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平成２５年度 東京電機大学同窓会 総会 

 
 

日時 平成２５年４月２０日(土) 

場所 東京電機大学 東京千住キャンパス 丹羽ホール 

式次第 

1. 開会の辞 

2. 会長挨拶 

 大学同窓会会長 小林幸宏 

3. 来賓ご挨拶 

 学校法人東京電機大学 理事長   加藤康太郎 様 

 学校法人東京電機大学 学長（同窓会名誉会長）   古田勝久 様 

4. 議事 

第一号議案  平成２４年度 事業報告 

第二号議案  平成２４年度 決算報告・監査報告 

第三号議案  平成２５年度 事業計画 （案） 

第四号議案  平成２５年度 予算 （案） 

第五号議案  東京電機大学同窓会 会則変更 （案） 

第六号議案  役員改選の件 

他 

5. 第三回 優秀学生団体表彰式 

 同窓会会長賞 ： 理工学部 学術文化部会 自動車部 

 同窓会特別賞 ：  

  工学部機械工学科 精密システムコース アドバンストワークショップ教科  

              燃料電池カーレースプロジェクトチーム 

6. 閉会の辞 
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■ 第一号議案  平成２４年度 事業報告 

Ⅰ．卒業生に対する活動・支援 

１． クラス会、クラブ・研究室ＯＢ会等の開催支援 （別表１） 

２． 縦の会（学科別同窓会）の開催支援 （別表１） 

３． 地方支部・電機会等への支援 （別表２） 

４． ＯＢ交歓会の開催 （別表２） 

５． 講演会、研修会等の開催 (別表２） 

６． ホームカミングの集いへの支援、協力 （別表２） 

Ⅱ．在校生に対する活動・支援 

１． 丹羽賞・同窓会奨励賞の選考、授与 （別表３） 

２． 助け合い基金の運営 （収支決算書） 

３． 卒業記念品の贈呈 （別表２） 

４． 学園祭への参加、体育祭への補助 （別表４） 

５． イベント等参加への支援 （別表４） 

６． 卒業生による就職セミナーの開催 （別表２） 

Ⅲ．母校に対する活動・支援 

同窓会総会、クラス会、クラブＯＢ会申請時などに東京千住キャンパス創設事業募金、東日本大震災被災学

生・生徒修学支援募金への要請を行った。 

Ⅳ.その他の活動 

１． 広報活動の充実、ホームページの管理運営 

ホームページの刷新を実施した。また同窓会用フェイスブックを立上げ、ビジュアルでタイムリー

な情報を掲載した。 

２． 役員・幹事会の開催 （別表２）  

３． 校友会の運営に参画 （別表２） 

４． 中学・高等学校同窓会、電機学校同窓会等との交流  

５． 大学後援会との交流 

６． 大学同窓会創立６０周年記念事業の実施 （５月１２日） 

 

■ 第二号議案  平成２４年度 決算報告・監査報告 

後述 (5～6ページ参照) 

 

■ 第三号議案  平成２５年度 事業計画  （案） 

Ⅰ．卒業生に対する活動・支援 

１． クラス会、クラブ・研究室ＯＢ会等の開催支援 

２． 縦の会（学科別同窓会）等の支援 

３． 地方支部・電機会等への支援 

４． ＯＢ交歓会の開催 

千葉ニュータウンキャンパス ：１０月６日（日） 

東京千住キャンパス  ：１１月３日（日） 

埼玉鳩山キャンパス  ：１１月４日（月） 
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５． 講演会、研修会等の開催 

６． ホームカミングの集いへの支援、協力 

１１月３日（日）＠東京千住キャンパス 

Ⅱ．在校生に対する活動・支援 

１． 丹羽賞・同窓会奨励賞・特別賞の選考、授与 

２． 助け合い基金の運営 

３． 卒業記念品の贈呈 

４． 学園祭、体育祭行事等への支援 

５． イベント等への参加支援 

６． 卒業生による就職セミナーの開催 

Ⅲ．母校に対する活動・支援 

  「学校法人東京電機大学サポート募金」等への支援 
※ サポート募金は、平成２５年４月より寄付者の意思を尊重し、寄付金の使途を指定できます。 
（奨学金の充実、課外活動への支援、施設・設備の充実、その他の寄付） 

Ⅳ．その他の活動 

１． 広報活動の充実、ホームページの管理運営 

２． 幹事会等の開催 

３． 校友会の運営に参画 

４． 中学・高等学校同窓会、電機学校同窓会等との交流 

５． 大学後援会との交流 

 

