
  

令和２年度 東京電機大学同窓会 定時総会 
 

月日 令和2年4月25日(土)  

 

場所 東京電機大学校友会内 （東京千住キャンパス） 

 

 

式次第 

 

1. 議事 

第一号議案  第67期 事業報告 

第二号議案  第67期 決算報告・監査報告 

第三号議案  第68期 事業計画 （案） 

第四号議案  第68期 予算 （案） 

第五号議案  役員改選 （案） 

第六号議案  会則一部変更 （案） 

 

 

2. 第十回 優秀学生団体表彰 

同窓会会長賞 ： 東京千住キャンパス 体育会 卓球部 

同窓会特別賞 ： 理工学部 体育会 少林寺拳法部 
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■ 第一号議案  第67期（平成31年4月1日～令和2年3月31日） 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（学科別同窓会等）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・ＯＧ交歓会の開催 （別表２）  ＜埼玉鳩山キャンパス＞ 

５． 講演会、落語会、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） ＜東京千住キャンパス ＞ 

７．「東京電機大学校友会創立１１０周年事業」への支援、協力 

 

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、体育祭等の行事への参加 （別表４） 

５． アイディア・コンテスト等のイベントへの参加及び支援 （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 

１．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、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、校友会関東近県支部との交流 

６. 「東京江戸歴史散歩２０１９」の開催 

７．歴代会長会の開催 

８．委員会の体制強化 

 

 

■ 第二号議案  第67期（平成31年4月1日～令和2年3月31日） 決算報告・監査報告 

後述 (４～６ページ参照) 

 

 

■ 第三号議案  第68期 （令和2年4月1日～令和3年3月31日） 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（学科別同窓会等）の支援 

３. 地方支部・電機会等への支援 

４. ＯＢ・ＯＧ交歓会の開催  ＜埼玉鳩山キャンパス＞ 
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５. 講演会、落語会、研修会等の開催 

６. ホームカミングの集いへの支援、協力   ＜東京千住キャンパス ＞ 

 

 

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  

２． 助け合い基金の運営  

３． 卒業記念品の贈呈  

４． 学園祭、体育祭等の行事への参加 

５． アイディア・コンテスト等のイベントへの参加及び支援 

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 

１． 「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、校友会関東近県支部との交流 

６．「東京江戸歴史散歩２０２０」の開催 

 

 

■ 第四号議案  第68期 （令和2年4月1日～令和3年3月31日） 予算 （案） 

後述 (７ページ参照) 

 

■ 第五号議案  役員改選  （案） 

   会計幹事   S59  相川 昭仁  （新任) 

 

 

■ 第六号議案  会則一部変更  （案） 

後述 (8～10ページ参照) 
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 　 　（単位:円）

科 目 予 算 (A) 決 算 (B) 差 異 (A-B)

　前期繰越金 3,168,932 3,168,932 0 

　卒業生会費 7,308,000 7,688,000 △ 380,000 

　その他の収入 50,000 100,359 △ 50,359 

　　　受取利息
　　　　（預金利息）

0 359 △ 359 

　　　雑収入
　　　　（お祝い金）

50,000 100,000 △ 50,000 

当期収入合計 10,526,932 10,957,291 △ 430,359 

科 目 予 算 (A) 決 算 (B) 差 異 (A-B)

