
  

 

平成２８年度 東京電機大学同窓会 定時総会 

 
 

日時 平成２８年４月２３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       柳田 裕二  

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 

東京電機大学 学長（同窓会名誉会長）  安田 浩 様 

4. 議事 

第一号議案  平成27年度 事業報告 

第二号議案  平成27年度 決算報告・監査報告 

第三号議案  平成28年度 事業計画 （案） 

第四号議案  平成28年度 予算 （案） 

第五号議案  東京電機大学同窓会 会則改正 （案） 

5. 第六回 優秀学生団体表彰式 

同窓会会長賞 ： 東京千住キャンパス 文化部会 将棋同好会 

同窓会特別賞 ： 東京千住キャンパス 文化部会 グリークラブ（いわき市復興支援コンサート） 

6. 閉会の辞 
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■ 第一号議案  平成２７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． 卒業生による仕事研究セミナーの開催 （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「東京電機大学サポート募金」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・   Ｆａｃｅｂｏｏｋの 管理運営 

２． 役員会、連絡会、幹事会、委員会等の開催 （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 

 

■ 第二号議案  平成２７年度 決算報告・監査報告 

後述 (４～６ページ参照) 

 

■ 第三号議案  平成２８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）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 ／ 東京千住キャンパス ／ 埼玉鳩山キャンパス 

５． 講演会、研修会等の開催 

６． ホームカミングの集い（東京千住、埼玉鳩山）への支援、協力 
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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． 卒業生による仕事研究セミナーの開催 

 

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 
 

Ⅳ．その他の活動 

１． 広報活動の充実、ホームページ・ ・ Ｆａｃｅｂｏｏｋ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２８年度 予算  （案） 

後述 (７ページ参照) 

 

■ 第五号議案  会則改正 （案） 

改正案：第７条第２項の但書を削除する。 

 

（役員等の選任） 

  第７条  

   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。 

    但し、会長は一般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。 

   

以上 
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 　 　（単位:円）

科 目 予 算 (A) 決 算 (B) 差 異 (A-B)

　前期繰越金 3,752,299 3,752,299 0 

　卒業生会費 7,392,000 7,420,000 △ 28,000 

　その他の収入 70,000 90,572 △ 20,572 

　　　受取利息
　　　　（預金利息）

0 30,572 △ 30,572 

　　　雑収入
　　　　（お祝い金）

70,000 60,000 10,000 

当期収入合計 11,214,299 11,262,871 △ 48,572 

科 目 予 算 (A) 決 算 (B) 差 異 (A-B)

　事業費 6,000,000 5,363,216 636,784 

　　　クラス会、クラブ・研究室ОＢ会
　　  （開催支援、別表１）

2,000,000 2,075,874 △ 75,874 

　　　縦の会活動補助金
　　　（学科別同窓会の開催支援、別表１）

600,000 443,360 156,640 

　　　研修会等
　　　（会の開催、別表２）

400,000 362,050 37,950 

　　　支部会
　　　（地方支部への支援、別表２）

350,000 195,140 154,860 

　　　広報活動
　　　（同窓会ホームページ運営管理）

200,000 180,000 20,000 

　　　丹羽賞・同窓会奨励賞
　　　（賞の選考及び授与、別表３）

500,000 540,000 △ 40,000 

　　　卒業記念品
　　　（卒業生への贈呈）

800,000 759,024 40,976 

　　　ＯＢ交歓会
　　　（埼玉鳩山、千葉NTでの開催、別表２）

400,000 232,685 167,315 

　　　仕事研究セミナー
　　　（開催及び支援、別表２）

250,000 216,147 33,853 

　　　在学会員援助金
　　　（在校生の活動支援、同窓会賞他、別表４）

500,000 358,936 141,064 

　会議費 2,050,000 1,617,782 432,218 

　　　総会
      （開催、別表２）

1,000,000 870,115 129,885 

　　　幹事会
　　　（開催、別表２）

450,000 316,668 133,332 

　　　役員会、委員会（事業/在学/広報/総務）
　　　（開催、別表２）

600,000 430,999 169,001 

　消耗品費 50,000 90,130 △ 40,130 

　通信費 20,000 23,686 △ 3,686 

　雑費 50,000 15,000 35,000 

　慶弔費 50,000 26,200 23,800 

　次期繰越金 2,994,299 4,126,857 △ 1,132,558 

当期支出合計 11,214,299 11,262,871 △ 48,572 

平成27年度大学同窓会収支報告書

（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

収　　入　　の　　部

支　　出　　の　　部
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（単位：円）

科　　目 期首残高 期末残高

　　現金 58,155 167,266

　　普通預金（三菱東京UFJ銀行） 3,694,144 3,959,591

　　丹羽基金　(普通預金・三菱東京UFJ銀行） 500,000 500,000

　　公社債投資信託（丹羽基金） 1,567,523 1,568,225

　　定額郵便貯金 6,000,000 6,000,000

合　　計 11,819,822 12,195,082

（単位：円)