■ 第四号議案  平成２５年度 予算  （案） 

後述 (7ページ参照) 

 

■ 第五号議案  東京電機大学同窓会 会則変更  （案） 

会則改訂内容掲載 （8 ページ参照） 

 

会則変更のポイント 

● 基本的考え方 

現行大学同窓会会則の基本思想を極力堅持し、校友会の内部組織として必要な内容を修正・加筆する。 

 

● 大きな変更ポイント 

1）第 3 章 会員  

第 4 条 

  「名誉会員」を「特別会員」に変更 

  「準会員」を「在学会員」に変更（校友会定款変更による変更） 

2）第 4 章 役員・幹事会及び会計監査（旧名称） 
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  第 7 条 

  会長の選任に関しては校友会理事会の承認を得ることを明記 （校友会定款変更に伴う内容） 

  第 8 条 

  新体制では校友会の内部組織となるため、会計は校友会事務局と連携して担当する事を明記 

3）第 5 章 会議 

  第 11 条 

  総会議長の選出方法を明記、総会決議事項を校友会理事会に報告することを明記 

  第 14 条 

  会則変更等の重要決議は出席者数の 3分の 2以上の賛成を要することを明記 

4）第 6 章 支部及び委員会（旧名称） 

  第 15 条 

  全国全県に地方支部が立上ったため、支部設置の条項を廃止 

  ※第 15 条廃止に伴い、第 16 条を第 15 条に変更 

  委員会委員の選出方法を明記、委員会開催内容を会長に報告することを明記 

5）第 7 章 会費及び会計（旧名称） 

  第 17 条 

  「本会の会費は終身制とし、4000 円とする」を会則から切り離し、金額は同窓会会則施行細則に明記 

  同窓会活動に充てる経費は校友会から交付された資金を持って充当することを明記 

  諸会合開催時に実費を徴収することができることを明記 

  第 18 条 

  「本会に納入した会費は原則として返却しない」の条項を削除 

6）会則内容変更に伴う条項の変更 

 ①旧第 16 条 委員会   ⇒  第 15 条 

 ②旧第 17 条 会費・会計 ⇒  第 16 条 

 ③旧第 19 条 会計年度 ⇒  第 17 条 

 ④旧第 20 条 会則改正 ⇒  第 18 条 

 ⑤旧第 21 条 細則 ⇒  第 19 条 

 

■ 第六号議案  役員改選の件 

幹事会推薦 次期役員（案） 

会長 

柳田 裕二   昭和５１年 工学部第二部 電気通信工学科 

 

副会長 

相原 浩一   昭和５７年 理工学部 経営工学科 

小島 一記  昭和５９年 大学院理工学研究科 修士課程システム工学専攻 

枡川 重男  平成０５年 大学院工学研究科 修士課程電気工学専攻 

 

会計 

福嶋 邦夫  昭和４９年 短期大学 電気科二部 

山本 隆洋  昭和５５年 工学部第一部 電気工学科 

 

会計監査 

高見澤計夫  昭和４７年 工学部第一部 電気工学科 

本橋 光也  平成０３年 大学院工学研究科 博士課程電気工学専攻 

 

 