　事業費 7,150,000 5,853,443 1,296,557 

　　　クラス会、クラブ・研究室ОＢ会
　　  （開催支援、別表１）

2,200,000 1,798,622 401,378 

　　　縦の会活動補助金
　　　（学科別同窓会等の開催支援、別表１）

1,000,000 840,482 159,518 

　　　講演会・研修会等
　　　（会の開催、別表２）

500,000 512,919 △ 12,919 

　　　支部会
　　　（地方支部への支援、別表２）

500,000 278,000 222,000 

　　　広報活動
　　　（同窓会ホームページ運営管理）

300,000 358,599 △ 58,599 

　　　丹羽賞・同窓会奨励賞
　　　（賞の選考及び授与、別表３）

500,000 490,000 10,000 

　　　卒業記念品
　　　（卒業生への贈呈）

800,000 857,587 △ 57,587 

　　　ＯＢ・ＯＧ交歓会
　　　（埼玉鳩山での開催、別表２）

400,000 44,505 355,495 

　　　仕事研究セミナー
　　　（開催及び支援、別表２及び４）

350,000 255,227 94,773 

　　　在学会員援助金
　　　（在校生の活動支援、同窓会賞他、別表４）

600,000 417,502 182,498 

　会議費 2,350,000 1,698,925 651,075 

　　　総会
      （開催、別表２）

1,000,000 793,629 206,371 

　　　幹事会
　　　（開催、別表２） 500,000 301,092 198,908 

　　　役員会、委員会、歴代会長会
　　　（事業/在学会員支援/広報/総務）
　　　（開催、別表２）

850,000 604,204 245,796 

　消耗品費 50,000 11,712 38,288 

　通信費 50,000 56,377 △ 6,377 

　雑費 50,000 0 50,000 

　慶弔費 50,000 32,700 17,300 

　次期繰越金 826,932 3,304,134 △ 2,477,202 

当期支出合計 10,526,932 10,957,291 △ 430,359 

第６７期 決算報告書

（平成31年4月1日～令和2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 524,934 254,049

　　普通預金（三菱東京UFJ銀行） 2,643,998 3,050,085

    丹羽基金・定期預金（三菱東京UFJ銀行） 2,064,036 2,064,036

    定期預金（三菱東京UFJ銀行) 1,700,000 1,700,000

　　定額郵便貯金（ゆうちょ銀行） 6,000,000 6,000,000

合　　計 12,932,968 13,068,170

  

（単位：円)

項     目 金　額 備　考

   前期繰越金 2,398,190

   当期元入金 0

   預金利息 9

   手数料収入 10,990

   当期収入合計 2,409,189

項     目 金　　額 備　　考

    事務経費 0

　　回収不能金 0

　　次期繰越金 2,409,189

　　当期支出合計 2,409,189

支　　　　出　　　　の　　　　部

第６７期  助け合い基金会計収支決算書

第６７期 資産表

（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

収　　　入　　　の　　　部
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 　 　（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 3,304,134 3,168,932 3,168,932 135,202 

　卒業生会費
　（4,000円＊2031名）

8,124,000 7,308,000 7,688,000 816,000 

　その他の収入 50,000 50,000 100,359 0 

　　　受取利息 0 0 359 0 

　　　雑収入 50,000 50,000 100,000 0 

当期収入合計 11,478,134 10,526,932 10,957,291 951,202 

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

　事業費 6,800,000 7,150,000 5,853,443 △ 350,000 

　　　クラス会、クラブ・研究室ОＢ会
        （開催支援）

2,000,000 2,200,000 1,798,622 △ 200,000 

　　　縦の会活動補助金
        （学科別同窓会等の開催支援）

1,000,000 1,000,000 840,482 0 

　　　講演会・研修会等
        （会の開催）

500,000 500,000 512,919 0 

　　　支部会
        （地方支部への支援）

500,000 500,000 278,000 0 

　　　広報活動
      　（同窓会ホームページ運用管理）

300,000 300,000 358,599 0 

　　　丹羽賞・同窓会奨励賞
      　（賞の選考及び授与）

500,000 500,000 490,000 0 

　　　卒業記念品
      　（卒業生への贈呈）

850,000 800,000 857,587 50,000 

　　　ＯＢ・ＯＧ交歓会
        （会の開催）

200,000 400,000 44,505 △ 200,000 

　　　仕事研究セミナー
      　（開催及び支援）

350,000 350,000 255,227 0 

　　　在学会員援助金
      　（在校生の活動支援、同窓会賞他）

600,000 600,000 417,502 0 

　会議費 1,700,000 2,350,000 1,698,925 △ 650,000 

　　　総会
　　　　（開催）

500,000 1,000,000 793,629 △ 500,000 

　　　幹事会
　　　　（開催）

500,000 500,000 301,092 0 

　　　役員会、委員会
      （事業/在学会員支援/広報/総務）

　　　　（開催）
700,000 850,000 604,204 △ 150,000 

　消耗品費 50,000 50,000 11,712 0 

　通信費 50,000 50,000 56,377 0 

　雑費 50,000 50,000 0 0 

　慶弔費 50,000 50,000 32,700 0 

　次期繰越金 2,778,134 826,932 3,304,134 1,951,202 

当期支出合計 11,478,134 10,526,932 10,957,291 951,202 

第６８期　予算（案）

（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

収　　入　　の　　部

支　　出　　の　　部
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■  第六号議案 会則一部変更（案） 
 
