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ＴＤＵ同窓会 平成１９ 年度
第３回幹事会 議事録
会議開催日時

2007.09.27（木）18：30〜20：20

開

校友会館 6F 会議室

催

場

所

参
加
者
（敬称略・順 不
同
）
資

議

料

事

内

容

村田耕治，小林 幸宏，橘 敏彦，長 坂健一郎， 柳田祐二，
野崎 隆，林 博文，野島 謙之助，鈴木 迪子，前田 治，
江頭勝己，米田 守重，千葉 公胤，石崎泰 司，西村一 郎，
本橋光也，桑谷 佳容，相原 浩一，都築正 尚，
小島一記，稲毛 通男，高見 澤計夫
（幹事 21 名，事務局 長 1 名， 計 22 名）
1.19 年度 第 3 回幹事会 （レジメ）
2.東京電機大学 同窓会慶弔 規定（案）と東京電機 大学同窓会 丹
羽賞規定(案)
3.ホームページ のコピー
4.親睦旅行会の お知らせ（ 雀のお宿磯部 館パンフレ ット）
5.第 110 回周期総会のご案 内（東京電機 大学商工懇 話会）
記録者：高見澤

Ⅰ．会長挨拶
1. 第 8 代目同窓会 会長の八木 正夫氏の訃報 ．9/26 に逝去，9/30 に通夜．出
席者による黙祷 を行った．
2. 9/11 に創立 100 周年記念式典が盛大 に執り行わ れた．6000 人を超える 参
加者があった．
Ⅱ．各委員会の 活動報告
1. 規定検討委員会 （委員長

野崎

隆）

＊ ①東京電機 大学同窓 会慶弔規 定（案 ）と②東 京電機大 学同窓 会丹羽賞
規定(案)の改定状況が報告 され，同時に 読み合わせ が行われた ．
＊ ①について は内容的 には大き な指摘 もなくほ ぼ承認さ れたが ，同窓会
総会での「 承認議案 」か「報 告議案 」かの扱 い，およ び，表 現方法の
「規定」か 「内規」 かについ て活発 な意見が 交わされ た．→ 継続審議
事項となった．
＊ ①の慶弔規 定はボラ ンティア で同窓 会活動を 盛り上げ てきた 人たちに
対する「心 尽くし」 の意味合 いが強 く，こう いった規 定がな いと弔慰
金などの判定が あいまいに なるなどの点 で必要性は 認められた ．
＊ ②について は被表彰 者と表彰 者とを 明確に示 し，同窓 会幹事 会と運営
委員会の役割分 担を明文化 する必要性が 論議された ．
＊ ②についてはま た，規定文 脈の整合性の 必要性が論 議された．
＊ ①，②とも年内 の改定を目 指す．
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2. 広報委員会（委 員長

相原 浩一）

＊ 「歴代会長との 懇談」は， 今回は中止し た．
＊ 同窓会ホームペ ージの紹介
（意見）
・ 総会報告では会 計報告の記 載については ，やむをえ ない．
・ アクセス者のア ドレスを収 集し会員を増 加させる方 法も必要で は？
＊ 同窓会ホー ムページ に掲載す る事項 など意見 を相原委 員長ま で連絡を
お願いします．
3. 準会員支援委員 会（委員長

西村一郎）

＊ 6 月に行われたＮＨＫロ ボコン取材 に対する実 費支給が 9 月になっ た．
＊ 12/7 予定のエコランにつ いても届出 し承認を得 た．
＊ 締め切りまでに イベント支 援依頼があっ たものにつ いては承認 した．
＊ 秋田ソーラーカ ーへの出場 支援につい て 5 万円の支 給が決まっ た．
＊ 支援の案内 は学生支 援センタ ーで掲 示しても らうべく 連絡を 取ってい
る．
＊ イベントの 取材記事 のＨＰへ のアッ プに時間 がかかり トピッ ク性がな
い．トピックのみ直ち に掲載し，後日 詳細をアッ プするように したい．
＊ 準会員支援 規定の見 直しも規 定検討 委員会に お願いし たい． 手続き方
法・受付期 間・年２ 回の大会 前申請 の必要性 など．案 は準会 員支援委
員会で作成する ．
＊ ＯＢ懇談会での ＯＢの参集 する部屋を申 請する．
＊ 丹羽賞の選 出方法や 選出ス ケジュー ルなどに ついて の審議を 10 月中
旬に開催する．
4. 事業委員会（委 員長

本橋

光也）

＊ 鳩同会での見学 会には 42 名の参加 者があり，同 窓会幹事など の関係者
以外の一般同窓 会参加者 は 10 名であった．今後 も一般者の参 加を呼び
かけるのか？
＊ 参与会などの名 称を改定し て開催したも のである．
＊ 講演会では 「ＤＮＡ 」のテー マが取 り上げら れ，有意 義な講 演であっ
た．
＊ 親睦旅行会 開催予定 が報告さ れ同時 に参加者 の募集が 行われ た．同窓
会から 5000 円/人の補助金が支給さ れる．工学 情報誌に掲載 されるが
発行が遅れ ているた め一般者 の参加 は少ない と思われ る．同 窓生を誘
って参加してく ださい．
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（意見）
・ 一般参加者は参 与・幹事会 には参加は不 要．
・ 参加者のうちで ，車で こられる方 は相乗りで の帰路にご協 力くださ
い．
・ ホームページに 早めにアッ プして募集す ることを検 討したら？
5. 総務委員会（委 員長

枡川 重雄）

＊中間決済をお 願いする ．（村田会 長）
Ⅲ．その他
1. 参与会の必要性 ，メンバー など．
2. 鳩同会への一般 同窓者の参 加も可能とし， 親睦旅行会 にも一般同窓 者の
参加を可能とし たが，今後 の継続につい て状況を見 る．
3. 旅行 会は 幹 事の み の慰 労会 と して 会 費制 にし て 有志 の みで 行っ て もい
いのではないか ？
4. 「5000 円補助金 を目当 てと して 参加す る一 般同窓 生の 参加者 をど こま
で認めるべきか 線引きが必 要では？」と いう意見が 出た．
5. 次回の幹事会に ご意見を持 ち寄ってくだ さい．
6. 商工懇話会への 参加の勧誘 について．
以上
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