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会議開催日時 平成 26 年 7 月 23 日（水）18：30～20:30  

開催場所 東京千住キャンパス 1 号館 2 階校友会会議室  

参加者 

（順不同） 

柳田裕二、小島一記、相原浩一、福嶋邦夫、三井和幸、前田治、

野島謙之助、鈴木迪子、石﨑泰司、野村章次、平山文雄、 

野崎隆、松﨑裕一、米田守重、大野孝、大舘昌男、土佐壯一、 

早水俊樹、三好守眞、西村一郎、沖津進一、松本健治、 

近藤史生 (校友会監事). 

計（23 名）  

配布資料 1．  大学同窓会 Ｈ26 年度 幹事会レジュメ 

2．  Ｈ26 年度第２回 総務委員会開催報告書 

3．  各種活動協賛申請書(TDU・WEM・プロジェクト部) 

4．  平成 26 年度大学同窓会 年間スケジュール表 (H26 

年 7 月 18 日時点 V20) 

5．  2014 年度新体制 (2014/7/18 V6) 

議事内容 記録者：米田守重  

 

0. 柳田会長挨拶   

会長挨拶の後に、近藤史生校友会監事が紹介され、校友会の監事として同じ組織内の各同窓

会の幹事会の様子を聞きに来た旨、出席の目的を説明された。  

 

1．議事録確認、幹事会出欠表報告、他  

1) H26 年度第 1 回議事録（5/21 幹事会）の確認            

・松崎総務委員長から、2 週間前に幹事会の開催通知を送信した際に添付されていたH26 年  

度第 1 回議事録の説明があり、承認された。               

・幹事会のメンバーに卒業生プロファイルを作成するよう校友会事務局の石河さんから要望

がだされていることを再確認した。  

尚、本日の幹事会の議事録は総務委員会米田幹事が担当することが紹介された。  

2) 役員・委員長連絡会  

・次の通り役員・委員長連絡会を開催したことが小島副会長より簡単に紹介された。  

H26 年度第  1 回日時 ：  6 月  3 日  18:30-20:30 

参加者：  （9 名） 柳田、相原、山本、野村、松﨑、福澤、大野、平山、小島  

内容 ： 年間日程の確認、幹事会名簿の見直し、H26 年度委員会活動方針策定。  

3) H26 年度 2 回幹事会出欠状況                                      

・松﨑総務委員長より、出席 23 名(幹事 22+校友会近藤監事)、欠席 10 名の連絡があった。

弁当は幹事会の３日前の 5 時までに発注しなければならないので、出欠の連絡を必ずして

下さいとのこと。 

２．地方支部、各同窓会関連の活動報告(5/21 幹事会以後)＜会長＞               柳田会長  
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・  5/31 埼玉県支部総会が開催され、小島副会長が参加した。  

