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会議開催日時 平成 30 年 3 月 14 日（水）18：30～20：15 

開催場所 東京千住キャンパス (1 号館 2 階 1204 セミナー室 ) 

参加者 

（順不同） 

相原 浩一、松﨑 裕一、小島 一記、福嶋 邦夫、野村 章次、 

平山 文雄、早水 俊樹、土佐 壯一、野島 謙之助、須田 毅、 

濱田 剛、松村 晃司、佐藤 達則、相川 昭仁、小川 謙一、 

髙見澤  計夫、北村  要、大野  孝、加藤 綾子、大舘 昌男、 

田中 宏、金築 律夫、江良 彩恵、坂田 一也、倉田 昇、 

米田 守重、江頭 勇、吉田 憲司、下村 潤一 

                   計（29 名） 

配布資料 1.大学同窓会 H29 年度 第 4 回幹事会レジュメ 

2.各種活動協賛申請書 

3.東京電機大学同窓会特別講演会ちらし 

4.平成 29 年度 東京電機大学同窓会 定時総会資料 

議事内容 議事進行：坂田 一也    記録者：下村 潤一、吉田憲司 

 

０．相原会長挨拶 

幹事会の冒頭にあたり相原会長から、4/21(土)に定時総会が開催されますので、ご協力を 

お願いしたい、と挨拶があった。 

 

１．幹事推薦 

加藤広報委員会副委員長より以下新幹事の推薦が行われ承認された。 

氏名：江良彩恵(えら さえ) 卒業：2013 年度修士卒／理工学研究科 生命理工学専攻修了 

勤務先：セコムトラストシステムズ株式会社 

 所属委員会は広報委員会とすることがあわせて承認された。 

 

２．議事録確認、幹事会出欠表報告、他 ＜坂田総務副委員長＞ 

(1)H29 年度第 4 回議事録(1/20 幹事会)の確認 

開催通知を送信した際に添付されていた同議事録の説明があり承認された。 

 

(2)H29 年度第 5 回幹事会(3/14)の出欠確認 

本日の幹事会出欠状況について、出席者予定者は 34 名との報告があった。 

 

３．連絡会報告 ＜坂田総務副委員長＞ 

以下の通りH29 年度第 6 回役員・委員長連絡会を開催したことが報告された。 

開催日時：3/7(水) 18：30－22:20 

東京電機大学同窓会  

平成 29 年度第 5 回幹事会議事録  
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参加者(11 名)：相原、山本、松﨑、福嶋、松本、福澤、大野、相川、早水、坂田、小川、

土佐、加藤、小島 

 

４．地方支部、各同窓会関連の活動報告（1/20 幹事会以後） ＜相原会長＞ 

 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 

1/27(土) 校友会・職域電機会会長会 相原会長他出席 

  各企業や教職についている電大OB会会長の報告＆交流会 

2/10(土)卒業生による仕事研究セミナーの開催 

2/20(火) 校友会・しおり委員会 相原会長・大野広報委員長出席 

  2018 年度版「校友会のしおり」制作についての打合せ 

2/24(土)三菱電機会の開催 

  三菱電機株式会社(相川会長)の電機会総会、学長、内定新卒新人、OB、 

  本学の三菱電機出身教授らが参加 

 

５．年間日程 ＜坂田総務副委員長＞ 

以下の通り、今後の年間日程について確認が行われた。 

連絡会 第 7 回：4/11(水) 幹事会 第 6 回：4/18(水) 総会 4/21(土) 

会計監査 4/5(木) 

 

６．卒業生による仕事研究セミナー(2/10)の実施報告と課題 

＜小川在学会員支援副委員長＞ 

下記の通り仕事研究セミナーが開催されたことが報告された。 

 

場所：ホテルグランドパレス 参加企業 259 社(584 名)、参加学生 1561 名 

時間：13：00～17：00 個別面談 17：30～18：45 懇親会 

 

多くの学生に参加して頂いた事により受付時の混雑が生じたため、安全確保の観点から、

受付方法等については今後の検討課題とすることとなった。 

 

  また、相原会長より、「集合場所（兼喫食）として使用していた部屋は、その後に仕事研究

セミナーの会場としても使用されていたので、会場設定の都合も考慮して、来年は別の場

所にした方が良い。昼食の準備も、費用面（学校に負担いただいている）を考慮して、幹

事会で行うべき。」との意見があり、あわせて今後の検討課題とすることとなった。 

 

７．東京江戸歴史散歩(2/24)の実施報告と課題 ＜大野広報委員長＞ 

靖国神社大村益次郎像(オプション)－神田錦町から北千住まで東京・江戸の歴史名所を見

学しながら散歩する「東京江戸歴史散歩」が実施されたことが報告された。 

参加人数は合計 28 名(反省会 23 名) 

大人数で引率が難かったため、班別行動の検討が課題としてあげられた。また、昼食につ

いても来年度の課題として検討することとした。 
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８．総会準備 

 

(1)事業委員会 ＜早水委員長＞ 

 総会の準備状況について、下記の通り報告された。 

・総会のスケジュールと役割分担 

・特別講演会(公開講演会)：講師への事前確認と当日の対応段取り、謝礼等 

・定時総会：式次第と来賓へのご案内等 

校友会から電子メールにて参加案内送付済み(3/9) 