以上 



 　 　（単位:円）

科 目 予 算 決 算 差 異

　前期繰越金 1,344,181 1,344,181 0 

　卒業生会費
　　4,000円＊(1,908+52）名

7,632,000 7,840,000 増 208,000 

　その他の収入 4,061,000 4,075,175 増 14,175 

　　　受取利息
　　　（預金利息）

1,000 15,175 増 14,175 

　　　雑収入
　　　（学園、校友会、電機学校同窓会、
　　　　中高同窓会、商工懇話会等のお祝い金）

60,000 60,000 0 

　　　定額郵便貯金取崩し 4,000,000 4,000,000 0 

当期収入合計 13,037,181 13,259,356 増 222,175 

科 目 予 算 決 算 差 異

　事業費 7,350,000 7,293,654 56,346 

　　　クラス会・ОＢ・ОＧ会
　　　（開催支援、別表１参照）

2,000,000 1,987,520 12,480 

　　　縦の会活動補助金
　　　（学科別同窓会の開催支援、別表１参照）

550,000 707,840 △ 157,840 

　　　講演会・研修会等
　　　（校外幹事会等の開催）

300,000 379,393 △ 79,393 

　　　支部会
　　　（地方支部等への支援、別表２参照）

1,400,000 1,547,870 △ 147,870 

　　　広報活動
　　　（同窓会ＨＰ運営管理、HPリニューアル）

500,000 478,000 22,000 

　　　丹羽賞・同窓会奨励賞
　　　（賞の選考及び授与、別表３参照）

500,000 470,000 30,000 

　　　卒業記念品
　　　（卒業生に、卒業記念品を贈呈）

700,000 710,298 △ 10,298 

　　　ＯＢ交歓会
　　　(千住・鳩山・千葉での開催、別表２参照）

600,000 315,417 284,583 

　　　就職セミナー
　　　（開催及び支援、別表２参照）

300,000 299,741 259 

　　　準会員援助金
　　　（在校生の活動支援、同窓会特別賞他、
　　　　別表４参照）

500,000 397,575 102,425 

　会議費 5,000,000 3,292,393 1,707,607 

　　　総会
      (60周年記念事業含む、別表２参照）

4,000,000 2,406,667 1,593,333 

　　　幹事会
　　  (開催、別表２参照）

400,000 459,774 △ 59,774 

　　　役員会
　　  (開催、別表２参照）

100,000 196,688 △ 96,688 

　　　参与会・歴代会長会 100,000 0 100,000 

　　　委員会
　　　（規程検討、事業、準会員支援、
　　　　　広報、総務の開催、別表２参照）

400,000 229,264 170,736 

　消耗品費
　（役員名刺、賞状、賞状額等）

50,000 13,941 36,059 

　通信費
　（お祝い金振込手数料、郵便代等）

30,000 11,645 18,355 

　雑費 30,000 0 30,000 

　慶弔費 30,000 60,170 △ 30,170 

　予備費 300,000 0 300,000 

　次期繰越金 247,181 2,587,553 △ 2,340,372 

当期支出合計 13,037,181 13,259,356 △ 222,175 

平成24年度大学同窓会収支報告書

（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

収　　入　　の　　部

支　　出　　の　　部
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 　 　（単位:円）

科 目 予 算 前 年 予 算 前 年 決 算 予 算 差 異

　前期繰越金 2,587,553 1,344,181 1,344,181 1,243,372 

　卒業生会費
　（4,000円＊2,264名）

9,056,000 7,632,000 7,840,000 1,424,000 

　その他の収入 61,000 4,061,000 4,075,175 △ 4,000,000 

　　　受取利息 1,000 1,000 15,175 0 

　　　雑収入 60,000 60,000 60,000 0 

　　　定額郵便貯金取崩し 0 4,000,000 4,000,000 △ 4,000,000 

当期収入合計 11,704,553 13,037,181 13,259,356 △ 1,332,628 

科 目 予 算 前 年 予 算 前 年 決 算 予 算 差 異

　事業費 6,550,000 7,350,000 7,293,654 △ 800,000 

　　　クラス会・クラブ、研究室ОＢ会
        (開催支援)

2,000,000 2,000,000 1,987,520 0 

　　　縦の会活動補助金
       （学科別同窓会の開催支援）

550,000 550,000 707,840 0 

　　　講演会・研修会等
       （校外幹事会等の開催）

300,000 300,000 379,393 0 

　　　支部会
       （地方支部等への支援）

1,100,000 1,400,000 1,547,870 △ 300,000 

　　　広報活動
       （同窓会HP運営管理）

200,000 500,000 478,000 △ 300,000 

　　　丹羽賞・同窓会奨励賞
       （賞の選考及び授与）

500,000 500,000 470,000 0 

　　　卒業記念品
       （卒業生に、卒業記念品を贈呈）

700,000 700,000 710,298 0 

　　　ＯＢ交歓会
        (千住・鳩山・千葉開催）

400,000 600,000 315,417 △ 200,000 

　　　就職セミナー
       （開催及び支援）

300,000 300,000 299,741 0 

　　　準会員援助金
       （在校生の活動支援、同窓会特別賞他）

500,000 500,000 397,575 0 

　会議費 2,350,000 5,000,000 3,292,393 △ 2,650,000 

　　　総会 1,200,000 4,000,000 2,406,667 △ 2,800,000 

　　　幹事会 450,000 400,000 459,774 50,000 

　　　役員会 300,000 100,000 196,688 200,000 

　　  歴代会長会 100,000 100,000 0 0 

　　　委員会
　  　　（事業、在学会員支援、広報、総務）

300,000 400,000 229,264 △ 100,000 

　消耗品費 20,000 50,000 13,941 △ 30,000 

　通信費 20,000 30,000 11,645 △ 10,000 

　雑費 10,000 30,000 0 △ 20,000 

　慶弔費 30,000 30,000 60,170 0 

　予備費 100,000 300,000 0 △ 200,000 

　次期繰越金 2,624,553 247,181 2,587,553 2,377,372 

当期支出合計 11,704,553 13,037,181 13,259,356 △ 1,332,628 

平成２５年度予算（案）

収　　入　　の　　部

支　　出　　の　　部
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　　　　　　　　昭和27年3月29日設立制定

