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会議開催日時 平成 30 年 9 月 15 日（土）16：00～17：20 

開催場所 東京千住キャンパス 1 号館 2 階 1206 セミナールーム  

出席者 

（順不同、敬称略） 

相原 浩一、松﨑 裕一、小島 一記、福嶋 邦夫、松本 健治、 

野村 章次、平山 文雄、早水 俊樹、土佐 壯一、野島 謙之助、 

濱田 剛、松村 晃司、佐藤 達則、相川 昭仁、小川 謙一、 

北村 要、三井 和幸、大野 孝、加藤 綾子、鈴木 迪子、 

大舘 昌男、沖津 進一、田中 宏、金築 律夫、福澤 智、 

坂田 一也、倉田 昇、下村 潤一、江頭 勇、吉田 憲司、 

熊谷 正樹                                    計（31 名） 

配布資料 ・2018 年度 年間計画 

・事業委員会 活動実施計画  

（ホームカミング支援、OB 交歓会、校外研修会、次回総会）  

・在学会員支援委員会 活動実施計画  

（丹羽賞／同窓会賞  各賞説明資料）  

・広報委員会 活動実施計画  

（HP／Facebook 各種コンテンツ掲載状況、東京江戸歴史散歩  

開催要項）  

・総務委員会 年間日程  

議事内容 議事進行：坂田 一也   記録者：倉田 昇 

 

１．相原会長挨拶  

「各地で災害がおきています、被災された方にはお見舞い申し上げます。  

被災地の支部に対しては校友会の方で対応しています。  

本日は４か月ぶりの幹事会となり、盛りだくさんの内容ですので、  

活発な審議をお願いします。」との挨拶があった。  

 

２．議事録確認、他（総務委員会） ＜福澤委員長＞ 

(1) H30 年度 第 1 回幹事会 (5/16）議事録確認 

開催通知を送信した際に添付されていた同議事録について説明があり、承認された。  

(2) H30 年度 第 2 回幹事会（9/15）出欠報告 

    本日の幹事会の出欠状況（出席者：31 名）が報告された。 

  

３．連絡会報告（総務委員会） ＜福澤委員長＞ 

  下記連絡会が開催されたことが報告された。 

H30 第１回連絡会（7/24 18：00～20：00） 

  H30 第２回連絡会（9/15 13：00～15：30） 

東京電機大学同窓会 

平成３０年度第２回幹事会議事録  
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４．地方支部・各同窓会関連の活動報告（5/16 幹事会以後） ＜相原会長、松崎副会長＞ 

下記の通り、同窓会関連・地方支部の活動に参加した報告があった。 

・活動報告 

 （相原会長） 

  ・5/19（土）神奈川県支部 総会 ＠横浜 

・6/09（土）全国支部長会、社員総会 ＠北千住 

・6/16（土）短大縦の会 総会 ＠北千住 

・6/23（土）ＡＢＵの会（建築縦の会）＠北千住 

・7/07（土）神奈川県支部 公開講演会＆大学同窓会との交流会 ＠横浜 

・7/14（土）新潟県央電機会 総会 ＠長岡 

・8/21（火）神奈川県支部 見学会 ＠横浜 

・8/22（水）鳩萃会（建設縦の会）クラス会 ＠浅草 

・8/24（金）日本電波工業 総会 ＠狭山 

（松崎副会長） 

・5/19（土）中学・高等学校同窓会 総会 ＠東小金井 

・6/02（土）千葉県支部 総会 ＠北千住 

・6/30（土）工学部１部電気工学科 昭和１４年卒業クラス会 

・7/01（日）茨城県支部総会 

・8/06（月）訃報 神奈川県支部 川田支部長ご逝去にあたり葬儀に参列 

・8/21（火）神奈川県支部見学会に参加 神奈川県警察本部見学 

・9/08（土）神奈川県支部拡大幹事会 みなとみらい 屋形船にて懇親会 

 

５．年間日程確認（総務委員会） ＜福澤委員長＞ 

  配布資料を基に主要なイベントの年間計画が報告された。 

   

６．新幹事の推薦＜相原会長＞ 

  候補者１ 高田英久様 ＜近藤 元同窓会長推薦＞ 

  平成１６年理工学部-理・修-知能機械卒 

本日は欠席につき、次回の幹事会にて改めて幹事登用の手続きを行う。 

   

  候補者２ 熊谷正樹様 ＜野崎 前校友会副理事長推薦＞ 

  昭和５７年工学部建築工学科卒 

 