来賓への案内は準備完了 

・懇親会(電機学校との共催)：電機学校との費用分担等 

 

特別講演会講師のサイン会に関して質問があり、事業委員会で検討することとなった。 

 

 (2)広報委員会 ＜大野委員長＞ 

総会の準備状況について、下記の通り報告された。 

・特別講演会(公開講演会)のちらし(配布資料.3 参照)、サイネージの準備完了 

・大学同窓会ホームページ、Facebookから特別講演会、定時総会、懇親会への参加申し

込み開始(4/17 まで) 

・足立区報 3/25 版に特別講演会の告知掲載 

・定時総会、同窓会特別賞授与及びプレゼン、卒業式の写真撮影の役割分担 

 

(3) 在学会員支援委員会 ＜相川委員長＞ 

・同窓会特別賞及びブレゼン：授与式とプレゼンの事前準備と当日段取り等 

委員長から同窓会会長賞は自動車部(鳩山)、同窓会特別賞(配布資料.2 参照)は文化部

会本部(千住)の推薦があり、審議の上、幹事会において承認された。 

受賞団体は総会で報告を行って頂くので、リハーサルを次回幹事会(4/18)に行うこと

が報告された。 

 

(4) 総務委員会 ＜坂田副委員長＞ 

総会において、今回から総務委員会において司会を行うことが報告され、あわせて、

昼食手配について報告があった。 

 

(5) 各会の司会分担 

特別講演会：早水事業委員長、総会：福澤総務委員長、懇親会：土佐事業副委員長 

 

９．各委員会からの活動内容の説明と検討活動 ＜各委員長、副委員長＞ 

 

(1) 事業委員会 ＜早水委員長＞ 

特になし。（８．にて報告済み） 

 

(2) 広報委員会 ＜大野委員長＞ 

委員長から校友会・しおり委員会の報告があった。 
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2018 年度版「校友会のしおり」には新たにスマートフォンから同窓会ホームページへ簡

単にアクセスできるようにQRコードを追加することが報告された。 

 

(3) 在学会員支援委員会 ＜相川委員長＞ 

特になし。（６．にて報告済み） 

 

(4) 総務委員会 ＜坂田副委員長＞ 

特になし。（２．３．５．にて報告済み） 

 

 

１０．会計監査準備 ＜福嶋会計役員＞ 

4/5(木)14 時から 29 年度会計監査を行うことが報告された。 

 

１１．総会資料 ＜小島副会長＞ 

配布資料 4．の通り、総会資料は「事業報告」、「決算報告」、「監査報告」、「事業計画(案)」、

「予算(案)」で構成され、説明分担は以下の通りであると報告された。 

事業報告、事業計画(案) ：小島副会長 

決算報告、予算(案) ：松﨑副会長 

監査報告   ：野村会計監査、平山会計監査 

 

(1) 事業報告、事業計画 ＜小島副会長＞ 

・ 平成 29 年度事業報告「Ⅳ．その他の活動」の中で「東京江戸歴史散歩の開催」が新た

に追加されたことが報告された。 

・ 平成 30 年度事業計画(案)「Ⅰ．卒業生に対する活動・支援」の中で「東京電機大学校

友会創立 110 周年事業への支援、協力」、「Ⅳ．その他の活動」の中で「大学後援会、

校友会関東近県支部との交流」、「東京江戸散歩の開催」が新たに追加されたことが報

告された。 

 

(2) 決算報告 ＜松﨑副会長＞ 

平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 2 月 28 日までの決算報告書が報告された。 

決算の最終報告は次回の幹事会で報告を行う予定である。 

 

(3) 会計監査報告 ＜福島会計役員＞ 

4/5(木)に会計監査報告書に署名、捺印することが報告された。 

 

(4) 決算・予算(案) ＜松﨑副会長＞ 

平成 30 年度予算(案)が以下の通り報告され、承認された。 

・ 支出の部として事業費は概ね例年通りだが、東京江戸散歩が加わるので広報活動費が

増額、支部会費は来年度総会を開催する支部が多いので増額、縦の会活動補助金が増

額、OB交歓会は減額 

・ 会議費の幹事会費は増額 
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(5) 別表 2 大学同窓会、校友会・支部・電機会 開催実績 

 9/6 に在学会員支援委員会、2/24 に東京江戸散歩を追加するよう指摘があった。 

 修正個所があればメールで連絡するようお願いがあった。 

 

(6) その他 

 総会資料の日付は元号表記から西暦表記への変更が提案された。 

この件に関しては、今後、連絡会で検討することとなった。 

  ・ 最後に総務委員会米田幹事より勤務先の変更に伴い、今回、限りで幹事会への出席が

出来なくなる旨の説明があり、長い間、お世話になりましたとのご挨拶があった。 

 

 

１２．次回幹事会(全員) 

以下の通り、開催することを確認した。 

なお、総会で発表する学生団体のプレゼンもあわせて行うことが確認された。 

 

日時 4 月 18 日(水) 幹事会 18：30～ 

場所 東京千住キャンパス (5 号館 2 階 5203 教室 (予定 ))) 

           以上  

 