<校友会新法人移行に伴う会則（案）> <現行会則>

　　　　第１章     名称及び事務所所在地 第１章     名称及び事務所所在地
(名　称）
第１条  本会は東京電機大学同窓会と称する。 第１条  本会は東京電機大学同窓会と称する。
(事務所）
第２条  本会は本部を東京都足立区千住旭町５番 第２条  本会は本部を東京都足立区千住旭町５番に
      東京電機大学校友会内に置く。         置く。 

　　　　第２章     目　　　的 第２章     目　　　的

第３条  本会は会員相互の親睦を図り、会員と母校との 第３条      本会は会員相互の親睦を図り、会員と母校との
　　　　連繋を緊密にし、東京電機大学の事業遂行並び 　　　　連繋を緊密にし、東京電機大学の事業遂行並び
　　　　に発展に寄与することを目的とする。 　　　　に発展に協力することを目的とする。

　　　　第３章     会　　　員 第３章     会　　　員
(構成員）
第４条  本会の会員を分けて正会員、在学会員、特別 第４条  本会の会員を分けて名誉会員、正会員、準会員
　　　　会員とする。 　　　　とする。
　　2   正会員は東京電機大学大学院、東京電機大学 　　2   名誉会員は東京電機大学教職員及び本会に特に
　　　　東京電機大学短期大学及び電機工業専門学校 　　　　功労あるもので幹事会の承認を得たものとする。
　　　　（以下大学院、大学、短大、工専と略称する） 　　3   正会員は東京電機大学大学院、東京電機大学、
　　　　の卒業生とする。 　　　　東京電機大学短期大学及び電機工業専門学校
　　3   在学会員は、大学院・大学の在学生とする。 　　　　（以下大学院、大学、短大、工専と略称する）
　　4   特別会員は東京電機大学教職員及び本会に特に 　　　　の卒業生とする。
　　　　功労あるもので幹事会の承認を得たものとする。 　　4   準会員は、大学院・大学の在学生とする。
    5   大学院、大学、短大、工専を中途退学した者の     5   大学院、大学、短大、工専を中途退学した者の
　　　　うち　同窓会員に加わることを希望する者は、 　　　　うち　同窓会員に加わることを希望する者は、
　　　　幹事会の承認を得たのち、同窓会費を納める 　　　　幹事会の承認を得たのち、同窓会費を納める
　　　　ことにより、正会員となることができる。 　　　　ことにより、正会員となることができる。
（議決権等）
第５条  正会員が東京電機大学同窓会総会の構成員となり  第５条  名誉会員及び準会員は議決権、選挙権、被選挙
　　　　1個の議決権、選挙権および被選挙権を有する。 　　　　権を有しない。

　　2　 在学会員及び特別会員は議決権、選挙権、被選挙

   　　 権を有しない。

　　　　第４章     役　員　等 第４章     役員・幹事及び会計監査
（役員等の構成）
第６条  本会の構成は以下とする。 第６条  本会の構成は以下とする。
　　2　　名誉会長１名 　　2　　名誉会長１名
    3    役員として、会長1名、副会長３名、会計２名     3    役員として、会長1名、副会長３名、会計２名
　　4    幹事50名以内（うち会長１名、副会長３名、 　　4    幹事50名以内（うち会長１名、副会長３名、
　　　 　会計２名） 　　　 　会計２名）
    5    会計監査２名     5    会計監査２名
　　6    顧問及び参与若干名 　　6    顧問及び参与若干名

東京電機大学同窓会会則新旧比較
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（役員等の選任）
第７条  名誉会長には東京電機大学学長を推戴する。 第７条  名誉会長には東京電機大学学長を推戴する。
    2    会長、副会長、会計及び会計監査は幹事より     2    会長、副会長、会計及び会計監査は幹事より

