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開催日時 令和 3 年 10 月 2 日（土）10：30～12：45 

開催場所 遠隔会議  

出席者 

（順不同、敬称略） 

松﨑 裕一、福澤 智、早水 俊樹、大野 孝、小島 一記、相川 昭仁 

福嶋 邦夫、濱田 剛、小川 謙一、北田 博雄、北村 要、加藤 綾子 

連記 宏徳、坂田 一也、山崎 宏文、江頭 勇、野村 謙之助 

熊谷 正樹、三井 和幸、本間 章彦、吉田 憲司、髙田 英久 

小林 宏史 

                         計（ 23 名 ） 

配布資料 令和 3 年度 第 3 回幹事会 次第.pptx 

議事内容 司会（議事進行）：坂田 一也     記録者：小川 謙一 

 

 坂田委員長（総務委員会）の司会により開会した。松崎会長の挨拶に続き、司会による本日

の議事と進行について確認が行われ、以下審議を実施した。 

 

１．会長挨拶                               ＜松﨑会長＞ 

・挨拶の後、校友会について以下の報告があった。 

・9 月 14 日に理事会が開催された。 

・コンサルタント（学校コミュニケーションネットワークス）と契約し、会勢拡張に取り 

組んでいる。その一環として、10 月 1 日から HP 及びメルマガがリニューアルされた。 

・県支部役員等が Zoom を利用できるように法人契約を締結し、Zoom の講習会を実施して 

いる。同窓会も Zoom を利用でき、幹事は講習会を受講できる。 

・校友会の一般社団法人移行において、公益目的支出計画の実施が完了した確認を内閣府

から受けて、移行法人の制約がなくなり、正式に法人化の手続きが終了したとの報告が

あった。 

 

２．前回（第 2 回幹事会）議事録の確認           ＜総務委員会 江頭副委員長＞ 

・前回議事録の内容について説明があり、承認された。HP にアップする。 

 

３．サポート募金の実施報告、学園の現状報告   ＜三井幹事・総務委員会 坂田委員長＞ 

（１）7/31（土）幹事会での承認を受けて、8/2 大学同窓会からサポート募金として今年度 

予算どおり 100 万円を寄付（振込）した。昨年同様に、大学同窓会幹事からも寄付が 

有り寄付金は総額で約 6 千万円となっている。 

 （２）9/30（木）の緊急事態宣言解除を受け今後、大学の運用としては現状維持。外部者は 

入館許可必要。又、学生はリアル／オンライン併用による講義を受ける（但し実験等 

はリアル）。尚、2 週間後を目途に、登校人数を考慮したリアルでの講義可否につき 
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試験運用を予定している。 

ワクチン接種は、1 回目が完了し、今月以降に 2 回目が予定されている。尚、北千住 

キャンパスは足立区のワクチン接種会場としても提供されている。  

 （３）行事について、体育祭と企業懇談会は中止となる。学園祭は、10/12（火）の学長他 

関係者による協議で開催方式が決定されるが、リアル／オンラインの併用開催が考え 

られる。 

ホームカミングデーはオンラインにより学長メッセージ等を発信する予定、懇親会は 

中止となる。 

 （４）仕事研究セミナーは、今年度は東京ビッグサイトにて開催（2022/1/29(土））を予定 

している。 

 

４．仕事研究セミナーに関する報告                ＜相川ＰＪリーダー＞ 

  ・一昨年度はホテルグランドパレス（2021/6/30(水)閉館）で開催、昨年度はオンライン 

開催、今年度はリアル開催を予定している。懇親会は中止となる。学生に向けた就職版 

「工学情報 KJ」の送付代金について、同窓会に負担要請があり、32 万円以内の支援が 

承認された。 

 

５．プロジェクトの報告  

（１）校外研修会 PJ                          ＜早水副会長＞ 

   ・リアル（参集型）もしくはオンラインの開催提案があり、コロナ感染者の減少が想定 

されるため、10/9（土）役員会（含む 10/2（土）幹事会後）にて開催方式を決定する 

こととなった。日程は、参集型は 12/4（土）～5（日）、オンラインは 12/4（土）を 

予定している。参加者は幹事、幹事 OB 及び歴代会長に拡大する。 

・内容はオンラインの企画となるが、講演会（杉山学氏：自衛隊出身、相原参与からの 

紹介）と懇親会（自慢紹介、ブレイクアウトルームを活用した双方向のコミュニケー 

ション実施）、料理デリバリー等を予定している。時間は 14:00～19:00 となる。 

   ⇒ コロナ第 6 波が想定されるため、出来ればオンライン開催を希望する。（熊谷幹事） 

 

（２）定時総会・講演会 PJ                     ＜濱田 PJ リーダー＞ 

   ・毎月 1 回 PJ メンバーと方向性や内容等を検討している。講演会講師に関して、カテ 

ゴリ（学術・科学、トレンド等）別に 7 名の候補者選定と順位付けの提案があった。 

今後、創立 70 周年記念の開催に相応しい方、講演料金（50～100 万円程度）等を考慮 

して選定する。 

   ⇒ 講師に関しては、参加者の年齢層も考慮いただきたい。（野島幹事）  

 

