
東京電機大学 同窓会
平成 26年度第 5回 幹事会 議事録

開 催 日 時 平成 27年 1月 28日 (水) 18:30～19:35

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、枡川 重男、福嶋 邦夫、山本 隆洋、高見澤 計夫、三井 和幸、

前田 治、石 泰司、野島 謙之助、三好 守眞、鈴木 迪子、大舘 昌男、野村 章次、

平山 文雄、野崎 隆、米田 守重、福澤 智、松 裕一、大野 孝、早水 俊樹、土佐 壯

一、腰塚 正、倉田 昇 (24名)

配 布 資 料 1. 大学同窓会 H25年度 (第 5回)幹事会レジュメ
2. 各種活動協賛申請書 (2通)

議 事 内 容 作成者 松 裕一

I. 挨拶等

最初に柳田会長より、これから仕事研究セミナーや総会など重要な行事があるので協力をお願いしま

すという挨拶が簡単に行われた。

引き続き、齊藤剛教授から東京電機大学キャリヤ教育等に関するアンケート実施に対する協力依頼と

インスティテューショナルリサーチ (IR)センターの紹介などが行われた。

II. 議事録の確認等

前回議事録が簡単に紹介され、出席者に相川幹事を追加し、参加者計 22名とする修正を行うことを
条件に議事録は承認された。尚、幹事会終了後概ね 1週間から 10日で議事録の確認をメールでお願
いしますので、その時に誤記、記載漏れ、異議などありましたら、指摘をお願いする旨の発言が総務

委員会よりあった。

また、今回の幹事会に対しては、出席 20名 (含む新幹事 2名)、欠席 12名の連絡があったが、9名の
方からは何の連絡もなかったことが紹介された。

III. 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ごく簡単に紹介された。

• H26年度第 5回
日時: 1月 21日 18:30－ 20:20
参加者 (10名): 柳田、枡川、福嶋、野村、松 、平山、松本、小島、福澤、山本

主な内容: 第 5回幹事会議題等の内容検討

IV. 新幹事推薦

枡川副会長及び福澤副委員長からそれぞれ次の方を新幹事とする推薦があり、紹介が行われた。自己

紹介後に新幹事として承認された。
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• 氏名 腰塚 正
平成 4年 3月 東京電機大学大学院 電気工学専攻 修士課程 終了
その後、東芝で約 22年間勤務した。現在の勤務先は東京電機大学 東京千住キャンパス (教授)

• 氏名 倉田 昇
昭和 58年 3月 東京電機大学 工学部 1部 精密機械工学科 卒業
勤務先は、株式会社ソーワＭＤセンター (藤沢市、代表取締役)

尚、腰塚先生は事業委員会、倉田新幹事は広報委員会に所属することが報告された。

V. 校友会関係、他の活動、報告

前回の幹事会 (10月 23日)以降、会長が参加した主な行事として次のことが報告された。

• 10月 25日 関西支部総会 (京都で開催)

• 11月 9日 新潟県央電機会 交流会

• 11月 12日 茨城県支部 見学会

• 11月 15日 佐賀県支部総会

VI. 大学祭での表彰式の報告

野村委員長より次の通り丹羽賞と同窓会奨励賞の表彰が行われた旨の報告が行われた。

• 11月 2日の旭祭（千住キャンパス）では、初めて屋外ステージ (イベントプラザ)で表彰を行っ
た。(以前はホームカミングデーの歓迎会で行った。)

• 11月 3日の鳩山祭（埼玉鳩山キャンパス）では、例年通り後夜祭で表彰を行った。

VII. 鳩山祭での OB交歓会の報告

平山副委員長から、埼玉鳩山キャンパス本館 1階 115会議室で 11月 3日 13時から長時間に亘り開催
された鳩山祭での OB交歓会の実施報告が簡単に行われた。

VIII. 旭祭での「似顔絵コーナー」の出展報告

松 委員長より次の報告が簡単に行われ、ご協力に感謝する旨の発言があった。

• 11月 2日 9時半頃から 16時半頃まで 1号館 2階テラス (通路)で出展

• 大舘幹事の協力を得て、似顔絵師 3名に参加頂いた (鳩山祭に何度も参加頂いている西澤氏と若
手 2名)

• デジタルサイネージ、ポスター等の広報の充実、似顔絵色紙の掲示サンプル、会場の位置も良
く、一枚 500円というお手頃価格などの理由で盛況であった。
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IX. 校外研修会の実施報告

平山副委員長から、28名が参加して (幹事 16名、参与と先生等 12名) 12月 6日 (土)～12月 7日 (日)
に静岡県 伊豆伊東温泉「ホテル緑風園」で校外研修会を行い、親睦を深めることができたとの報告が

行われた。

ホテルでの懇親会には、安田浩教授 (未来科学部学部長)より泡盛の大壺の差し入れがあったこと、7
日には小田原城見学をしたことなども報告された。

X. 第 1回仕事研究セミナー

枡川副会長 (学生支援センター長)から 2015年 2月 7日 (土) 13時～18時 45分 (懇親会終了)に開催
される仕事研究セミナーについて説明が行われた。