会則一部変更のポイント 

 

● 基本的考え方 
 

大学同窓会の幹事を退任された方の見識を有効活用するため、今回新たに顧問の位置づけ等を明文化

する。 

また、組織をスリム化することにより、従前にも増して、より一層スピーディーな組織とすることを

目指す。 

 

● 変更ポイント 
 

  １）第6条（役員等の構成） 
 

     第4項 

【現行】幹事50名以内（うち会長1名、副会長3名、会計2名） 

【改定】幹事40名以内（うち会長1名、副会長3名、会計2名） 

 
  ２）第7条（役員等の選任） 
 

第3項 

【現行】顧問は、会長が推薦し、幹事会の承認を得るものとする。 

【改定】顧問は、会の運営に寄与した幹事の経験者で会長が推薦し、幹事会の承認を得るもの 

    とする。 

 

  ３）第9条（役員等の任期） 

 

第2項 

【追加】参与の任期は定めない。顧問の任期は２年とし、原則２期までとする。 
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東京電機大学同窓会会則新旧比較 

昭和27年3月29日設立制定 

 
新会則（案） 現会則 

 

第１章 ～ 第３章 省略 

 

第１章 ～ 第３章 省略 

 

 
第４章 役 員 等 

 
第４章 役員・幹事及び会計監査 

（役員等の構成）  

第６条 

2 

3 

4 

 

5 

6 

本会の構成は以下とする。 

名誉会長１名 

役員として、会長1名、副会長３名、会計２名 

幹事40名以内（うち会長１名、副会長３名、会

計２名） 

会計監査２名 

顧問及び参与若干名 

第６条 

2 

3 

4 

 

5 

6 

本会の構成は以下とする。 

名誉会長１名 

役員として、会長1名、副会長３名、会計２名 

幹事50名以内（うち会長１名、副会長３名、会

計２名） 

会計監査２名 

顧問及び参与若干名 

（役員等の選任）  

第７条 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

名誉会長には東京電機大学学長を推戴する。 

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。 

顧問は、会の運営に寄与した幹事の経験者で

会長が推薦し、幹事会の承認を得るものと

する。 
参与は、原則として会長の経験者で 幹事会の承

認を得るものとする。 

幹事は会長が会員より推薦を受け、幹事会の承

認を得るものとする。 

第７条 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

名誉会長には東京電機大学学長を推戴する。 

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。 

顧問は会長が推薦し、幹事会の承認を得るもの

とする。 

 

参与は、原則として会長の経験者で 幹事会の承

認を得るものとする。 

幹事は会長が会員より推薦を受け、幹事会の承

認を得るものとする。 

（役員等の職務）  

第８条 

2 

3 

 

4 

 

 

5 

6 

 

会長は本会を代表し、会務を統括する。 

副会長は会長を補佐する。 

名誉会長、顧問及び参与は会長の諮問に応え会

の運営に参画する。 

会計は、本会の会計を担当する。ただし、本会

の会計は校友会の会計の一部を構成するため、

校友会事務局と連携して担当するものとする。 

会計監査は本会の会計を監査する。 

幹事は会務を分担し、本会の運営に当る。 

第８条 

2 

3 

 

4 

 

 

5 

6 

 

会長は本会を代表し、会務を統括する。 

副会長は会長を補佐する。 

名誉会長、顧問及び参与は会長の諮問に応え会

の運営に参画する。 

会計は、本会の会計を担当する。ただし、本会

の会計は校友会の会計の一部を構成するため、

校友会事務局と連携して担当するものとする。 

会計監査は本会の会計を監査する。 

幹事は会務を分担し、本会の運営に当る。 

（役員等の任期）  

第９条 

 

 

 

 

2 

 