・  6/7 短大縦の会総会が開催され、柳田会長が参加した。  

・ 6/7 千葉県支部総会が開催され、小島副会長が参加した。  

・  6/28 新潟県央電機会(長岡)が開催され、柳田会長が参加した。  

・ 7/13 茨城県支部総会が開催され、柳田会長が参加した。  

・ 7/19 群馬県支部総会(出席者 30 名程)が開催され、小島副会長が参加した。  

・ 7/19 東京都支部総会が開催され、柳田会長が参加した。  

３． H26 年度 年間日程(予定)と幹事名簿＜総務＞                        小島副会長  

・新任幹事（沖津進一委員）の配属委員会は、「広報委員会」とした。  

   沖津進一委員の自己紹介があった。 

・小島副会長より上記説明があり、幹事会名簿に以下の２つに訂正があった。  

①．事業委員会     土佐壮一  委員の卒業学科 2E  から  TE に訂正  

②．在学支援委員会  池田稔    委員の卒業学科 情D から  JK に訂正  

４．定時総会等の報告記事＜広報＞                   大野委員長  

  大野委員長から１０月(秋号)の工学情報への掲載予定の記事の概要説明があった。  

５．H26 年度委員会活動説明＜各委員会委員長、全員＞  

1) 総務委員会：松崎委員長から、H26 年 7 月 7 日(月)に開催された平成 26 年度 2 回総務委

員会で提出された４つの討議内容(詳しくは別紙添付資料を参照：①電子ファイルの保管方

法 ,②規則の改正，③会則・規則類管理台帳、④議事録案の作成)について説明があり、す

べて承認された。また、電子ファイル保管のためＵＳＢを購入する事も承認された。  

2) 事業委員会：松本委員長から次の報告が行われた。  

１．OB 交歓会：①．秋葉祭  (10/12) では丹羽賞等の表彰を従来のような交歓会の会場で

はなく本部のステージ上で行う。②．旭祭  (11/2) では丹羽賞等の表彰を従来通りホームカ

ミングデー歓迎会  (丹羽ホール)ではなく本部のステージ上で行う。③．鳩山祭  (11/3) で

は例年通り後夜祭で行う。  

２．校外研修会（校外幹事会改め）：日程は 12 月 6 日、7 日の予定で、今回は西方面とし

て、伊豆の伊東が候補地である。  

３．講演会、総会、懇親会の反省や検討事項等の詳細は、6 月 5 日に「平成 26 年度  第 1 回

事業委員会議事録」としてPDFファイルでHPにアップした。  

3) 広報委員会：大野委員長から次の報告が行われた。  

   １．HPコンテンツとして、写真コンテストを計画。第 1 回テーマ：「思い出の神田」  

   ２．Facebookを有効活用してHPに誘導したい。現在、  Facebook に 138 名のリーチがある

が、更にリーチ数を一桁程度増やし 1000 名程度にするのが目標である。  

4) 在学会員支援委員会：野村委員長より  

・学生イベント支援周知と実施に関して、同委員であり、副指導教員である西村先生から、

各種活動協賛申請書への申請団体である「TDU・WEMプロジェクト」及び大会「World Econo 

Move Grand Prix」と主催団体「JEVRA」に関する説明があった。  

申込用紙に主催者が判るよう明記する欄があった方が良いのではとの意見が出された。  

また、申込用紙がＰＤＦ形式の為ＰＣからの書き込みが出来ないのでワード形式等の用紙

にして頂けると申込者が助かる等の意見が出された。  

最終的に「TDU・WEM プロジェクト」に 8 万円の支援を行うことが了承された。  

６．OB交歓会（千葉NT、東京千住、埼玉鳩山）、丹羽賞・同窓会奨励賞  
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1) 秋葉祭  (千葉ＮＴ)：実行委員会及び事務部との連携について  

・野外ステージでの表彰実施によって在校生の前で表彰することで同窓会のPRを行う。  

丹羽賞等の候補の推薦を 8 月末を期限として学生支援センターにお願いしている。  

2) 旭祭  (千住キャンパス) 丹羽賞・奨励賞の実施について  

・一号館前に設けられるメインステージで表彰を行えるよう交渉中である。  

3)  OB交歓会  

・集客のためには  HP、 facebook 等にいち早く情報を流すことが大切である。千葉ＮＴ、  

埼玉鳩山で開催される  OB 交歓会については、幹事にできる限り参加をお願いしたい旨の

依頼があった。昨年同様、参加者には交通費（定額）を別途支給予定である。  

 

７．旭祭での「似顔絵コーナー」のイベント取組みについて  

・広報委員会の大舘幹事から、埼玉鳩山キャンパスの鳩山祭で、校友会埼玉県支部  (支部長：

大舘昌男) 主催によって行われている毎年恒例の「似顔絵の先生を呼んでの似顔絵イベント」

の紹介が行われ、北千住の旭祭でも同窓会のイベントとして開催することが承認された。  

具体的には事業委員会に協力を要請  (机の準備等) するここと、まずは旭祭実行委員会に同窓  

会として正式に参加したい旨の書類を提出し、了解されてから開催する事とする。開催する  

場合 11 月 2 日のみとし、大舘幹事から似顔絵の先生２～３名の手配をお願いし、一人当たり

5,000 円を同窓会から支払う。（似顔絵代は、書いてもらった人が 1 枚 500 円を支払う）  

 

８．その他＜全員＞  

 ・総務委員会の野崎委員より、建築学科の縦の会である「あぶの会」について、年会費集金

の際、会の名前が解り難いので「建築学科同窓会」に名称変更した、という報告があった。  

 ・神奈川県支部の校外事業として、横浜港からの屋形船クルーズを 8月 17日に行うとの報告

があり、希望者が居れば対応を行うとの説明があった。  

 

【次回幹事会】 

 以下の通り開催することを確認した。 

日時 ： 平成 26 年 9 月 24 日(水) 18:30 

  場所 ： 東京千住キャンパス 1 号館 2 階 校友会会議室 

 

以 上 

                                        


