


第１号議案 令和元年度事業報告、令和元年度収支報告並びに会計監査報告承認の件
Ⅰ．令和元年度事業報告

１．総会の開催
  ・日時/場所：令和元年 6 月 15 日(土)14:00～15:00 東京電機大学千住キャンバス５号館２階 5203 セミナー室
  ・出席者

来賓：東京電機大学校友会事務局長 稲毛通男様、元東京電機大学短期大学学長 金田輝男様、
東京京電機大学校友会常務理事 向芝京太様、元東京電機大学短期大学教授 阿部陽一様、
東京電機大学同窓会会長 相原浩一様

    会員：32 名(内訳：出席予定者 32 名、当欠席 0 名、当日出席 0 名)中、8 名が初参加
  ・開会 司会小泉勘次(TE40)会計幹事より開会宣言、当会会長挨拶、

東京電機大学理事長加藤様の代理として稲毛校友会事務局長、
金田元学長(急務でご欠席、当会千葉公胤相談役(TE34)が祝辞代読)、向芝校友会常務理事、
阿部元教授の祝辞/挨拶。
次に東京電機大学同窓会を代表して東京電機大学同窓会長相原浩一様から祝辞をいただいた後、議事に入った。

  ・議事 議長に大塚国夫氏(TE40)、書記に高野一夫氏(TE47)、議事録署名人に阿部昭雄氏(TE28)を選出し、
下記議案を審議。

       １．第 1 号議案 平成 30 年度事業報告及び収支報告並びに監査報告承認の件
       ２．第 2 号議案 令和元年事業計画(案)及び収支予算(案)承認の件
       ３．第 3 号議案 令和元年・2 年役員改正(案)承認の件

以上、3 議案について審議の結果、原案通り承認された。

2. 講演会の開催
     鈴木信行(TE40)副会長の司会進行で開催。
     ・日時/場所：令和元年６月１５日(土)15:00～16:00 東京千住キャンバス５号館２階 5203 セミナー室
     ・テーマ：「人工臓器を支える人と技術」
     ・講師：東京電機大学理工学部理工学科電子工学系長 教授本間章彦先生     

心臓は血液を送り出すポンプで休むことなく働き続け４つの弁で血液の流れを調節しています。
人工心臓に求められる点は、壊れない構造/構成、異常状態の検知/検出/表示、故障予測、安全性確保
であり、代替する人工臓器の機能面からデバイス交換や補助人工心臓の耐久試験における考慮点について
実物の人工血管、補助人工心臓を拝見させて頂きながらの分かりやすい講義が行われました。

     ・記念写真撮影：東京千住キャンバス５号館２階にて講演会出席者の撮影
     (概要別紙）

３. 会員相互の交流と親睦の拡大
・懇親会の開催 日時/場所：令和元年 6 月 15 日(土)17：00～18：30 東京千住キャンバス３号館 M２食堂にて

    ～来賓として総会よりご出席された皆様に同席をいただき、鈴木信行氏(TE40)の司会により開催。
     新会長に就任した福島氏(TE49)から御礼/歓迎の挨拶に続いて、東京電機大学同窓会相原会長の乾杯の音頭
     により賑やかに始まり、今年度の初参加者の紹介や大先輩方の近況ご報告等、幅広い年代の方々との親睦会は、

     TE 縦の会を継続し発展することを確認できました。
   ・校外研修会を令和元年 11 月 20 日(水)21 日(木)の 1 泊 2 日で実施しました。
    ～紅葉の奥久慈にて「発電所」「リンゴ園」「游湯ランドはなわ」にて懇親を深めた。(概要別紙)



