
東京電機大学 同窓会
平成 26年度第 7回 幹事会 議事録

開 催 日 時 平成 27年 4月 15日 (水) 19:00～19:50

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、相原 浩一、小島 一記、枡川重男、山本 隆洋、福嶋邦夫、高見澤 計夫、

西村 一郎、野島 謙之助、鈴木 迪子、大舘 昌男、野村 章次、平山 文雄、野崎 隆、

松本健治、米田 守重、福澤 智、松 裕一、坂田 一也、大野 孝、早水 俊樹、土佐

壯一、腰塚 正、倉田 昇 (合計 24名)

配 布 資 料 1. 大学同窓会 H26年度 (第 7回)幹事会レジュメ
2. 同窓会「講演会・総会・懇親会」スケジュール 2015 (4月 8日改訂)
3. 平成 27年度 東京電機大学同窓会 定時総会 資料一式 (次のものを含む)
式次第

第一号議案 平成 27年度 事業報告
第二号議案 平成 26年度 決算報告・監査報告
第三号議案 平成 27年度 事業計画 （案）
第四号議案 平成 27年度 予算 (案)
第五号議案 役員改選の件

平成 26年度大学同窓会収支報告書
平成 26年度大学同窓会資産表
平成 26年度助け合い基金会計収支決算書
平成 26年度 会計監査報告書
別表 1 平成 26年度 縦の会、クラス会、クラブOB会、研究室OB会　開催実績
別表 2 平成 26年度 大学同窓会、校友会・支部・電機会　開催実績
別表 3 平成 26年度 優秀活動団体表彰
別表 4 平成 26年度 イベント支援

4. 2014年度体制 (2015/02/08 V9)及び 2015年度体制 (案)

議 事 内 容 作成者 松 裕一

幹事会に先立ち 18時 30分から 18時 50分まで 1 号館 2 階 1204 セミナー室において総会で表彰する次
の団体の事前プレゼンテーションが行われた。

• 同窓会会長賞：情報環境学部 サイクリング部

• 同窓会特別賞：理工学部 TDU Space Project (種子島ロケットコンテスト)

I. 挨拶

柳田会長より平成 27年度定時総会がいよいよ間近に迫ったので、しっかり対処できるよう協力をお
願いしますという挨拶が簡単に行われた。

II. 前回議事録の確認

前回議事録案は、本日の幹事会の開催案内 (3月 31日に e-mailで配信)に添付して配付しているとい
うことで、簡単に内容が紹介され、議事録案は承認された。
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また、福澤副委員長から今回の幹事会に対しては、出席 25名、欠席 12名の連絡があったが紹介され、
平成 26年度の出欠簿をできる範囲で確認頂きたいたということで出席者に出席簿が回覧された。

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 7回
日時: 4月 8日 18:30－ 21:50
参加者 (13名): 柳田、小島、枡川、福嶋、山本、野村、松本、平山、松

大野、福澤、相川、早水

主な内容: 第 7回幹事会議題等の内容検討

IV. 校友会関係、他の活動、報告

前回の幹事会 (3月 18日)以降、次の行事が開催され参加したことが会長から報告された。

• 4月 2日 大学・大学院 入学式

大学の入学者が 2166名、大学院が約 400名で合わせて約 2600名が入学したとのこと。

V. 総会、特別講演会、懇親会（4/18 土）等の準備

全般的に最終確認が行われた。

1. 最初に小島副会長から次の通り司会、挨拶などの役割が簡単に紹介された。

• 総会、特別講演会分担
– 司会：松本

– 挨拶：柳田

– 議事録署名人：石崎、早水

– 事業報告及び事業計画：小島、決算及び予算：相原

– 会計監査：高見沢、本橋、役員改選：相原

– 学生表彰司会：野村

• 懇親会分担
– 司会：平山

– 挨拶：柳田

– 中締め：相原

2. 次に、平山副委員長から資料 2を用いて当日のスケジュール及び役割分担について説明がなされ
た。

主な内容は次の通り。

• 11時から 11時 30分、2階会議室で全体打ち合わせ、配付物袋詰め

• 11時 30分から 12時、講演会 会場設営 (野村、早水)、1階入口ポスター貼り (野村、早水)
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• 12時から、受付開始 (野島、鈴木、松 、福嶋)、会場誘導 (高見澤、平山、山本、土佐
前田、野崎)、講師出迎え (柳田、須田)、写真撮影 (早水、大舘)

• 12時 55分、講演会 司会 (松本)

• 13時から 14時 30分、特別講演 (小林和男 先生)

• 14時 30分から 15時、休憩・書籍販売 補佐 (小島、福嶋、石 )
14時 30分から、総会 会場設営 (野村、早水)

• 15時から 16時 30分、総会（司会 松本、会場内マイク係 福澤、土佐）

• 16時 30分から 17時、休憩・移動

• 16時から、グリークラブ誘導 (本間)

• 17時から 19時、懇親会 (司会 平山)

松本委員長からは、大学同窓会ホームページからの申し込み状況が報告された。約 100名からの
連絡があり、総会及び懇親会に 96名の申し込みがあった。4月 18日までには昨年同様 120名乃
至 130名の申し込みがあると思われるとのこと。

尚、総会当日は、昼食用の軽食を 30人分用意することにした。

3. 学生団体表彰関係

野村委員長より、賞状、トロフィーは確認済みで、賞金などの手配も完了した旨の報告があった。

4. 会計監査

高見澤役員から、4月 4日 (土)に実施した会計監査の報告が行われた。総会では、会計監査報告
は本橋役員が行う予定である。

5. 総会資料

総会資料について細かい修正案が数箇所指摘された。小島副会長ができる範囲で修正することに

なった。

「学校法人 東京電機大学 理事長 ＊＊＊」と表記するが、学長に対しては学校法人は付かず「東

京電機大 学長 ＊＊＊」と表記する指摘が行われた。

総会資料は 250部印刷することにした。

VI. その他

会長より、今年は改選期にあたるが、平成 27年度の体制について説明が行われた。5名の幹事が仕事
や体調などの関係で退任し、41名体制から 36名体制になる。2015年度体制は、総会後にホームペー
ジに公開する。

尚、退任する西村幹事及び枡川副会長から退任の挨拶が行われた。

以上
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