東京電機大学同窓会
平成 20 年度第 5 回幹事会議事録
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校友会 6Ｆ会議室

村田耕治、本橋光也、小林幸宏、橘 敏彦、相原浩一、三井和幸、
須田 毅、野崎 隆、石崎泰司、長坂健一郎、福島邦 夫 、柳 田 裕二 、
福田文夫、千葉公胤、小島一記、枡川重男、西村一郎、野島 健 之助 、
鈴木迪子、大舘昌男、山名昌男、赤松 徹、米田守重、前田 治、
桑谷佳容、髙見澤計夫
校友会：稲毛通男
第 18 代大学同窓会会長 森井 曠雄
1.20 年度 第 5 回幹事会レジメ
2.工学情報 2009 冬号
3.大 学同窓会 宛起案書（情 報環境学 研究科・情報 環境学部 「TDU 企業
セミナー」への協賛依頼）
4.準会員支援委員会報告
5.就職セミナー同窓会関係支援者名簿･タイムスケジュール
（2008/02/07 第 31 回）
記録者：髙見澤 計夫

Ⅰ．会長挨拶
1. 開会の挨拶、および森井曠雄氏の紹介が行われた。
Ⅱ．第 18 代大学同窓会会長森井曠雄様との懇談
1） 平成 7 年から 11 年まで会長を務めた．
2） 電子工学科を昭和 38 年卒業したが，ワンゲル同窓会を立ち上げ故前田先生に顧問をして
いただき小谷先生も関係していただいた，と言うのが学校との最も強いつながり．
3） 勤務 先は沖電 気で，指名解 雇問題対 応のためリク ルート活 動を強化した その流れ の延長
で，就職懇談会を通じて同窓会とのつながりが始まった．また，大学同窓会には 38 年卒
業組が多く活躍しており，関係を深める事になっていった．
4） 当時の同窓会は，校友会の決めた事業を遂行する事が多く，独自性は見られなかった．
5） 父母 懇親会は 学校主催で開 催されて いた．その目 的は地方 の父兄に学校 での子息 の成績
や地 元企業な どへの就職状 況などの 説明をかねて ，先生が 地方を訪ねて 行ってい た．学
長も同行してくれていた．
6） 同窓会名簿を 75 周年記念事業の一環で，中学･高校･大学合同で作成したと同時に 3 学同
窓会連絡会を発足させた．縦の会・あぶの会・などとの連携も開始した．校友会に 3 同
窓会メンバーが参加できる道筋を付けた．
7） 鳩同会など新しいイベントに取り組んだ．
8） 現在 の同窓会 活動はシステ マティッ クに運営され ，参加メ ンバーも拡大 し継続さ れてい
ることを嬉しく思っている．
9） 体育 会系のサ ークルや研究 会同好会 などの活動を 同窓会に 取り込めない か，相互 に関連
しあ い連絡を 取り合う事 (Web 的関 係)で 密接な関 係を築き ，同窓会活動 を活性化 でき な
いか ？また， 後援会と同窓 会の役割 分担を明確に すること を提案する． 同窓会は 卒業生
向けで後援会は在校生向けという立場で各々の出来る事を強化したらいかがか？
現在の同窓会活動の基礎は森井さんの代に作られ，現在も継承されている．（村田会長）
（質問）
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同窓会と校友会の融合についての動きはどうなっているのか？(橘氏)→特に動きはない．
Ⅲ．幹事会議題
１． 情報環境学部「TDU 企業セミナー」への協賛について協議され，3 万円の補助金を持って協
賛する事で承認された．
２． 委員会の活動報告
（１）規定検討委員会（野崎委員長）
・委員会を開催していないため報告はなし．
（２）広報委員会（相原委員長）
（口頭報告）
1） 北千住 特集を組む事 を計画し ている．下町 のよき風 情を偲ぶ事の 出来る情 報などメー ル
での連絡をお願いする．
2） 歴代会長との懇談会記事など掲載している．また，森井様との特集も実施する．
3） クラス会や支部総会の情報も掲載している．
（３）準会員支援委員会（小林役員）
（承認事項）
1） 3 件の支援要請があり委員会で検討・協議し，各 5 万円の支援を行ったことが報告され，
承認された．
① 国際野外の表現展比企学生団体【理工学部】
② ツクバチャレンジ 2008【工学部】
③ ホンダエコパワー【工学部】
（報告事項）
2） 丹羽賞・同窓会奨励賞の贈呈が 2008/11/02，03 に亘って行われたことが報告された．
3） 就職セミナーは後援会も協賛者として横断幕に記載することが報告された．
4） 就職セミナーへの応援が募集された．
（順不同敬称略）橘・枡川・野島・林・前 田・西 村 ・
桑谷・相原・小島・山名・大舘・高見澤
（提案事項）
1） 準会員 支援 関係 で申請 書な りプ レゼ ン資料な りを 提示 いた だきたい ．→ 会長 によ り承 認
された．
（４）事業委員会（本橋委員長）
（報告事項）
1） 旅行会について報告された．
2） 天候にも恵まれ成功裏に終了した．今後は，広報に力を入れクラス会などに活用してい
ただけるように進める．
3） 参加者は 53 名であった．
4） 4/25 に同窓会総会が開催されます．
（５）総務委員会（枡川委員長）
（報告事項）
1） 中間決算の確認を行った．
2） http://atom.dendai.ac.jp/new-campus/から北千住移転計画を見られます．
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3） 校友会設立 100 周年記念で投稿原稿を募集しています．
4） 校友会設立 100 周年記念で名刺広告を募集しています．
２．その他
（１）次回幹事会を北千住で開催したい
1） 2 月中に呼び幹事会を開催したい．（高見澤が調査する．）
（２）総会のゲスト
1）として，マジックの前田氏を当たったが日程的に会わなかった．
以上
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