　　 　　総会において選出する。ただし、会長は一般 　　 　　総会において選出する。

　　　　 社団法人東京電機大学校友会の理事会の承認を

         得るものとする。

    3    顧問は会長が推薦し、幹事会の承認を得るもの     3    顧問は会長が推薦し、幹事会の承認を得る
         とする。          ものとする。
　　4    参与は、原則として会長の経験者で 幹事会の 　　4    参与は、原則として会長の経験者で 幹事会
       　承認を得るものとする。        　の承認を得るものとする。
　　5  　幹事は会長が会員より推薦を受け、幹事会の 　　5  　幹事は会長が会員より推薦を受け、幹事会
　　 　　承認を得るものとする。 　　 　　の承認を得るものとする。
（役員等の職務）
第８条   会長は本会を代表し、会務を統括する。 第８条   会長は本会を代表し、会務を統括する。
　　2    副会長は会長を補佐する。 　　2    副会長は会長を補佐する。
　　3    名誉会長、顧問及び参与は会長の諮問に応え 　　3    名誉会長、顧問及び参与は会長の諮問に応え
　　　   会の運営に参画する。 　　　   会の運営に参画する。
    4    会計は、本会の会計を担当する。ただし、本会 　　4    会計監査は本会の会計を監査する。

         の会計は校友会の会計の一部を構成するため、 　　5    幹事は会務を分担し、本会の運営に当る。

         校友会事務局と連携して担当するものとする。
　　5    会計監査は本会の会計を監査する。

　　6    幹事は会務を分担し、本会の運営に当る。

（役員等の任期）
第９条　役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 第９条　役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。
        役員に欠員を生じ会務に支障のあるときは、         役員に欠員を生じ会務に支障のあるときは、
        第7条の規程に従い、必要に応じてこれを補充         第7条 の規程に従い、必要に応じてこれを補充
　      することができる。ただしその任期は前任者の 　      することができる。但し其の任期は前任者の
        残任期間とする。         残任期間とする。
    2   幹事及び会計監査の任期は2年とし再任を妨げ 　　2   幹事及び会計監査の任期は2ヶ年とし再任を
        ない。幹事は、第7条の規程に従い必要に応じて 　　　　妨げない。 幹事は、第7条の規程に従い必要
        これを補充することができる。但しその任期は         に応じてこれを補充することができる。但し
　      他の幹事の残任期間と同一とする。         其の任期は他の幹事の残任期間と同一とする。

　　　　第５章     会　　議 第５章     会　　議
（会議の種類）
第10条  会議は、総会、役員会および幹事会とする。 第10条   会議は総会、役員会及び幹事会とする。
（総　　会）
第11条  定時総会は毎年１回会長が招集し、本会の事業 第11条   定時総会は毎年１回会長が招集し、本会の
        報告、収支決算及び会計監査の報告、事業計画          事業報告、収支決算及び会計監査の報告、
        案及び予算案並びに役員選出の議決を行う。          事業計画案及び予算案並びに役員選出の
　　2　 総会の議長は出席者から選出する。          議決を行う。
    3   総会で決議され報告された事項については

        校友会理事会に遅滞なく報告する

（役　員　会）
第12条  役員会は役員により構成し会長が召集する。 第12条   役員会は役員により構成し会長が召集する。
（幹　事　会）
第13条  幹事会は役員、幹事及び会計監査により構成し、 第13条   幹事会は役員、幹事及び会計監査により構成し、
　　 　 必要に応じて会長が召集する。 　　 　　必要に応じて会長が召集する。
（決　　　議）         

第14条  総会、幹事会及び役員会は出席人員もって 第14条 　総会、幹事会は共に出席人員を以って成立し、   

      　成立しその議決は出席人員の過半数の賛成を       　 其の議決は出席人員の過半数の賛成を以って 

　　　 もって成立する。ただし、会則の改正等 　　　　 成立する。
　　　　についての決議は、出席人数の３分の２
　　　　以上の賛成をもって成立する。
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　　　　第６章     委　員　会 第６章     支部及び委員会
（委　員　会）
第15条      本会の事業遂行上必要があるときは、会長は 第15条      正会員が20名以上居住する地区には支部を置く
　　　　各種委員会を設けることができる。 　　　　ことができる。

　　2　 委員会の委員は会長が選出し、幹事会の承認を得る

　　　　ものとする。 第16条       本会の事業遂行上必要があるときは、会長は
　　3　 当該委員会を開催した際は、会長にその結果を報告 　　　　 各種委員会を設けることができる。
　　　　するものとする。