就職セミナーという名称は、文部科学省、経済産業省との関係で変えざるを得なかったが、内容的に

は就職セミナーと同様のことを行う。(教育の一環として開催)
参加企業は 235社 (昨年の就職セミナーとほぼ同じ)、まだ幾つかのブースが残っている。
ホテルグランドパレス (九段下)に 11時に集合、昼食を取りながら打ち合わせを行う。(例年通り)
懇親会の役割分担は、挨拶は柳田会長、司会は小島副会長、中締めは相原副会長とのこと。

参加幹事1 (25名、順不同)
柳田、相原、小島、福嶋、高見澤、野島、鈴木、大舘、石 、野崎、山名、松本、松 、早水、本橋、

三井、枡川、米田、沖津、相川、山本、野村、平山、本間、腰塚

参加者リストを枡川副会長経由で支援センターへ提出する。

XI. イベント支援

野村委員長より、イベント申請で応募のあった次の活動に 8万円の協賛を行いたいとの発言があり、
了承された。但し、申請書の記載に一部不備があるので、工学部アドバンストワークショップPico-EV
プロジェクトについては、申請書を修正して貰うことにした。

• TDU Space Project種子島ロケットコンテスト (3/5～3/7)

• 工学部アドバンストワークショップ Pico-EVプロジェクト (2/28～3/1)

尚、申請書の記載不備を防止するため、申請書の記載項目を検討し、記載様式を改定することにした。

XII. 特別講演会、総会及び懇親会の準備

次の通り開催される総会等について次回の幹事会 (3/18)で詳細を検討するので、それまでに準備を
進めるよう小島副会長から依頼があった。

1幹事会では、細かく参加者の確認を行わなかったが、確認の意味を含め記載する。
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• 日程 2015年 4月 18日 (土)

• 場所 東京千住キャンパス 1号館 2階 丹羽ホール (特別講演会、総会)
1号館 1階 100周年ホール (懇親会)

• 特別講演会

会長から、渡辺貞綱校友会理事長とも相談し、講演者を次の方に決めた。講演料は 30万円で、
特別講演会は校友会との共催とする。講演者への挨拶文の作成、当日の講演者との対応は須田幹

事と会長が行う。

– 講演者 ジャーナリスト 小林 和男 氏 (元ＮＨＫモスクワ支局長) (在ロシア 14年間)

– 演題は未定

事業委員会で、会場の手配及び式次第の作成を行う。

広報委員会で特別講演会のポスターを作成し、卒業生、在学生、大学関係に対する特別講演会、

総会、懇親会の広報を検討する。近隣住民等への広報・宣伝 (校友会を通して足立区報に案内を
掲載するなど)は会長が検討する。

• 総会

– 特別講演会と同様に会場の手配及び式次第の作成は事業委員会で行う。

– 総会資料 (事業報告、事業計画案、決算報告、予算案)は役員、役員改選案は会長が用意する。

– 決算書の作成は、会計役員が行う。

– 会計監査は、会計役員、正副会長、浅見事務局長、伊藤会計事務担当立会いのもとに実施す

る。候補日は 3月 26日及び 4月 3日とのこと。

– 総会で表彰する同窓会賞 (特別賞、会長賞)の表彰 (次第、表彰者選考、対象団体へのプレゼ
ン依頼)に関することは、在学会員支援委員会で行う。

– 総会議事録は総務委員会で作成する。

• 懇親会

懇親会は、電機学校と共催とするので、その段取り (含む 会場手配、次第、料理等の発注等)を
事業委員会で行う。

XIII. その他

1. 支援金

会長から、幹事には既にメールで連絡しているが、昨年ワンダーフォゲル部が創部 50周年、山
小屋あだたら山荘設立 40周年で記念冊子を作成したので、ワンダーフォゲル部 OB会へ 10万
円の支援を行った旨の発言があり、事後になるが了承された。

2. 同窓会の Facebook等
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大野委員長より、同窓会 Facebookページに掲載されている行事 (秋葉祭、旭祭、鳩山祭、校外
研修会など)の閲覧状況 (訪問回数、いいねのクリック数など)の報告が行われた。

また、工学情報の発行回数の変更により、工学情報の記事である校友会及び学園情報をより多く

の卒業生にお知らせするため、クラス会、OB会及び縦の会等の開催記事はその関連の各同窓会
の HPへ掲載頂くよう校友会から依頼されていることも報告された。

新幹事に対して HPに掲載する顔写真とコメントを提出するよう依頼が行われた。

以上

今後の幹事会 (第 6回び第 7回)

場所: 東京千住キャンパス 1号館 会議室
(第 6回) 日時：2015年 3月 18日 (水) 18：30から
(第 7回) 日時：2015年 4月 15日 (水) 18：30から

(総会) 日時：2015年 4月 18日 (土)
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