3 

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。役員

に欠員を生じ会務に支障のあるときは、第７条

の規定に従い、必要に応じてこれを補充するこ

とができる。ただしその任期は前任者の残任期

間とする。 

参与の任期は定めない。顧問の任期は２年と

し、原則２期までとする。 

幹事及び会計監査の任期は２年とし再任を妨げ

ない。幹事は、第７条の規定に従い必要に応じ

てこれを補充することができる。但しその任期

は他の幹事の残任期間と同一とする。 

第９条 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。役員

に欠員を生じ会務に支障のあるときは、第７条

の規定に従い、必要に応じてこれを補充するこ

とができる。ただしその任期は前任者の残任期

間とする。 

幹事及び会計監査の任期は２年とし再任を妨げ

ない。幹事は、第７条の規定に従い必要に応じ

てこれを補充することができる。但しその任期

は他の幹事の残任期間と同一とする。 
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新会則（案） 現会則 

 

第５章 ～ 第８章 省略 
 

 

第５章 ～ 第８章 省略 

 

 
付 則 

 

昭和51年4月20日会則改正。 

昭和52年4月23日一部変更。 

昭和54年4月21日一部変更。 

昭和56年4月18日一部変更。 

昭和57年4月24日一部変更。 

平成元年4月15日会則改正 

平成 5年4月17日一部変更 

平成18年4月 8日会則改正 

平成24年5月12日一部変更 

平成25年4月20日会則改正 

平成28年4月23日一部削除 

令和2年4月25日一部変更 

 

 
付 則 
 

昭和51年4月20日会則改正。 

昭和52年4月23日一部変更。 

昭和54年4月21日一部変更。 

昭和56年4月18日一部変更。 

昭和57年4月24日一部変更。 

平成元年4月15日会則改正 

平成 5年4月17日一部変更 

平成18年4月 8日会則改正 

平成24年5月12日一部変更 

平成25年4月20日会則改正 

平成28年4月23日一部削除 
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会合種別 開催日 学科、クラブ、研究室名称 卒業年

縦の会 令和1年5月18日 第７回電大小金井学生寮ＯＢ会

縦の会 令和1年6月15日 東京電機大学短期大学卒業生の会（TE縦の会）

縦の会 令和1年6月22日 東京電機大学建築学科同窓会（あぶの会）

縦の会 令和1年11月16日 東京電機大学精密機械情報同窓会

縦の会 令和1年11月27日 理工学部建設工学科・建設環境工学科・創造工学系・建築・都市環境学系同窓会(鳩萃会)

合同クラス会 令和1年7月10日 工学部第一部電気工学科、電気通信工学科、電子工学科（山麓会） 昭和36年

合同クラス会 令和1年9月3日 理工学部建設工学科、建築・都市環境学系合同クラス会 昭和56年～現在

合同クラス会 令和1年10月10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 令和2年1月25日 短期大学電気科第二部、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31年4月13日 工学部第一部電子工学科（D999会） 昭和39年卒

クラス会 令和1年6月8日 工学部第一部電子工学科 昭和40年

クラス会 令和1年6月22日 工学部第一部電気工学科 昭和47年卒

クラス会 令和1年6月29日 工学部第一部機械工学科 昭和52年

クラス会 令和1年6月30日 工学部第一部精密機械工学科 昭和46年

クラス会 令和1年9月1日 工学部第一部機械工学科 昭和49年

クラス会 令和1年9月14日 工学部第二部機械工学科 昭和42年

クラス会 令和1年9月22日 理工学部情報社会学科 平成16年

クラス会 令和1年9月28日 工学部第一部建築学科（七期会） 昭和50年

クラス会 令和1年11月3日 工学部第一部応用理化学科 昭和44年

クラス会 令和1年11月16日 工学部第一部応用理化学科 昭和43年

クラス会 令和1年11月16日 工学部第一部建築学科 昭和59年

クラス会 令和1年11月29日 工学部第一部電気通信工学科 昭和40年

クラス会 令和1年12月28日 理工学部建設環境工学科 平成20年

クラス会 令和2年1月11日 工学部第一部電子工学科 昭和59年

クラス会 令和2年1月18日 工学部第一部応用理化学科 昭和47年

クラス会 令和2年2月8日 工学部第一部電子工学科 昭和49年

クラス会 令和2年2月20日 工学部第一部建築学科 昭和45年

合同研究室ＯＢ会 令和1年7月20日 未来科学部ロボット・メカトロニクス学科情報駆動制御研究室・情報駆動知能化研究室

合同研究室ＯＢ会 令和1年11月3日
工学部機械工学科渦流体力学研究室（高橋研）、粘性流体力学研究室（児山研）、数値流体力学研究室（岩津
研）、細井研究室、岩本研究室