項     目 金　額 備　考

   前期繰越金 4,035,528

   当期元入金 0

   預金利息 434

   手数料収入 33,050

   当期収入合計 4,069,012

項     目 金　　額 備　　考

    事務経費 0

　　回収不能金 0

　　次期繰越金 4,069,012

　　当期支出合計 4,069,012

支　　　　出　　　　の　　　　部

平成27年度助け合い基金会計収支決算書

平成27年度大学同窓会資産表

（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

収　　　入　　　の　　　部

-5-



-6-



 　 　（単位:円）

科 目 予 算 (A) 前年度予算(B) 前 年 度 実績 差 異 (A-B)

　前期繰越金 4,126,857 3,752,299 3,752,299 374,558 

　卒業生会費
　（4,000円＊1847名）

7,388,000 7,392,000 7,420,000 △ 4,000 

　その他の収入 70,000 70,000 90,572 0 

　　　受取利息 0 0 30,572 0 

　　　雑収入 70,000 70,000 60,000 0 

当期収入合計 11,584,857 11,214,299 11,262,871 370,558 

科 目 予 算 (A) 前年度予算(B) 前 年 度 実績 差 異 (A-B)

　事業費 6,000,000 6,000,000 5,363,216 0 

　　　クラス会、クラブ・研究室ОＢ会
        （開催支援）

2,000,000 2,000,000 2,075,874 0 

　　　縦の会活動補助金
        （学科別同窓会の開催支援）

600,000 600,000 443,360 0 

　　　講演会・研修会等
        （会の開催）

400,000 400,000 362,050 0 

　　　支部会
        （地方支部への支援）

350,000 350,000 195,140 0 

　　　広報活動
      　（同窓会ホームページ運用管理）

200,000 200,000 180,000 0 

　　　丹羽賞・同窓会奨励賞
      　（賞の選考及び授与）

500,000 500,000 540,000 0 

　　　卒業記念品
      　（卒業生への贈呈）

800,000 800,000 759,024 0 

　　　ＯＢ交歓会
        （埼玉鳩山、千葉NTでの開催）

400,000 400,000 232,685 0 

　　　仕事研究セミナー
      　（開催及び支援）

250,000 250,000 216,147 0 

　　　在学会員援助金
      　（在校生の活動支援、同窓会賞他）

500,000 500,000 358,936 0 

　会議費 2,050,000 2,050,000 1,617,782 0 

　　　総会
　　　　（開催）

1,000,000 1,000,000 870,115 0 

　　　幹事会
　　　　（開催）

450,000 450,000 316,668 0 

　　　役員会・委員会
        （開催）事業/在学会員支援/広報/総務

600,000 600,000 430,999 0 

　消耗品費 50,000 50,000 90,130 0 

　通信費 20,000 20,000 23,686 0 

　雑費 50,000 50,000 15,000 0 

　慶弔費 50,000 50,000 26,200 0 

　次期繰越金 3,364,857 2,994,299 4,126,857 370,558 

当期支出合計 11,584,857 11,214,299 11,262,871 370,558 

平成２８年度予算（案）

収　　入　　の　　部

支　　出　　の　　部
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会合種別 開催日 学科、クラブ、研修質名称 卒業年

縦の会 平成27年06月27日 東京電機大学短期大学卒業生の会

縦の会 平成27年06月27日 建築学科同窓会(ＡＢＵの会)

縦の会 平成28年02月01日 理工学部建設工学科・建設環境工学科・創造工学系(鳩萃会)

