東京電機大学 同窓会
平成 23 年度 第 6 回 幹事会 議事録

開

催

日

時

平成 24 年 3 月 15 日 (木) 18:30〜19:45

開

催

場

所

神田キャンパス 10 号館 校友会 6 階会議室

参

加

者

小林 幸宏、柳田 裕二、枡川 重男、小島 一記、前田 治、三井 和幸、長坂 健一郎、

(順

不

同)

野島 謙之助、三好 守眞、鈴木 迪子、大舘 昌男、橘 敏彦、西川 義人、平山 文雄、
野崎 隆、大山 実、田中 宏、福澤 智、米田 守重、松本 健治、松崎 裕一、大野 孝、
相川 昭仁、北村 要

配

布

資

料

校友会 小宮事務局長 (合計 25 名)

1. 大学同窓会 H23 年度 (第 6 回) 幹事会レジュメ
2. 東京電機大学 同窓会 平成 23 年度第 5 回幹事会議事録
3. H23 年度 大学同窓会幹事会 名簿・出欠簿
4. 縦の会活動ヒヤリング結果 (2012/3/12 現在)
5. 平成 24 年度同窓会総会・祝賀会に関する検討事項
6. 東京千住 キャンパスマップ (キャンパス全体の写真付き)
7. 東京千住 キャンパス 1 号館 1 階及び 2 階のフロアーマップ
8. 記念講演、総会、祝賀会などで投影するパワーポイントで作成した資料の一部
9. 北千住界隈のお店の一部を紹介する資料

議

I.

事

内

容

作成者 松崎、小島 (加筆、修正)

小林会長挨拶
今後の予定が簡単に紹介され、挨拶が行われた。

3 月 17 日 (土) 卒業式、来週末 (24 日) 神田地区の閉館式、4 月 5 日 (木) 入学式があり、5 月 12 日には
東京千住キャンパスで同窓会の総会を行う。4 月 26 日には東京千住キャンパスで幹事会を行い、その
際に総会資料等を配布する。

II.

新幹事推薦
山本 (準会員支援委員会) 委員長から次の方を新幹事とする推薦があり、自己紹介が行われた。自己紹
介後に新幹事として承認された。

• 氏名 北村 要

1997 年 3 月理工学部・経営工学科卒業

勤務先は東光電気工事株式会社。

III.

議事録確認及び出欠簿
小島役員より議事録の要点及び出欠簿が簡単に紹介され、議事録は承認された。

IV.

校友会関係、他の活動、報告
前回の幹事会 (2 月 2 日) 以降では特に報告することはないが、3 月 13 日に 3 同窓会 (大学、電機学校、
中高) 連絡会が行われた。神田では 15 号館だけが残ることになっている。出版局のほかに会議室も設
けられることになっているが、その会議室をどう運用するかについては決まっていない旨小林会長より
発言があった。
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V.

校友会法人移行関連

4 月 20 日頃に (校友会の会員に) 送付される工学情報 (別冊) に、校友会が新法人 (一般社団法人) に移
行した際の定款及び規則が掲載されることになっているので、それで良く確認 (勉強) して欲しいとの
発言が小林会長からあった。
VI.

60 周年記念事業準備委員会
3 月 12 日 (月) に事業委員会を開催し、スケジュール、役割分担等を検討したということで、柳田副会
長から配布資料を使い概ね次のことが報告された。
1. 記念講演 (13:00〜15:00)
(1) 会場は 1 号館 2 階丹羽ホール。(総会も同じ場所)
(2) 足立区の 4 月の区報には、東京電機大学 記念 (公開) 講演会の案内が掲載される。
(3) 記念講演を行う安藤先生の所属としていた江戸東京人文研究会は既に解散しているので、変更で
きるものは足立史談会名誉会長とする。

(4) ホームページに使用する (顔) 写真、(記念講演の際に配布する) パンフレットを入手した。
2. 総会 (15:15〜17:00)
(1) 主な役割等
司会進行 松本幹事、挨拶 小林会長及び加藤康太郎学園理事長、議事録署名人 野島幹事及び山名
幹事、事業報告 柳田副会長、決算報告 桝川役員、会計監査報告 前田幹事及び三井幹事。(会計監
査は 4 月 11 日に行う予定)

(2) 同窓会会則変更は、(第 5 号) 議案とはせず、報告とする。
(3) 総会議事議決後に手島 透氏 (第 4 代同窓会会長、元スタンレー株式会社 代表取締役) の名誉学位
(博士号) 授与報告を行う。
これについては、野島幹事より次の反対意見がだされた。
高齢であるし、手島さんを呼ぶ必要があるかどうか疑問である。授与式及び記念品の贈呈
は学園が行うので、お祝いということであれば、自宅に蘭の花でも送ればいいのではない
か。

3 月 17 日 (土) に小林会長が手島さんにお会いするので、その際にお祝いをしたいがどうでしょう
かと本人に伺い、意向を確認する。その結果で、授与報告を行うかどうか決めるということになっ
た。
(4) 優秀学生団体として次の表彰を行う。賞状、トロフィーを用意する。
同窓会会長賞 鳩山キャンパス 学生環境推進委員会
同窓会特別賞 東京電機大学 CanSat プロジェクト

