2007.05.22

ＴＤＵ同窓会 平成１９ 年度
第 1 回幹事会議事 録
会 議 開 催 日 時
開

催

場

2007.05.22（火）18：30～19：30

所 10 号館校友会 館 6F 会議室

村田会長，前田 監査役，野崎幹事 ，相原幹事 ，西村幹事 ，橘
幹事，小林幹事，石 崎幹事，鈴木 幹事，野島幹 事，小島幹事 ，
参
加
者
林田幹事，山名 幹事，柏 崎幹事，林幹事，桑 谷幹事，福田幹
（ 順 不 同 ）
事，三好幹事，長坂 幹事，小美濃 幹事，千葉幹 事，西川幹事 ，
柳田幹事，枅川 幹事，土肥 幹事，髙見澤 幹事
議 事 内 容
記録者：高見澤
Ⅰ．会長挨拶
1. 規約改正 に基づき 役員な らびに 幹事の改 選を行 った． また， 新役員な ら
びに新幹事の 2 年の活 動任期にお いて，幹事 の全員参画に よる委員会 活
動を実施する旨 の説明⇒賛 同．
2. 第１回幹 事会の進 行方針 の説明 ：幹事会 終了後 ，委員 会を開 催する件 ⇒
賛同
Ⅱ．ＡＯ入試希 望者推薦に ついて：井浦 理工学部長 より説明
1. 資料説明：説明 会・面接試 験・論文・実 施時期・希 望する人材 像など．
2. 一芸入試の変形 版．
（ ＡＯ入試につ いては，受 験希望者は 周知である ．
）
3. ＡＯ入試は 一般に公 開してい るが， 同窓会か らの推薦 は特別 枠で進め る
が，合格の絶対 性はない．
4. 論文試験（テー マに応じて その場で，500～600 字程度で作文 ）
5. 成績表などの提 出は求めな い．
6. 新卒と限定しな い．
（ 卒業見込み・ 既卒者ＯＫ ）
Ⅲ．主な行事日 程の確認（ 村田会長より ）
1. 7/28（土）に一般会員向け の鳩山キャ ンパス見学 会および講 演会を行い ，
併せて参与･幹事会を 開催する．
2. 11/17～18（土・ 日）に 一般 会員 向けの 研修 旅行を 行い ，併せ て参 与・
幹事会を開催す る．
3. 08/02/09 に就職セミナー が開催され る．
4. 08/03/18 は火曜日の間違 い．卒業式 と重なって いる場合は変 更する．
5. 委員会の見直し と委員長な らびに補佐役 員選出につ いて説明．
6. 新規幹事の紹介 ：野島幹事 ，柏崎幹事， 土肥幹事（3 名）
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Ⅲ.委員会の方針につ いて
1. 各委員長より委 員会の活動 方針や実施項 目の説明．
2. 規定検討委員会 の活動内容 の説明：野 崎委員長． 改定済の規 約について
も整合性を再確 認する．未 改定規定の 見直し実施 ．検討順序 などは委員
会で決定する．
3. 広報委員 会の活動 内容の 説明： 相原委員 長．ホ ームペ ージの 管理およ び
校友会のしおり の作成が主 な活動内容 ．歴代同窓 会会長の談 話講演の開
催を継続する．新規に 何か行いた いと考えて いるので委 員会で検討 する．
4. 準会員支 援委員会 の活動 内容の 説明：西 村委員 長．イ ベント に対する 支
援と取材を強化 する．また ，学園活性 化を視野に 入れて，準 会員に同窓
会の活動を周知 することに 注力する． 就職セミナ ーやＡＯ入 試について
も支援する．
5. 事業委員 会の活動 内容の 説明： 橘補佐役 員．主 な行事 の説明 を行った ．
まず，7/28 の鳩同会に注力する ．
（資 料有り）後 日，案内す る．同窓会
総会への案内郵 便の効果が 見られたの で，リピー ターとして 固定させる
ための礼状を出 す予定．11/17 の研修旅行につい ても鳩同会 講演会と同
様，一般同窓生 の参加を募 って行う． 建設的な意 見も寄せら れているの
で委員会で検討 する．
6. 総務委員 会の活動 内容の 説明： 村田会長 ．主な 活動は ，予算 管理，幹 事
会の議事録作成 が主な業務 ．文書管理を 電子（PDF）化などで整頓す る．
Ⅲ.その他
1. メールアドレス の確認．変 更になった場 合は変更の 連絡をくだ さい．
以上
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