　　　　第７章     会　　　計 第７章     会費及び会計
（経　　費）
第16条  本会の活動費用に充てるための経費は、校友会 第17条      本会の会費は終身制とし、4,000円とする。
　　　　から交付された資金を持って充当する。

　　2　 諸会合に要する経費は、その実費を会員から 第18条      本会に納入した会費は原則として返却しない。
　　　  徴収することができる。

（事業年度）
第 17条      本会の会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年 第 19条       本会の会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年
　　　　３月末日に終る。 　　　　３月末日に終る。

　　　　第８章　会則の改正及び委任 第８章     補　　　則
（改　　　正）
第 18条       本会則の改正は総会の議決を要する。 第 20条       本会則の改正は総会の議決を要する。
（委　　任）
第 19条       この会則施行についての細則は幹事会の議決を 第 21条       この会則施行についての細則は幹事会の議決を
　　　　 へて別に定める。 　　　　へて別に定める。

付　　　則 付　　　則

昭和51年4月20日会則改訂。 昭和51年4月20日会則改訂。

昭和52年4月23日一部変更。 昭和52年4月23日一部変更。

昭和54年4月21日一部変更。 昭和54年4月21日一部変更。

昭和56年4月18日一部変更。 昭和56年4月18日一部変更。

昭和57年4月24日一部変更。 昭和57年4月24日一部変更。

平成元年4月15日会則改訂。 平成元年4月15日会則改訂。

平成 5年4月17日一部変更 平成 5年4月17日一部変更

平成18年4月 8日会則改訂 平成18年4月 8日会則改訂

平成24年5月12日一部変更 平成24年5月12日一部変更

平成25年4月20日会則改訂

<規定検討委員名> <会則改定委員名>

石崎 泰司・千葉 公胤・長坂 健一郎・野崎 隆

・村田 耕治　
野崎隆・福澤智・長坂健一郎・西川義人・石﨑泰司・
桑名佳容・枡川重男
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東京電機大学同窓会会則施行細則 

 
第１条  この細則は大学同窓会会則に基づき規定すべき事項を施行するに必要な 

 事項を定めるものとする。 
 

第２条  会則第１６条による本会の活動費用に充てるための経費は、在学会員が 
大学を卒業する時および大学院を卒業（修了）する時に、東京電機大学 
校友会より卒業生１名につき４，０００円を大学同窓会費として受領す 
るものとする。 

 
第３条  本施行細則の改正は、幹事会の議決を要する。 

 
附 則 
１ 本施行細則は、平成 25年 4月 20日より施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



種
別 開催日 学科、研究室、クラブ名称 学校種別・卒業年

6月9日 東京電機大学短期大学卒業生の会 短大
7月7日 工学部第一部建築学科ＡＢＵの会 大学
11月17日 工学部第一部精密機械工学科・機械情報工学科 大学
12月8日 理工学部建設工学科・建設環境工学科鳩萃会 大学

2月23日 理工学部電子・機械工学系ＡＰＰＬＥＳ 大学

1月24日 工学部第一部電気工学科 大学昭和45年

4月14日 工学部第一部電子工学科 大学昭和39年
5月12日 工学部第一部応用理化学科 大学昭和44年

5月14日 工学部第一部電気科 工専昭和23年

6月16日 工学部第一部電気工学科・電気通信工学科、工学部第二部電気工学科 大学昭和33年

6月16日 工学部第一部電子工学科 大学昭和40年
6月16日 工学部第一部電気工学科 大学昭和47年
6月30日 工学部第一部精密機械工学科 大学昭和46年
7月8日 工学部第一部機械工学科 大学昭和52年
7月21日 工学部第一部科電気工学科、工学部第一部電気通信工学科（合同） 大学昭和27～29年
7月28日 工学部第一部電気通信学科 大学昭和42年
9月9日 工学部第二部電子通信工学科 大学昭和53年
9月22日 工学部第一部電気工学科 大学昭和32年
9月27日 工学部第二部電気工学科 大学昭和25年

10月6日
工学部第一部電気工学科
工学部第一部電気通信工学科（合同）

大学昭和35年

10月6日 工学部第一部建築学科 大学昭和50年
10月7日 工学部第一部電気通信工学科 大学昭和30年
10月15日 工学部第一部応用理化学科 大学昭和41年
10月25日 工学部第一部電気通信工学科 大学昭和31年
10月26日 工学部第二部電気工学科 大学昭和36年
11月17日 工学部第一部応用理化学科 大学昭和43年
11月17日 短期大学電気科第二部 短期大学昭和33年
11月22日 電気通信科 工専昭和25年
12月1日 工学部第二部電子工学科 大学昭和41年
12月7日 工学部第一部機械工学科 大学昭和42年
12月15日 理工学部建設工学科 大学昭和56年
12月15日 工学部第一部電子工学科 大学昭和44年
12月19日 工学部第一部電気通信工学科 大学昭和40年
1月26日 短期大学、昭和38年大学工学部第二部電気工学科（合同） 昭和35年

