2007.06.27

ＴＤＵ同窓会 平成１９ 年度
第２回幹事会 議事録
会議開催日時

2007.06.27（水）18：30～20：10

開

10 号館校友会 館 6F 会議室

参

催

場

加

所

者

（敬称略・順不 同）

議

事

内

容

村田耕治,川上 茂,小林幸宏,橘 敏彦,柳田祐二,枅川重男
長坂健一郎,野島謙之 助,林 博文,三好守眞,鈴木迪子,須 田毅
福田文夫,千葉公胤,石崎泰 司,西川義人,西村一郎,野崎 隆
西田徳行,土肥紳一,吉田典 久,柏崎尚也,本橋光也,三井和 幸
相原浩一,林田一樹,稲毛通 男,高見澤計夫
記録者：高見澤

Ⅰ．会長挨拶
1. 第 11 回同窓会会長の 川上茂氏の紹 介．
Ⅱ．川上茂様と の懇談
1. 経歴など自己紹 介．
2. 70 歳を越えた 人間の行動 に関するモ ットーの紹 介．
（ 愛校心と寄付 金）
3. OB 会・総会な ど集人への 賞賛．
4. 100 周年記念号への 寄稿文の紹 介．
5. 「地方支部の設 立」，ホームカ ミングのプロ トタイプの「卒業生 招待会 」
，
「就職セミナー 」の 3 事業 の創立に関す る思い出に ついて．
6. 学園の活性化 に対する 活動につ いては， 各種会合 への参加 者の確保 が課
題．クラス会 などを中 心に県支 部総会や 同窓会総 会開催を 考慮する こと
も検討されたい ．
7. 同窓会の基礎を 作り出され たことに対す る村田会長 からの御礼 の挨拶．
など
Ⅲ．議事
1. 委員会の活動報 告
○ 規定検討委員会 ：野崎委員 長
・ 丹羽資金，援け合い 基金の規定 の見直しを 行うため，規定 内容の
確認業務を実施 中．
・ 学生支援センタ ーとの連係 を取るべく情 報収集を計 画．
（6/28 ヒ
アリング）
・ 慶弔金規定，交 通費なども 見直してゆく 予定．
○ 工法委員会：相 原委員長
・ 同窓会歴代会長 との懇親は 継続する．
・ ホームページに ＯＢ叙勲者 の紹介ページ を作成する 予定．
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・ 校友会のしおり のゲラ刷り が完成したの で回覧する ．内容 などに
ついてご意見を ．
○ 準会員支援委員 会：西村委 員長
・ 援け合い基金運 営について は当該委員会 としては見 直さない．
・ ＯＢ懇談会は錦 祭の中日と 鳩山祭の後夜 祭を中心に 進める．
・ 広報及び運営に ついてＮＨ Ｋロボコン が 6/17 に開催され 小島委
員が取材に行っ た．メディ ア研（？ ）で記録 したもの を 3 分程度
にまとめ，オー プンキャン パスで紹介す る．
・ 取材交通費の扱 いは広報活 動費で処理す る．
・ ロボカップへの 申し込みは 締め切られて いるようで す．
・ 理工学部のＡＯ 入試につい ては同窓会長 名で案内を 出すべき ，と
言うことになり ，柏崎さん に案文を作成 していただ く．
・ ロボコンに関す る支援を中 心に進めてい る．7/16AM8：35 放映予
定．成績は思わ しくなかっ た．麻疹休校 の影響大？
○ 事業委員会：本 橋委員長
・ 1 年間の活動内容の 洗い出しを 行った．
・ 鳩同会，研修旅行会 の関連付け 可能かどう か状況判定す る．研修
旅行会の案内は 工学情報に 記載予定 ．メールで の案内も検 討して
いる．縦の会 や総会を更 に充実させ るべく 2007/07 頃から準備を
開始する．
・ 寮生ＯＢ会設立 支援体制を 作る，ま た同窓会の メールアド レス管
理を行うに当り ，同窓会 出席者への 礼状にメー ルアドレス の返信
依頼を行った． 今後の配信 はメールを中 心にしてい きたい．
・ 再就職支援に対 する体制の 立ち上げなど の検討を行 っている．
・ 「校友会との融 合」や「こ とぶき会」の 設立を検討 している．
・ 広報との協議が 必要だが，WEB マガジン（ブロ グ）の立ち 上げを
思索している ．相原委員 から昨年度 の結論を後 ほど説明す る旨の
提案有り．
・ 参与・幹事会（鳩同 会）開催 案内につい て：修 正と昨年度 との違
いならび に受付 設営の 応援者 募集． バスで の参加 者が応 援する ．
昼食は鳩山の学 食を利用す る．
・ オー プン キャ ン パス とバ ッ ティ ング して お り受 付の 確 保は 柏崎
氏にご協力願う ．
・ 案内はメールに て送付して いるので ，集人力へ の影響が見 られる．
○ 総務委員会：枡 川委員長
・ 前回の委員会の 報告
・ 同窓会資 料の文 書管理 に対す るキッ クオフを 7/末か ら開始 した
い．まず，稲毛事務局長 の協力をい ただきまし て資料の確 認から
始める．
・ 予算と支出金の 大枠の振り 分けは事務局 に任せ，3 カ月お き程度
に確認を行う．
・ 議事録は高見澤 と枡川が中 心に進めるが ，時に は代理をお 願いす
るかもしれませ ん．
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2. その他
○ クラス会 など の仲間 のメー ルア ドレス を村田 会長ま でお 知らせ 下さ
い．
○ 100 周年記念講演会 への参加者 募集の呼び かけについ ては，同 窓会と
は別枠で考えて ください．
○ 学生の参加は夏 季休暇中と 言うこともあ り多くは望 めそうにな い．
○ 工学情報に別刷 りで挟み込 み資料として 送付する．
○ 短期大学 の総 会につ いて， 盛大 に行わ れた件 につい て千 葉幹事 より
お礼の挨拶があ りました．(57 名の参加)
○ 須田幹事の紹介（相模原 市議）：市村財 団と原島学 園長との関 連や相
模原市と ＴＤ Ｕとは 官学連 係な どを通 して深 く関連 して いるこ とを
説明．

以上
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