研究室ＯＢ会 平成31年4月20日 理工学部 建築・都市環境系ゴルフ懇親会（奥村研究室）

研究室ＯＢ会 平成31年4月26日 未来科学部建築構造研究室

研究室ＯＢ会 令和1年7月6日 工学部機械工学科一瀬研究室

研究室ＯＢ会 令和1年7月13日 理工学部福井研究室（なんでや会）

研究室ＯＢ会 令和1年7月27日 工学部情報通信工学科暗号方式・暗号プロトコル研究室

研究室ＯＢ会 令和1年8月3日 工学部先端機械工学科光応用機械工学研究室

研究室ＯＢ会 令和1年9月29日 理工学部建設工学科奥村研究室

研究室ＯＢ会 令和1年11月2日 理工学部電子・機械工学系 薄膜・表面工学研究室

研究室ＯＢ会 令和1年11月3日 工学部機械工学科 塑性加工研究室

研究室ＯＢ会 令和1年11月3日 工学部電気電子工学科 集積回路研究室

研究室ＯＢ会 令和1年11月3日 理工学部電子・機械工学系 生産工学研究室

研究室ＯＢ会 令和1年11月9日 工学部先端機械工学科振動・音響工学研究室（佐藤太一研究室）

研究室ＯＢ会 令和1年11月12日 理工学部建設環境工学科 高田研究室

研究室ＯＢ会 令和1年11月16日 未来科学部ロボット・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 令和1年11月16日 工学部情報通信工学科音響信号処理研究室