5月25日 大学体育会硬式庭球部 大学
5月27日 工学部硬式野球部 大学
6月2日 山岳部山の会 大学
6月10日 工学部第一部剣道部理工学部剣道部 大学
9月1日 アマチュア無線部ＯＭ会 大学
9月1日 工学部第二部バドミントン部 大学
9月15日 グリークラブ 大学
9月22日 空手道部 大学
9月23日 東京千住キャンパス体育会合気道部 大学
10月7日 体育会ワンダーフォーゲル部 大学
10月20日 東京電機大学武蔵野学生寮 大学
11月3日 理工学部学術研究部会棋道部 大学
11月11日 ゴルフ部 大学
11月11日 TDU武道３部会 大学
11月17日 学術研究部会本部 大学
11月17日 尺八部OB「竹生会」 大学
12月1日 サイクリング部 大学
1月13日 工学部第一部体育会蹴球部 大学
1月13日 理工学部蹴球部 大学
1月26日 工学部第一部文化部会メディア研究会 大学
3月9日 工学部第一部、工学部第二部、理工学部、情報環境学部　卓球部 大学

7月7日 生体応用電子工学研究室（福井研）、応用医工学研究室（合同） 大学
7月28日 工学部第一部電気電子工学科エネルギー環境システム研究室 大学
7月28日 工学部機械工学科先端機械コース流体制御研究室 大学
9月8日 情報環境学部情報環境学科信号処理研究室 大学
9月8日 情報環境学部情報環境学科生体信号処理研究室 大学
9月22日 粘性流体力学研究室・数値流体力学研究室 大学
9月22日 高速流体力学研究室 大学
10月12日 未来科学部建築学科積田研究室 大学
11月3日 理工学部樫村研究室 大学
11月10日 工学部機械工学科固体力学研究室 大学
11月10日 工学部情報通信工学科音響信号処理研究室 大学
11月24日 情報環境学部・電気通信工学科・情報通信工学科音響情報研究室 大学
12月1日 工学部第一部電気・電子工学科大井研究室 大学
12月1日 情報環境学部情報環境学科信号処理応用研究室 大学
12月2日 理工学部理工学科電子機械工学系医用情報工学研究室 大学
12月27日 工学部電気通信工学科河野研究室 大学院
2月9日 工学部第一部電気電子工学科植野研究室 大学
2月9日 理工学部電子・機械工学系電子情報工学研究室 大学
3月3日 工学部電気電子工学科レーザー工学研究室 大学

別表１　(縦の会、クラス会、クラブOB会、研究室OB会　開催実績）

研
究
室
Ｏ
Ｂ
会

縦
の
会

ク
ラ
ス
会

ク
ラ
ブ
Ｏ
Ｂ
会
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日時 同窓会 校友会・支部・電機会

