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会議開催日時 平成 28 年 1 月 27 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、山本 隆洋、小島 一記、福嶋 邦夫、松﨑 裕一、 

髙見澤 計夫、平山 文雄、野島 謙之助、土佐 壯一、 

加藤 綾子、相川 昭仁、前田 治、三井 和幸、澤瀬 翔一、 

大野 孝、早水 俊樹、鈴木 迪子、沖津 進一、玉木 智英、 

石﨑 泰司、野崎 隆、坂田 一也、福澤 智      計（23 名） 

配布資料 1.大学同窓会 Ｈ27 年度 幹事会レジュメ 

2.第 2 回卒業生による仕事研究セミナータイムスケジュール 

3.第二回卒業生による仕事研究セミナ参加者名簿 

4.各種活動協賛申請書(2 件) 

5.東京電機大学同窓会 会則第 7 条第 2 項の改正について 

6.各種活動協賛申請書フォーム改定版 

議事内容 記録者：福澤 智  

 

１．柳田会長挨拶  

幹事会の冒頭にあたり柳田会長から挨拶が行われた。  

 

２．議事録確認、幹事会出欠表報告、他（福澤総務委員長）  

１）H27 年度第 3 回議事録（10/21 幹事会）の確認  

・既に開催通知を送信した際に添付されていたH27 年度第 3 回議事録の説明があり承認さ

れた。  

 ２）幹事会出欠状況報告  

  ・出欠連絡状況は、出席：23 名、欠席：14、未応答：3 名であることが報告された。  

３）役員・委員長連絡会（小島副会長）  

・次の通り役員・委員長連絡会を開催したことが報告された。  

・第 4 回連絡会報告  （11/18 18：30 – 21:30）  

参加者 (11 名 ) ：柳田 , 山本 , 相原 , 小島 , 福嶋 , 松﨑 , 野村 , 福澤 , 平山 , 相川 ,早水  

・第 5 回連絡会報告  （01/20 18：30 – 21:30）  

参加者 (10 名 ) ：柳田 , 山本 , 相原 , 小島 , 福嶋 , 松﨑 , 野村 , 平山 , 相川 ,早水  

 

３．新幹事推薦 (山本副会長 ) 

推薦者より以下新幹事の推薦が行われ承認された。  

氏名：松村  晃司（まつむら  こうじ）。  卒業：平成６年  工学部第二部  電気工学科  

勤務：東光電気工事（株）。  
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４．校友会地方支部、各同窓会関連の活動（10/21 幹事会以後）（柳田会長）  

・次の通り校友会地方支部、各同窓会関連の活動に参加したことが報告された。  

・10/24 新潟県央電機会 秋の交流会  

・手造り匠の里（三条・燕地区）探訪。  

・洋食器の町の伝統的な金属加工技術を継承する工場など見学他。  

 

５．大学祭イベント（10/31 旭祭、11/1 鳩山祭）実施報告  

（10/31 ホームカミングデー、11/1 埼玉鳩山キャンパスホームカミング）  

＜会長、事業委員会＞  ：10/31 ホームカミングデーにおける支援業務  

：11/1 鳩山ＯＢ交歓会（参加人数等）  

    （柳田会長）  

     ・10/31 ホームカミングデーにおける支援業務への参加幹事は２３名。  

     今年度の丹羽賞、同窓会奨励賞の表彰式は、会場をステージのある中庭に変更し

て実施したため観客数も多く盛況となったが、ステージ上のスケジュール調整に

不備があり若干混乱したことが反省点。  

     また、来年度は広報の観点から学園祭パンフレットに表彰式開催の記事を掲載し

ようと考えている。  

・11/1 鳩山ＯＢ交歓会は例年通り開催され参加幹事は１３名。  

同表彰式は、毎年鳩山祭最終日の後夜祭で実施していたが、今回は初開催の鳩山

ホームカミングの中で実施 (開催場所は鳩カフェ )。１００名以上の参加者があっ

た。  

 

＜相原副会長＞  ：11/1 埼玉鳩山キャンパスホームカミングのお願い事項対応  

   ・相原副会長所用により欠席のため特に報告事項なし。  

 

＜在学会員支援委員会＞  ：10/31,11/1 丹羽賞、同窓会奨励賞の表彰式  

・会長より報告済みであり、特に追加報告はなし。  

 