研究室ＯＢ会 令和1年11月23日 理工学部理工学科電子・機械工学系 自動車工学研究室

研究室ＯＢ会 令和1年11月23日 理工学部電子・機械工学系医用電子工学研究室

研究室ＯＢ会 令和1年11月30日 理工学部地盤工学研究室

研究室ＯＢ会 令和1年11月30日 工学部機械工学科振動・制御研究室（藤田研究室）

研究室ＯＢ会 令和1年11月30日 情報環境学部情報環境学科信号処理研究室

研究室ＯＢ会 令和1年12月14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（加藤研究室）

研究室ＯＢ会 令和1年12月21日 理工学部電子・機械工学系電子計測研究室（田中研究室）

研究室ＯＢ会 令和1年12月28日 理工学部 熱流体関連振動研究室

研究室ＯＢ会 令和2年2月8日 工学部電気電子工学科植野研究室

合同クラブＯＢ会 平成31年4月21日 工学部第一部、理工学部剣道部

合同クラブＯＢ会 令和2年1月19日 工学部サッカー部、理工学部サッカー部

クラブＯＢ会 平成31年4月16日 武蔵野寮同期生会（S35入寮）

クラブＯＢ会 令和1年5月25日 工学部第一部山岳部

クラブＯＢ会 令和1年5月25日 工学部第一部囲碁部

クラブＯＢ会 令和1年5月26日 工学部硬式野球部

クラブＯＢ会 令和1年6月18日 軟式テニス部（げんきかい！）

クラブＯＢ会 令和1年11月3日 工学部第一部体育会空手道部ОＢ会

クラブＯＢ会 令和1年11月3日 理工学部棋道部

クラブＯＢ会 令和1年11月3日 理工学部学術文化部会写真部

クラブＯＢ会 令和1年11月3日 理工学部自治会執行委員会

クラブＯＢ会 令和1年11月3日 東京千住キャンパス体育会合気道部

クラブＯＢ会 令和1年11月9日 工学部ゴルフ部

クラブＯＢ会 令和1年11月16日 東京千住キャンパス硬式庭球部

クラブＯＢ会 令和1年11月16日 尺八部（竹生会）

クラブＯＢ会 令和1年11月17日 東京千住キャンパス体育会バドミントン部

クラブＯＢ会 令和1年12月15日 東京千住キャンパスグリークラブ

クラブＯＢ会 令和2年2月1日 工学部将棋同好会

縦の会 令和2年2月22日 理工学部APPLES同窓会（応用電子工学科、電子・機械工学系、電子工学系） 大学

クラス会 令和2年3月28日 工学部二部電気工学科（八起会） 昭和36年

研究室ＯＢ会 令和2年2月22日 工学部機械工学科　トライボロジー研究室 大学

研究室ＯＢ会 令和2年2月29日 情報環境学部情報環境学科情報通信サービス研究室 大学

研究室ＯＢ会 令和2年3月7日 工学部機械工学科材料力学研究室 大学

合同クラブＯＢ会 令和2年3月14日 全学部合同卓球部ＯＢ会（工学部、工学部第二部、未来科学部、理工学部、情報環境学部） 大学

クラブＯＢ会 令和2年3月21日 理工学部学術文化部会自動車部 大学

別表１　縦の会、クラス会、クラブOB会、研究室OB会　開催実績

【新型コロナウィルス感染症流行、拡大防止により中止となった会合】
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別表２  大学同窓会、校友会・支部・電機会 開催実績