3. 記念祝賀会 (17:15〜19:00)
(1) 会場は 1 号館 1 階 100 周年記念ホール。
(2) 役割等
司会進行 大野幹事、挨拶 小林会長、古田学長及び渡辺校友会理事長、乾杯 柳田副会長、中締め
相原副会長
(3) 校歌斉唱はグリークラブ、尺八と琴の記念演奏 (約 12 分) は竹生会と琴和会にお願いする。

(4) 来賓はプロジェクターで顔写真を投影して紹介する。
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(5) 記念品として LED ライトを検討している。
4. その他
新キャンパスの自由見学を検討している。
VII.

総会資料等
総会資料は 4 月 26 日の幹事会で配布するが、事業報告等を 1 頁に纏め、別紙で一覧表を添付するなど
総会資料の簡素化を図る旨の発言が小林会長からあった。
尚、優秀学生団体として表彰を行う「学生環境推進委員会」及び「CanSat プロジェクト」には総会だ
けでなく 4 月 26 日の幹事会でもプレゼンテーションを簡単に行ってもらう。

VIII.

各委員会の活動状況について

1. 規定検討委員会
(公益法人制度を改正する) 法律に基づき校友会は (平成 25 年 4 月 1 日に) 一般社団法人に移行する
予定であり、5 月 19 日の校友会の総会で定款変更が決議されることになる。同窓会の総会は校友会
の総会より 1 週間前の 5 月 12 日に行われるので、校友会の定款変更に基づく同窓会会則の変更は決
議しないが、校友会の定款が変更になれば、細かい点で同窓会会則に変更を行う必要がでてくる。そ
の辺の検討を来年度行なっていく。

2. 事業委員会
3 月 12 日に委員会を開催し、総会の事前準備に関して検討した。60 周年記念品として検討している
LED ライトは量販店 (ケーズデンキ) では名入れができないので、インターネットでサンプルを取り
寄せ、品物を確認して発注する予定。4 月末までに注文すれば、間に合う。
総会前の自由見学会については、4 月にお披露目会が行われるので、その際学園が案内板等を用意す
ると思われる。それを 4 月になってから借用できるか確認し、検討していく。

3. 広報委員会
幹事紹介ページを作成中であるが、これを公開する。写真のない方は撮影中、原稿のない方は製作中
となる。写真、原稿を提出されてない方は早急に提出下さいとのこと。
記念講演のポスターを作成中であり、何処に貼るか検討している。同窓会ホームページに総会の案
内を掲載し、出席の申し込みができるようにした。ホームページから申し込むと特定のアドレスに
メールが送られ、その情報はウェブサイト (Web site) には残らない。

4. 準会員支援委員会
2 月 23 日に委員会を開催し、イベント申請の中から東京電機大学 CanSat プロジェクトを同窓会特
別賞として選出した。
5. 総務委員会
議事録の作成等、通常業務を行っている。
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IX.

縦の会活動ヒヤリング結果
同窓会としても縦の会の活動を正確に把握できていないので、問い合わせを行った。そのヒヤリング結
果について小島役員から簡単に紹介があった。4 団体が活動中、3 団体が休眠中。これに関連して、次
の意見がだされた。

1. 工学部建築科のあぶ (ABU) の会が抜けている。
あぶの会、年会費 3,000 円、ホームページあり、年次報告書を発行、学生表彰も行っている。
2. 情報収集にホームページを活用する方法もあるのではないか。
3. 創立 10 周年で情報環境学部の縦の会を昨年設立したはずであるが、活動していないのか。
4. 支援規定の見直しが必要ではないか。必要ない。
5. 誤りの指摘
短大卒業生会
電気工学科でなく電気科、福岡在住の幹事さんでなく福岡・金沢在住の幹事さん など

X.

その他

1. 記念講演
安藤先生は、江戸東京人文研究会/足立史談会名誉会長のどちらを使用しても良いと言っている。大
学として不都合があれば、足立史談会名誉会長を使用下さいとのこと。

2. 記念祝賀会
料理、飲み物合わせて 120 万円外注する予定であるが、その候補にロイヤルホスト系の会社がある。
記念祝賀会とは関係なく、学園で料理等の写真を業者に見せて、準備できるかの確認を行なっている
旨の発言が小宮事務局長からあった。

3. キャンパス見学
まだ学園と打ち合わせを行っていない。ビデオ/写真 (スライド) 等で最初に説明を行い、その後自由
に見てもらう。ルートは決められないし、我々幹事は不慣れなので案内できない。ビデオ/写真 (ス
ライド) 等を借用できるかどうか 4 月になってから確認を行う。
以上

次回幹事会 (第 7 回)
日時: 2012 年 4 月 26 日 (木) 18 時 30 分から
場所: 東京千住キャンパス 会議室
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