＜広報委員会＞  ：11/1 鳩山ＯＢ交歓会、10/31、11/1 丹羽賞の表彰式等の広報  

（大野委員長）  

   ・リアルタイムな情報発信をテーマに、当日の会場の様子を順次Facebookに掲載  

した。  

統計情報を見る限り、アクセス数も多く効果的な情報発信であったと考えてい

る。  

＜総務委員会＞  ：10/31、11/1 協力幹事募集、10/31 似顔絵コーナー  

（福澤委員長）  

   ・10/31 似顔絵コーナーは昨年同様に実施され盛況であった。  

    途中、天候の悪化で急遽会場を１号館２Ｆロビーに移したが、その後も集客は順

調であった。  

    来年度以降、会場の選定については今回の状況踏まえて検討したい。  

 

６．校外研修会の実施報告（12/5-12/6）＜事業委員会＞  
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日  時：  2015 年  12 月  5 日 (土 )～12 月  6 日 (日 ) 

会  場：  茨城県  大洗海岸  『大洗  ホテル』   

 （所在地）  〒311 -1301 茨城県東郡大洗町  磯浜 6881 

  （平山副委員長）  

・第 21 代村田会長、第 22 代小林会長、教職員各位、茨城県支部各位、幹事会１６名  

、総勢３０名弱の参加があり有益な研修会となった。  

 

７．第二回卒業生による仕事研究セミナ（2/6）準備＜在学会員支援委員会＞  

  （柳田会長）  

    ・同窓会関係者は下記にて集合をお願いします。  

・集合場所：ホテルグランドパレス 3F 蘭の間  

・集合時間：１１：００  

・協力幹事への内容通知（昼食付）。  

・当日の段取り、役割等は学園側から説明される配布資料 2，3 を参照。  

 

８．委員会の活動報告＜各委員会＞  

＜事業委員会＞（平山副委員長）  

 ・特に報告事項なし。  

＜在学会員支援委員会＞（相川副委員長）  

 ・各種活動協賛申請および会長賞・特別賞の選定（配布資料 4 参照）について  

提案および説明が行われ、いずれも承認された。  

 

１）各種活動協賛申請２件に支援金１０万円  

・TDU Space Project（種子島ロケットコンテスト）  

・コーストジャズオーケストラ（ＳＥＮ ＪＡＺＺ）  

２）大学同窓会会長賞、特別賞の選定  

・会長賞  千住キャンパス文化部会 将棋同好会  

   選定理由：全日本将棋十傑戦で優勝  

・特別賞  千住キャンパス文化部会 グリークラブ  

   選定理由：いわき市復興支援  

＜広報委員会＞  

  ・大学同窓会のFacebookのページへの「いいね」が２００件を超えた。  

   （2/1 時点で２４３件）  

   今後も、「いいね」を増やすべくタイムリーかつ魅力的な情報の掲示を行っていく。  

＜総務委員会＞  

 ・会則改正、請書式変更の件（石﨑幹事、福澤委員長）  

・配布資料 5、6 にてそれぞれ提案および説明が行われ、いずれも承認された。  

・会則改正の件  

  総会決議事項となるため、今後総務委員会において提案準備を行う。  

・各種活動協賛申請書  書式変更の件  

 承認された書式（フォーム）の差し替えをホームページ担当者に依頼する。  

       (2/3 差し替え済み ) 
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９．  総会 (4/23)準備＜会長、事業委員会、会計＞  

・特別講演会の講師選定（柳田会長）  

 現在、NHKアナウンサーの三宅民夫氏で調整中。  

 その後、依頼先より調整不可との連絡あり。  

 講演会開催に関しては、足立区報にも掲載を依頼する予定。  

・懇親会の電機学校との共催実施（事業委員会）  

 例年通りで開催予定。  

・会計監査準備（会計、会計監査）  

 会計監査は４月９日に予定されているが、その準備を２月開催で調整する。  

 

１０．その他  

 ・総会資料準備について（小島副会長）  

次回幹事会（3/23）は総会の１ヶ月前であり、各委員会および関係各位においてはしっか

り資料準備をお願いします。  

 ・学園祭パンフレットに掲載する広告に関して  

技術士会として広告を掲載したいがその手続き方法を知りたい（髙見澤会計監査）  

  学園祭関係者に確認して回答する。（坂田幹事）  

 2/26 学園祭関係者より回答があり、幹事会関係各位に展開済み。  

以 上 

 

------------------------------------------------------------------------------------  

今後の幹事会日程 

 場所:東京千住キャンパス 1 号館 会議室 

 (第 5 回) 日時：平成 28 年 3 月 23 日(水) 18:30～ 

  (第 6 回) 日時：平成 28 年 4 月 20 日(水) 18:30～ 

                                        