合同クラス会 平成27年10月08日 工学部第一部電気工学科・電気通信工学科 昭和35年

合同クラス会 平成27年10月31日 工学部第一部電気工学科、工学部第一部情報通信工学科、工学部第二部電気工学科 昭和33年

合同クラス会 平成27年10月31日 工学部第一部電気工学科、電子工学科、電気通信工学科、工学部第二部電気工学科 昭和38年

合同クラス会 平成28年01月23日 短大電気科第二部、工学部第二部電気工学科(悟年会)
短大 昭和35年/
大学 昭和38年

クラス会 平成27年04月02日 工学部第一部電気工学科 昭和32年

クラス会 平成27年04月11日 工学部第一部電子工学科 昭和39年

クラス会 平成27年04月11日 工学部第一部建築学科 昭和50年

クラス会 平成27年05月13日 工学部第一部電気通信工学科 昭和31年

クラス会 平成27年05月27日 工学部第二部電気工学科 昭和46年

クラス会 平成27年05月28日 工学部第一部電気通信工学科 昭和42年

クラス会 平成27年06月27日 工学部第一部電気工学科 昭和47年

クラス会 平成27年06月27日 工学部第一部精密機械工学科 昭和46年

クラス会 平成27年06月27日 工学部第一部電子工学科 昭和40年

クラス会 平成27年08月13日 工学部第一部電気通信工学科 昭和41年

クラス会 平成27年10月17日 工学部第一部建築学科 昭和49年

クラス会 平成27年10月17日 工学部第二部電気通信工学科 昭和53年

クラス会 平成27年10月26日 工学部第一部応用理化学科 昭和41年

クラス会 平成27年10月31日 理工学部経営工学科 昭和60年

クラス会 平成27年11月07日 工学部第二部機械工学科 昭和42年

クラス会 平成27年11月14日 工学部第一部機械工学科 昭和52年

クラス会 平成27年11月21日 工学部第一部応用理化学科 昭和43年

クラス会 平成27年11月21日 工学部第二部電子工学科 昭和50年

クラス会 平成27年11月21日 短大電気科第二部 昭和33年

クラス会 平成27年12月18日 工学部第一部電気通信工学科 昭和40年

クラス会 平成27年12月19日 理工学部建設工学科 昭和56年

クラス会 平成28年01月19日 工学部第一部電気工学科 昭和45年

クラス会 平成28年03月26日 工学部二部電気工学科八起会 昭和36年

合同研究室ＯＢ会 平成27年10月31日 工学部機械工学科粘性流体力学研、渦流体力学研、数値流体力学研、他2研究室

研究室ＯＢ会 平成27年04月25日 工学部機械工学科光応用機械工学研究室

研究室ＯＢ会 平成27年05月02日 工学部第一部電子工学科レーザー工学研究室

研究室ＯＢ会 平成27年05月10日 理工学部建設工学科奥村研究室

研究室ＯＢ会 平成27年07月04日 理工学部応用医工学研究室

研究室ＯＢ会 平成27年07月25日 工学部機械工学科一瀬研究室

研究室ＯＢ会 平成27年07月25日 工学部情報通信工学科 ワイヤレスシステム研究室

研究室ＯＢ会 平成27年08月01日 工学部機械工学科 塑性加工研究室

研究室ＯＢ会 平成27年10月10日 工学部機械工学科振動・制御研究室

研究室ＯＢ会 平成27年10月31日 理工学部生体組織工学研究室

研究室ＯＢ会 平成27年11月01日 理工学部理工学科樫村研究室

研究室ＯＢ会 平成27年11月08日 工学部第一部電気通信工学科穂坂研究室

研究室ＯＢ会 平成27年11月08日 理工学部建設工学科小野久彦研究室

研究室ＯＢ会 平成27年11月14日 工学部機械工学科振動・音響工学研究室

研究室ＯＢ会 平成27年11月14日 工学部機械工学科材料力学研究室

研究室ＯＢ会 平成27年11月14日 未来科学部ﾛﾎﾞｯﾄ･ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ学科コンピュータネットワーク研究室