  熊谷様より簡単な自己紹介ご挨拶をいただき、幹事着任のご意思が表明された。 

  改めて相原会長より推薦され、満場一致にて幹事への登用が承認された。 

 

７．在学会員支援委員会副委員長増員の件（在学会員支援委員会）＜相川委員長＞ 

相川委員長、小川副委員長 諸般の事情により幹事会活動に割ける時間に制約があるため

副委員長を増員し補強したい。 

北村要委員を副委員長に登用、推薦する 

 

北村委員より副委員長着任の意思表明があり、幹事会満場一致にて承認された 
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８．委員会報告 

(1)事業委員会 ＜早水委員長＞ 

  ①ホームカミング・ＯＢ交換会の実施計画説明と参加要請 

  ・11/3（土）千住キャンパスホームカミングデー支援 

   10 時集合 

  ・11/4（日）埼玉鳩山キャンパスホームカミングＯＢ交換会 

   10 時 20 分集合 

  「時間に遅れても構わないのでとにかく来てください」   

 

  ②校外研修会 

   実施計画に関する説明と参加者募集 

 日程：12/1（土）～12/2（日） 

 行先：長野 善光寺と松代象山地下壕見学 

 まだ確定ではないが、現段階でおおよその人数を把握しておきたいので名簿を回覧

するのでチェックしてください。  

 

③次回総会の講演会について 

 講師を呼んでの講演会形式にするか、好評であった落語会にするかの方向性に関し

て審議。 

   落語会にすると一般客も入りやすく地元にも貢献する。 

   落語家さんの落語に関する講演＋落語という形式ではどうか＜相原会長＞ 

   一例：若木家元翁さん（社会人落語家）は落語の歴史などの講演も出来、落語を演

ずる事もできる。できれば揃いの半被も作りたい。 

 事業委員会にて引き続き検討することとなった。 

 

  ④その他報告事項 

   4 月総会での講演会で一般客の集客に「あだち区報」の広報が効果的であった。 

   次回以降も掲載をお願いする方向で検討したい。 

 

  (2)在学会員支援委員会 ＜相川委員長＞ 

    ・丹羽賞、同窓会奨励賞選定基準（案）の内容を配布資料にて説明。 

・平成 30 年度丹羽賞・同窓会奨励賞推薦団体一覧（案）が提示され推薦に至る理由

が説明された。 

・委員会のリスト通りに表彰することで幹事会にて承認された。 

 

・表彰式に関する実施計画が説明された 

・相原会長より下記の指摘があった。 

屋外ステージでの表彰なので雨天の際の対応策を考えておいてください。 

    ・各種活動協賛申請 

     【東京電機大学千住キャンパス文化部会グリークラブ】  

【東京電機大学FCV・EVプロジェクト】 
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上記両団体より各々協賛希望額１０万円で申請されているが、今後支援する団体を

増やしていきたい意向もあり金額を 8 万円に抑えて採用し支給したい。 

 幹事会にて審議の上承認された。 

 

(3)広報委員会 ＜大野委員長＞ 

    ・HP/Facebookへの掲載状況 

     名簿、年間行事は完了。クラス会、OB会、縦の会の活動報告は 6 月分まで掲示済み 

    ・OB交換会、ホームカミング、丹羽賞に関しては各委員会からネタの提供をお願いす

る。 

    ・大江戸散歩 

東京江戸歴史散歩 2018 秋の内容説明と参加募集説明がされた。 

10 月 20 日（土） ぜひご参加ください。 

天候による開催決行中止は前日正午に決定する。 

食事ポイント、休憩ポイント、立ち寄る場所、おすすめがあれば大野委員長まで連

絡のこと。 

 

(4)総務委員会 ＜福澤委員長＞ 

  ・幹事会は年内開催予定ないがイベントが多いので協力お願いします。 

  ・各イベントへの出欠回答依頼のメールを発信するので必ず返信ください。 

  ・次回幹事会 2019 年 1 月 12 日（土）終了後新年会（幹事会主催）を予定。 

  ・11 月 3 日旭祭にて今年も似顔絵コーナーを開催します。 

  ・3 人の絵師HP/Facebookに掲載、紹介したい。 

 コンテンツ情報を大野広報委員長に送付。 

 

９．その他 

・小島副会長より、神奈川県支部 船上拡大幹事会への参加報告があった。 

 

１０．次回幹事会 

  以下の通り、次回幹事会が開催されることが確認された。 

  日時：H31 年 1 月 12 日（土）16:00 

  場所：東京千住キャンパス（1 号館 2 階 1204 セミナールーム 予定） 

 

以上           