月日 大学同窓会 校友会関係行事 月日 大学同窓会 校友会関係行事

4月2日 入学式（大学・大学院） 10月3日 商工懇話会秋季総会

4月4日 会計監査 10月5日 関⻄⽀部総会、新潟県央電機会秋の交流会

4月8日 入学式（中学校・高等学校） 10月8日 将来計画⼩委員会+創⽴110周年特別委員会

4月9日 役員候補者管理委員会 10月10日 財務委員会

4月10日 役員・委員⻑連絡会 10月11日 会計監査、技術⼠会⾒学研修会

4月13日 商工懇話会春季総会 10月15日 定例理事会

4月17日 幹事会 10月26日 校友会創⽴110周年記念講演会・式典・祝賀会

4月18日 運営委員会＋財務委員会 10月31日 特許電機会総会

4月19日 会計監査 11月1日 北海道⽀部総会

4月20日 公開講演会、総会 電機学校同窓会総会、新潟電機会施設⾒学会 11月3日 旭祭（〜11/4）、ホームカミングデー、丹⽻賞授賞式

4月23日 定例理事会 11月4日 鳩⼭祭（11/3〜）理⼯学部OB・OG交歓会、丹⽻賞授賞式

4月25日 校友会のしおり作成委員会 11月5日 広報委員会

5月11日 埼玉県支部総会 11月8日 沖電気電機会総会+サクサ電機会総会

5月14日 創⽴110周年特別委員会、三役連絡会 11月9日 千葉県⽀部・東京都⽀部⾒学会

5月16日 広報委員会 11月10日 秋田県支部総会

5月18日 中学・高等学校同窓会総会、高等学校卒業生招待会 11月13日 事業委員会（電⼦会議）（〜11/18）

5月19日 神奈川県⽀部総会、三重県⽀部総会 11月14日 ⺠間放送校友会総会

5月21日 定例理事会 11月16日 東京江⼾歴史散歩

5月25日 石川県支部総会 11月19日 定例理事会

5月29日 役員・委員⻑連絡会 11月20日

5月31日 東管支部総会 11月21日 関電工電機会総会

6月1日 千葉県⽀部総会、⼭陽⽀部総会 11月22日 大成建設電機会総会、東亜ディーケーケー電機会総会

6月7日 京三電機会総会 11月23日 ⻑野県⽀部総会、錦央電機会総会

6月8日 全国⽀部⻑会、社員総会、臨時理事会 11月26日 事業委員会（電⼦会議）（〜11/29）

6月11日 理事・監事研修会 11月27日 東管支部技術研修会

6月12日 明電舎電機会総会 11月28日 川北電気⼯業電機会総会

6月13日 東管神奈川電機会総会 11月30日 校外研修会（〜12/1） 大分県支部総会

6月14日 東光電気工事電機会総会 12月10日 定例理事会、年末役員懇談会

6月15日 短期大学卒業生の会 総会 寄付感謝の集い 12月11日 運営委員会（電⼦会議）（〜12/16）

6月16日 新潟県央電機会⻑岡市⼦どもフェスティバル出展 12月13日 神奈川県⽀部⾒学会

6月18日 定例理事会 12月21日 熊本県支部総会

6月22日 教職校友会総会 1月9日 財務委員会＋組織委員会

6月25日 記録・広報小委員会 1月11日 役員・委員⻑連絡会、幹事会 中学・高等学校同窓会「二十歳の祝い」合同クラス会

6月26日 記念事業企画⼩委員会 1月21日 事業委員会＋広報委員会

6月30日 愛知県⽀部⾒学会・総会 1月23日 総務委員会

7月2日 大気社電機会総会 1月25日 職域電機会会⻑会、静岡県⽀部総会

7月4日 事業委員会 2月7日 沖電気電機会（高崎・富岡地区）

7月6日 役員・委員⻑連絡会、幹事会 技術士会総会 2月8日 卒業生による仕事研究セミナー

7月7日 茨城県支部総会 2月18日 定例理事会、東管神奈川電機会技術研修会

7月9日 将来計画小委員会 2月21日 徳島県支部総会

7月11日 総務委員会 2月22日 三菱電機会総会

7月13日 東京都支部総会 2月27日 運営委員会＋財務委員会

7月16日 定例理事会、新旧役員懇談会 3月4日 役員・委員⻑連絡会

7月20日 新潟県央電機会総会、神奈川県⽀部公開講演会 3月7日 高等学校卒業式

7月21日 岐阜県支部総会 3月10日 定例理事会

7月25日 将来計画小委員会 3月11日 幹事会（中止）

7月27日 九州・沖縄地区連絡協議会、⿅児島県⽀部総会 3月14日 中学校卒業式

8月3日 ⻘森県⽀部総会 3月16日 ⼤学院修了式・⼤学卒業式（中止）

8月7日 運営委員会（電⼦会議）（〜8/20） 3月26日 校友会のしおり作成委員会（電子会議）（〜4/4）

8月17日 歴代会⻑会 神奈川県⽀部屋形船納涼幹事会

8月24日 新潟電機会総会

9月10日 定例理事会

9月14日 福岡県⽀部総会、中・⾼同窓会「武蔵野祭」だんわ室（〜
9/15）

9月17日 将来計画小委員会

9月21日 役員・委員⻑連絡会、幹事会

9月26日 将来計画小委員会

9月28日 電機学校同窓会⾒学研修会、茨城県⽀部主催⾒学会
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別表３  優秀活動団体表彰

東京千住キャンパス 体育会 卓球部

理工学部 体育会 少林寺拳法部

文化部会 アミューズメント研究会

文化部会 お笑い同好会

文化部会 コーストジャズオーケストラ部

体育会 硬式庭球部

体育会 水泳部

学術文化部会 自動制御研究部

委員会 放送委員会

体育会 軟式野球部

体育会 モータースポーツ部

学術文化部会 自動車部

学術文化部会 アニメ・声優研究部

学術文化部会 ヒューマノイド研究部

学術文化部会 模型部

別表４  イベント支援・セミナー等

【丹羽賞】 授賞2団体

【同窓会奨励賞】授賞13団体

第９回大学同窓会優秀団体表彰(会長賞・特別賞/総会時)

東京千住キャンパス

理工学部

東京千住キャンパスグリークラブ
第6回いわき演奏会 (8/17～8/19)

TDU Space Project
種子島ロケットコンテスト(3/5：コロナウイルス感染防止のため中止)

令和元年度博士・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、情報環境学研究科)

令和元年度卒業生による仕事研究セミナー（ベルセゾン（新座市））　理工学部

第６回卒業生による仕事研究セミナー（ホテルグランドパレス）

第１７回TDUアイデアコンテスト支援

イベント支援

工学部 FCV・EVプロジェクト
2019WGCソーラーカー・ラリー (8/7～8/10)

16EC026江口昌幸
全日本ライフル射撃選手権大会(3/12～3/15：コロナウイルス感染防止のため中止)

第４０回合同体育祭支援
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