研究室ＯＢ会 平成27年11月14日 工学部情報通信工学科音響情報処理研究室

研究室ＯＢ会 平成27年11月21日 情報環境学部インタラクション研究室

研究室ＯＢ会 平成27年11月28日 工学部電気電子工学科エネルギー環境システム研究室

研究室ＯＢ会 平成27年12月05日 工学部第一部電子工学科大井尚一研究室

研究室ＯＢ会 平成27年12月13日 理工学部地盤工学研究室

研究室ＯＢ会 平成28年02月06日 理工学部電子情報工学研究室（内川研究室）

研究室ＯＢ会 平成28年02月06日 工学部電気電子工学科生体情報インタフェース研究室

研究室ＯＢ会 平成28年03月05日 工学部機械工学科 医用精密工学研究室

研究室ＯＢ会 平成28年03月19日 理工学部電子・機械工学系 自動車工学研究室

合同クラブＯＢ会 平成27年04月26日 工学部第一部剣道部・理工学部剣道部

合同クラブＯＢ会 平成28年03月12日 工学部第一部工学部第二部理工学部情報環境学部未来科学部卓球部

クラブＯＢ会 平成27年05月16日 工学部第一部囲碁部

クラブＯＢ会 平成27年05月23日 小金井学生寮

クラブＯＢ会 平成27年05月30日 工学部第一部旅行研究会

クラブＯＢ会 平成27年05月30日 工学部第一部山岳部

クラブＯＢ会 平成27年05月31日 工学部硬式野球部

クラブＯＢ会 平成27年09月12日 学術研究部会アマチュア無線部ＯＭ会(JARL電大クラブ)

クラブＯＢ会 平成27年10月31日 工学部第一部空手道部

クラブＯＢ会 平成27年10月31日 合気道部

クラブＯＢ会 平成27年10月31日 理工学部学術文化部会自動車部

クラブＯＢ会 平成27年11月01日 理工学部　棋道部

クラブＯＢ会 平成27年11月07日 未来科学部ﾛﾎﾞｯﾄ･ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ学科 知能機械システム研究室

クラブＯＢ会 平成27年11月07日 工学部体育会硬式庭球部

クラブＯＢ会 平成27年11月15日 バトミントン部

クラブＯＢ会 平成27年12月05日 東京千住キャンパス体育会 サイクリング部

クラブＯＢ会 平成27年12月05日 尺八部ＯＢ会(竹生会)

クラブＯＢ会 平成27年12月27日 グリークラブ

クラブＯＢ会 平成28年01月17日 工学部第一部体育会蹴球部

クラブＯＢ会 平成28年01月17日 理工学部蹴球部

クラブＯＢ会 平成28年01月31日 コーストジャスオーケストラ部

クラブＯＢ会 平成28年02月09日 工学部第一部軟式テニス部

別表１　縦の会、クラス会、クラブOB会、研究室OB会　開催実績
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日 大学同窓会 校友会関係行事 日 大学同窓会 校友会関係行事

04月02日 入学式（大学院・大学） 10月03日 錦央電機会総会

04月04日 会計監査 10月07日 大成建設電機会総会

04月07日 入学式(中学・高等学校) 10月08日 商工懇話会秋季総会

04月08日 役員・委員長連絡会 10月09日 商工懇話会秋季総会

04月14日 運営委員会・財務委員会 10月11日

04月15日 幹事会 10月14日 役員・委員長連絡会

04月18日 大学同窓会総会 10月15日 監査、財務委員会

04月21日 定例理事会 10月17日 福岡県支部総会

04月25日 商工懇話会春季総会 10月18日 秋田県支部総会

04月28日 校友会のしおり作成委員会 10月20日 定例理事会

05月12日 規程検討委員会 10月21日 幹事会 茨城県支部見学会

05月15日 役員会 ＨＰ推進委員会 10月24日 栃木県支部総会、鹿児島県支部総会

05月16日 埼玉県支部総会 10月27日 広報委員会

05月17日 神奈川県支部総会 10月31日

05月19日 定例理事会 11月01日

05月20日 役員・委員長連絡会 11月06日 北海道支部総会、沖電気電機会総会

05月22日 東京都支部総会 11月10日 東管支部技術見学会(上野国立博物館)