4月2日 入学式
4月11日 会計監査
4月19日 役員・委員長連絡会
4月24日 校友会理事会
4月26日 幹事会
5月8日 役員・委員長連絡会
5月9日 法人移行実行委員会
5月12日 公開講演会、総会、創立60周年記念事業
5月13日 合同体育祭・鳩山
5月15日 校友会理事会
5月19日 講演会、評議委員会、校友会総会・理事会
5月26日 神奈川県支部総会、三重県支部総会、愛知県支部総会
6月2日 役員会 電機学校同窓会総会、中・高同窓会総会、商工懇話会総会
6月3日 岐阜県支部総会
6月5日 校友会理事会
6月9日 短大卒業生の会、千葉県支部総会、埼玉県支部総会
6月12日 役員・委員長連絡会
6月16日 教職校友会総会
6月19日 幹事会
6月30日 茨城県支部総会、香川県支部総会
7月3日 役員・委員長連絡会
7月4日 規定検討委員会
7月6日 日本電波工業電機会総会
7月7日 長崎県支部総会・九州沖縄地区連絡協議会
7月10日 幹事会
7月12日 準会員支援委員会
7月15日 群馬県支部総会
7月17日 校友会理事会
7月28日 広報委員会
8月9日 事業委員会
8月11日 広報委員会 青森県支部総会
8月23日 準会員支援委員会
9月1日 役員・委員長連絡会
9月10日 総務委員会
9月13日 幹事会
9月15日 鹿児島県支部総会
9月18日 校友会理事会
9月22日 ホームカミング
9月29日 広報委員会
10月2日 規定検討委員会
10月6日 全国支部長会
10月7日 千葉ＯＢ交歓会
10月11日 役員・委員長連絡会
10月13日 福岡県支部総会
10月13日 東京支部設立総会
10月16日 校友会理事会
10月18日 幹事会
10月20日 参与会
10月27日 福島県支部総会、山梨県支部総会
11月3日 宮城県支部総会・東北北海道連絡協議会
11月4日 鳩山ＯＢ交歓会
11月6日 校友会理事会
11月8日 役員・委員長連絡会
11月9日 北海道支部総会
11月10日 岩手県支部総会
11月10日 新潟県央電機会総会
11月10日 沖縄県支部総会
11月15日 幹事会
11月17日 長野県支部総会
11月23日 広報委員会
12月1日 校外幹事会（12/1～2）
12月4日 校友会理事会
1月22日 役員・委員長連絡会
1月23日 校友会理事会
1月26日 職域電機会会長会
1月29日 幹事会
2月9日 就職セミナー
2月16日 愛媛県支部総会
2月18日 事業委員会
2月23日 山陰支部総会
3月2日 三菱電機会総会
3月6日 校友会理事会
3月12日 役員・委員長連絡会
3月16日 山陽支部総会
3月17日 卒業式（卒業記念品贈呈）
3月19日 幹事会
4月9日 役員・委員長連絡会
4月16日 幹事会

別表２　（同窓会、校友会・支部・電機会　開催実績）
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キャン
パス

受賞 団体名 内容

丹羽賞 旭祭実行委員会 最後の錦祭（7000名の来場者）を成功に導いた。

奨励賞 サイクリング部 しもふさｸﾘﾃﾘｳﾑ3位、JCRCｸﾗｽ優勝、等。

奨励賞 ダンス部 足立学園学園祭や各種ｲﾍﾞﾝﾄに精力的に活動。

奨励賞 グリークラブ 老人ﾎｰﾑや足立区主催のｺﾝｻｰﾄなどに参加。

奨励賞 写真部 NPO法人の撮影協力を行い社会貢献に寄与。

丹羽賞 アーチェリー部 関東学生ｱｰﾁｪﾘｰ連盟ﾘｰｸﾞ戦（男子）　２部昇格。

丹羽賞 自動車部 HONDAｴｺﾏｲﾚｯｼﾞ第4回もてぎ大会市販車ｸﾗｽ優勝。

奨励賞 卓球部 関東地区理科系大学卓球選手権大会ｼﾝｸﾞﾙｽ優勝。

奨励賞 ヒューマノイド研究部 二足歩行ﾛﾎﾞｯﾄ競技大会「ROBO-ONE」に参加。

奨励賞 棋道部 他大学との交流戦など、学外での交流も盛んである。

奨励賞 写真部 各種撮影会、ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄに積極的に参加。

奨励賞 映画部 映画撮影に力を入れ積極的に活動している。

千葉NT 丹羽賞 サイクリング部 東日本ｻｲｸﾘﾝｸﾞ連盟　ESCA　PRTT　優勝・準優勝。

別表４　（イベント支援）

別表３　（優秀活動団体表彰）

第二回大学同窓会優秀団体表彰（総会時）

TDUアイデアコンテスト支援

イベン
ト支援

東
京
千
住

埼
玉
鳩
山

全日本学生ソーラーカー＆ＦＣカー・チャンピオンシップ
【団体】工学部機械工学科　精密システムコース　アドバンストワークショップ教科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　燃料電池カーレースプロジェクトチーム

ＡＲＬＩＳＳ　（Ａ Ｒｏｃｋｅｔ Ｌａｕｎｃｈ ｆｏｒ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｎａｌ Ｓｔｕｄｅｎｔ Ｓａｔｅｌｌｉｔｅｓ）
【団体】理工学部電子・機械工学系　宇宙プロジェクトチーム

ＮＨＫ大学ロボコン2013
【団体】工学部機械工学科　精密システムコース　アドバンストワークショップ教科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロボコンプロジェクトチーム

第３３回合同体育際支援

工学研究科・未来科学研究科論文発表会協賛
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