)
＜幹事会議事内容＞
１．平成２６年度 ＳＧＳＴ活動計画
１）定期研究会
・第３回定期研究会
日時：10 月 24 日 16：00〜
講演内容：未定
講演者：中日本ハイウェイ
・第４回定期研究会
日時：12 月 19 日
講演内容：現場見学会（場所未定）
・第５回定期研究会
日時：2 月 20 日 16：00〜
講演内容：？？？
講演者：中部地方整備局（依頼済み，調整中）
平成２７年度 ＳＧＳＴ活動計画
・第１回定期研究会
日時：？？？
講演内容：？？？
講演者：海老澤委員（名古屋工業大学）
２）定期研究会の調整事項
・現場見学の選定について
第４回定期研究会の現場見学場所について検討を行う．
山田(健)委員より，潮見高架橋の現場見学会の情報があった．
・事務局より，中部地方整備局の営業状況を報告．
第５回定期研究会の講演依頼済み，幹事長が調整中．
３）35 周年シンポジウムについて
・収支報告（別添資料参照）
・撮影した写真はどう扱うか．
案：SGST の HP に記載 or 活動報告書に入れる→両方記載する
・日中コンサルより，シンポジウムの写真をＨＰに記載したいと連絡あり．
回答は保留にしてある．→記載について，問題無いとする．
記載理由：日中コンサル社内で委員会活動を積極的に参加していることの活動報告として。

４）名簿・会員について
・サンワ構造システムより，特別会員入会の申し込みあり．事務局・会計幹事で対応した．
・事務局より，現在の会員出席状況を報告．
過去 3 年間会費を徴収できていない委員について，今後の扱いの検討が必要．
５）次年度幹事団の選出
・JIP，中日本コンサルは複数年幹事団に従事しているため，入れ替えを行う．
・日中コンサル，コベルコ科研に来年度幹事をお願いする．
・研究会担当幹事が交代を必要とする場合は，交代要員を自身で見つけること．

平成 26 年度 SGST 第 4 回幹事会
日時 ：平成 26 年 10 月 24 日(金)

議事録

15: 00〜15: 30

場所 ：名城大学 名駅サテライト
出席者：伊藤，北根(名大)，松村（瀧上）， 山田，三輪 (日車)，木下（岐阜大），紅林，園部（JTS)，
加藤，入山（中日本 C）
，
以上 10 名(敬称略)
＜幹事会議事内容＞
１．平成２６年度 ＳＧＳＴ活動計画
１）定期研究会
・第４回定期研究会（調整中）
日時：12 月 19 日
講演内容：現場見学会（場所：高浜立体）
・第５回定期研究会
日時：2 月 20 日 16：00〜
講演内容：？？？
講演者：中部地方整備局（依頼済み，調整中）
平成２７年度 ＳＧＳＴ活動計画
・第１回定期研究会
日時：？？？
講演内容：？？？
講演者：海老澤委員（名古屋工業大学）
２）定期研究会の調整事項
・現場見学の選定について
瀧上・日車ＪＶ工事である高浜立体での現場見学会について，
客先から了承を頂いた．
客先より実施概要書の提出を求められている．
企画担当幹事に作成依頼．
３）名簿・会員について
・過去 3 年間会費を徴収できていない委員について，
継続意思のあった会員の支払いは 2 年分とする．
・名誉会員の選定について，来年度幹事団への申し送り事項とし，
本年度は選出を行わない．
４）次年度幹事団の選出
・JIP，中日本コンサルは複数年幹事団に従事しているため，入れ替えを行う．
・日中コンサルから来年度幹事の了承を頂いた．
・コベルコ科研は社内で調整して頂いたが，幹事は不可．
・中日本ハイウェイエンジニアリングに打診し，社内調整を行って頂いている．
・会計監査について，研究会担当幹事が兼務すること．
・研究会担当幹事が交代を必要とする場合は，交代要員を自身で見つけること．
・次年度代表の選出について，名古屋大学舘石先生に了承頂いた．

平成 26 年度 SGST 第 5 回幹事会
日時 ：平成 27 年 2 月 20 日(金)

議事録

15: 00〜15: 30

場所 ：名城大学 天白校舎 研究室実験棟Ⅱ 多目的室
出席者：伊藤，舘石，北根(名大)，松村，櫻井（瀧上）， 山田，三輪，長瀬 (日車)，木下（岐阜大），
園部（JTS)，加藤，入山（中日本 C），加藤（中日本エンジ）
，川瀬（日中 C），
川西（豊田高専）
，渡辺（名城大）
以上 19 名(敬称略)
＜幹事会議事内容＞
１）平成 27 年度幹事団の体制について
代表 ：舘石（名大）
幹事長：松村（瀧上）
事務局：櫻井（瀧上）
企画 ：長瀬（日車）
ＨＰ ：加藤（中日本エンジ）
会計 ：川瀬（日中Ｃ）
研究会：？？
鈴木（愛工大）
12 月担当 川西（豊田高専）
10 月担当 北根（名大）
6 月担当 木下（岐阜大）
？？
海老澤（名工大）
8 月担当 渡辺（名城大）
会計監査：川西（豊田高専）
本年度研究会（予定）
：6 月 18 日，8 月 20 日，10 月 16 日，12 月 18 日，2 月 19 日
２）平成２７年度 ＳＧＳＴ活動計画
・総会第１回定期研究会
日時：４月１６日
幹事会：１４：４５，総会：１５：４５，定期研究会：１６：００
講演内容：未定
講演者：海老澤委員（名古屋工業大学）
講演会場：名城大学 天白校舎 研究室実験棟Ⅱ 多目的室
３）ＳＧＳＴ定期研究会会場の選定
前年度まで，名駅サテライトを使用していたが，閉鎖となる．新しい会場として
名城大学 多目的室を使用させて頂く（渡辺委員に依頼）
．
４）名簿・会員について
・名誉会員の選定について，本年度・来年度は選出を行わない．
・営業活動により中部地整殿から定期研究会に参加して頂いているが，会費の徴収はどうするか．
５）引き継ぎ
幹事間の引き継ぎは各自で行うこと．
６）今年度の会計状況を会計担当より報告