05月23日 中・高卒業生招待会 11月12日 経営同友会特別講演会

05月25日 東管支部総会 11月15日 北関東3県支部合同会議

05月29日 京三電機会総会 11月17日 神奈川県支部見学会NTTDocomo

05月30日 石川県支部総会 11月18日 役員・委員長連絡会

06月06日 全国支部長会、校友会社員総会 11月19日 民間放送校友会総会

06月11日 幹事会 11月24日 定例理事会

06月13日 千葉県支部総会、三重県支部総会、愛知県支部総会 11月26日 川北電気工業電機会総会

06月17日 東管神奈川電機会総会、明電舎電機会 11月28日 大分県支部総会

06月20日 教職校友会総会 12月01日 定例理事会、年末役員懇談会

06月23日 定例理事会 12月02日 長谷工電機会総会

06月27日 短大縦の会総会 12月05日 校外研修会

06月30日 広報委員会 12月06日 校外研修会

07月02日 役員会 12月08日 臨時理事会

07月03日 日本電波工業電機会 01月06日 新年互礼会

07月04日 新潟県央電機会総会 01月12日 日立プラント電機会総会

07月12日 茨城県支部総会、神奈川県支部公開講演会 01月13日 事業委員会

07月14日 事業委員会 東光電気工事電機会 01月18日 総務委員会

07月17日 理事・監事研修会 01月20日 役員・委員長連絡会

07月18日 富山県支部見学会 01月23日 職域電機会会長会

07月19日 岐阜県支部総会 01月27日 幹事会

07月21日 定例理事会 02月06日 卒業生による仕事研究セミナー

07月26日 静岡県支部総会 02月13日 博士・修士論文発表会

08月01日 教職校友会静岡県支部総会 02月15日 事業委員会

08月08日 広報委員会 02月16日 臨時理事会

08月20日 総務委員会 02月23日 校友会のしおり作成委員会

08月22日 新潟電機会総会 02月27日 千葉県支部・東京都支部見学会

08月25日 在学会員支援委員会 03月01日 運営委員会+財務委員会

09月02日 役員・委員長連絡会 03月03日 東管支部見学研修会、東管神奈川電機会技術研修会

09月03日 組織委員会 03月05日 卒業式(高等学校)、三菱電機会総会

09月05日 青森県支部総会 03月08日 定例理事会

09月12日 寄付者感謝の集い 03月15日 校友会のしおり作成委員会

09月15日 役員会 定例理事会 03月16日 役員・委員長連絡会

09月19日 武蔵祭(～20)  03月17日 卒業式(大学・大学院)

09月26日 九州・沖縄地区連絡協議会、熊本県支部総会 03月19日 卒業式(中学校)

  03月23日 幹事会

03月26日 技術士会総会

  

  

別表２　　大学同窓会、校友会・支部・電機会　開催実績 

旭祭(～11/1)、　丹羽賞授賞式、ﾎｰﾑカミングデー

鳩山祭(～3)、　丹羽賞授賞式、　OB交歓会、　埼玉鳩山ホームカミング

秋葉祭、　OB交歓会、　丹羽賞授賞式
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丹羽賞 東京千住キャンパス 文化部会 将棋同好会
丹羽賞 埼玉鳩山キャンパス 学術文化部会 ヒューマノイド研究部
丹羽賞 千葉ＮＴキャンパス 部活 蹴球部

奨励賞 東京千住キャンパス 委員会 体育祭実行委員会
奨励賞 東京千住キャンパス 文化部会 軽音楽部
奨励賞 東京千住キャンパス 体育会 硬式庭球部
奨励賞 東京千住キャンパス 体育会 洋弓部
奨励賞 東京千住キャンパス 二部 ボウリング部
奨励賞 埼玉鳩山キャンパス 委員会 自治会執行委員会
奨励賞 埼玉鳩山キャンパス 委員会 放送委員会
奨励賞 埼玉鳩山キャンパス 委員会 学生環境推進委員会
奨励賞 埼玉鳩山キャンパス 体育会 アーチェリー部
奨励賞 埼玉鳩山キャンパス 学術文化部会 自動車部
奨励賞 千葉ＮＴキャンパス 部活 DTM部
奨励賞 千葉ＮＴキャンパス 部活 図工部
奨励賞 千葉ＮＴキャンパス サークル 競技麻雀サークル

別表３　優秀活動団体表彰

第２回卒業生による仕事研究セミナー

【丹羽賞】授賞３団体

【同窓会奨励賞】授賞１３団体

別表４　イベント支援

第6回大学同窓会優秀団体表彰(会長賞・特別賞/総会時)

理工学部
TDU SPACE PROJECT　(種子島ロケットコンテスト)

第36回合同体育祭支援

TDUアイデアコンテスト支援

イベント支援

千住キャンパス
グリークラブ（いわき市復興支援コンサート）

千住キャンパス
コーストジャズオーケストラ　（SENJAZZ）

博士・修士論文及び研究成果発表会支援
(先端科学技術研究科、未来科学研究科、工学研究科)

TDU企業セミナー（理工学部）、仕事研究セミナー（情報環境学部）
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