（３）オンライン写真展 PJ                       ＜大野副会長＞ 

   ・校友会と協賛とし、9 月中旬に募集を開始した。埼玉県支部との合同開催で、サイト

及び各幹事が持つルートを通じメール等で応募を呼びかけて欲しいと要請があった。 

・現在まで応募者 5 名であるが、別途 7 名の応募（含む福島県支部 1 名）がある。 

・埼玉県支部にも所属する本間幹事と小島会計役員の協力の下、Web（Google）を活用

する。10/9（土）に応募締切、10/20（水）に Web 公開とする。審査員の幹事による

投票で各賞（会長賞、同窓会賞）を決定、賞状と副賞（表彰金、振込）を贈呈する。 
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   ⇒ 応募者が少ないので、幹事は元より他の方々にも参加してもらいたいと協力依頼が

あった。（松崎会長） 

 

（４）東京江戸歴史散歩 PJ                       ＜大野副会長＞ 

   ・オンライン写真展との同時進行により、企画の段階から実施の明確化まで、1 ヶ月程 

遅れたが、11/6（土）開催を予定している。 

・参加費は例年 2,000 円となるが、今回は創立 70 周年記念を考慮し、1,000 円とする。 

・コースは、神田校舎跡地から神田明神、東京本願寺、合羽橋、浅草神社等を経由して 

ゴールは北千住としている。 

 

（５）校友会しおり PJ                       ＜加藤 PJ リーダー＞ 

   ・2016 年度以降の校友会のしおりについて、紹介があった。 

・幹事に、来年度のしおりのアイデアを要請している。12 月中旬の締切後に、校友会の 

しおり委員会に案を提出して、決定後に制作予定となる。 

 

（６）似顔絵コーナーPJ                      ＜連記 PJ リーダー＞ 

   ・実施可否の判断は、10/12（火）の学長他関係者による協議で学園祭の開催方式決定 

後となる。 

・参加は難しいと考えるが、10/30（土）・31（日）の学園祭開催に向けて、絵師さんの 

アレンジや昼食手配、コロナ感染防止対策として備品購入を行う予定としている。 

⇒ 一般の参加者は事前予約が必要になると思うので、参加が可能かどうか、検討して

ほしい。（松崎会長） 

  

（７）歴代会長会 PJ                        ＜坂田 PJ リーダー＞ 

・会長が交代する年に歴代会長を交えて実施していたが、今回はコロナ禍に伴い、オン 

ライン開催を予定している。 前回は、神奈川県支部協力の下、屋形船で開催した。 

    

６．委員会の報告                             

（１）創立 70 周年記念事業準備委員会                  ＜福澤副会長＞ 

   ・7 月からメンバーと検討を開始している。 

・開催時期は、2022 年 9～11 月を想定するも、大学側の年間スケジュールの確定が毎年 

3 月であるため、正式日程の決定は 3 月以降となる。 

・時間は 11:00～19:00 で、内容は、記念式典や懇親会、記念イベントとして落語会と 

バンドライブ等を予定している。 

   ・記念誌（PDF）と記念品の配布を予定している。記念誌制作にあたり、幹事に対して 

各種コンテンツ（素材）提供の協力要請をしている。素材（写真、画像等）の提供に 

関しては、各委員長・副委員長とのやり取りを通じて行う。 

   ⇒ 写真等は広報委員会で保存しているが、選定等は各委員会で行って欲しい。（大野

副会長） 

 

（２）事業委員会                           ＜濱田委員長＞ 

   ・特に報告なし。 
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（３）在学会員支援委員会                       ＜小川委員長＞ 

   ・学園祭での表彰は行わない。 

・イベント支援として、理工学部自動車部から申請があった。幹事会で承認され、支援 

が決定（10 万円）した。 

 

（４）広報委員会                           ＜加藤委員長＞ 

   ・HP 上の歴代会長と幹事の名簿を更新した。オンライン写真展は、10/9（土）から随時 

更新を予定している。 

 

（５）総務委員会             ＜坂田委員長、江頭副委員長、山崎副委員長＞ 

   ・IT 化推進に伴う文書管理について、段階（フェーズ）を追って準備、運用して行く。 

文書管理の操作に慣れるため、後日配布する簡易マニュアルの一読と講習会の参加の 

依頼があった。 

   ・各委員会（含む PJ）の活動は幹事会で報告され、幹事会議事録として公開されること 

から、今後、HP で委員会議事録は公開しない。尚、議事録は、各委員会の責任で保存 

しておく。 

 

７．今後の幹事会の年間スケジュールの確認               ＜坂田委員長＞ 

  ・今後の開催日程（案）は以下の通りとなる。 

     第４回  1 月 22 日（土）10:30-12:00 

     第５回  3 月 12 日（土）10:30-12:00 

     第６回  4 月 16 日（土）10:30-12:00 

     定時総会 4 月 23 日（土） 

 

８．その他 

  ・特になし。 

 

以上 