４．大学/校友会/東京電機大学同窓会の事業への協力
(1)TE 縦の会より校友会役員/東京電機大学同窓会/幹事として８名が参画して校友会/東京電機大学の諸事業に

協力。
以下参画メンバー、括弧は役職(敬称略)。

     校友会役員：柏原濵五郎(理事)、新津安男(理事)、柳田裕二(理事)
    校友会代議員：前田治(参与)、鈴木迪子、福嶋邦夫、土佐壮一、吉田健司
    東京電機大学同窓会役員：福嶋邦夫(会計)
    東京電機大学同窓会幹事：前田治、鈴木迪子、土佐壮一、小泉勘次、吉田健司

５．会議(幹事会/役員会)作業会等
・幹事会 年 4 回開催

(平成 31 年 4 月 11 日、令和元年 5 月 23 日、9 月 5 日、令和 2 年 1 月 16 日）
・総会向け案内状リスト作成作業 平成 31 年 4 月 11 日(東京千住キャンバス校友会会議室)
・総務委員と事業委員による合同での会議
（令和元年 9 月 19 日、12 月 18 日、令和 2 年 3 月 12 日）
・会計監査(平成 31 年 4 月 25 日)

   
総会開催にあたり学校法人東京電機大学、校友会及び東京電機大学同窓会より多大なお祝い金をいただき
厚く御礼申し上げます。
終始ご協力をいただきました校友会事務局の皆様に厚く御礼申し上げます。



令和元年度 東京電機大学短期大学卒業生の会(TE 縦の会)活動報告

       令和1年6月 15 日(土)14 時 00分～18時 45 分
       総会・講演会 東京電機大学千住キャンパス 5号館 2階 5203 セミナー室

懇親会 同上3号館M2階学生食堂
総会 来賓4名 会員32 名(初参加 8名) 懇親会 29 名

東京電機大学東京千住キャンパスにおいて、加藤学園理事長の代理として校友会事務局長の稲
毛通男様、元短大学長で名誉教授の金田輝男先生（急務で欠席、千葉公胤相談役が祝辞代
読）、校友会常務理事の向芝京太様、元短大教授の阿部陽一先生、そして大学同窓会会長の相
原浩一様をお迎えし、第17 回目の総会を開催しました。
続く講演会では東京電機大学理工学部教授の本間章彦先生により「人工臓器を支える人と技術」

の講演を行なっていただき、人工心臓のポンプ、人工血管や人工弁などの実物も興味深く見せていた
だきました。
講演会終了後、3 号館 M2 食堂において懇親会が開催され、阿部陽一先生からのご祝辞と相原

会長の乾杯の音頭により賑やかに始まりました。歓談中では今年度の初参加者の紹介や大先輩の
方々のご報告など縦の会の名のとおり幅広い年代の方々との交流があり、懇親会は大盛況のうちに
終えることができました。

小泉勘次(TE60)記

開催日

開催場所

出席者

1.令和元年度 第17回 東京電機大学短期大学卒業生の会総会 開催報告



令和元年度 東京電機大学短期大学卒業生の会(TE 縦の会)活動報告

       令和1年11 月20 日(水)～21 日(木)1泊 2 日
国有形文化財・賀美水力発電所、紅葉の塙と奥久慈で観光経済について

第 1 日目、常磐線赤塚駅北口 9 時 30 分に集合。送迎バスで出発し、一級河川久慈川水系里川
の上流部に向かい、大正 8 年に稼働開始して現在も現役で活躍する国の有形文化財に指定されて
いる賀美水力発電所を研修。施設全体を見学、詳細な説明を受けて先人の英知と苦労を感じつつ
日本の電力技術に改めて感銘した。昼食は茨城県で鮎の漁獲量全国第 1 位を誇るご当地グルメの
鮎料理を堪能して、宿泊地である福島県東白川郡塙町の湯岐温泉/遊湯ランドに到着、全員で広
大なグランドゴルフで集中力と調整力で楽しみ、「若返りの湯」とも言われる温泉に浸かり日頃の疲れ
を癒して旬の素材を生かしたお料理とともに話しの尽きない楽しい歓談で 1日目を終えた。
第 2日目は朝食後に出発、江竜田の滝、道の駅はなわ、秋の味覚奥久慈りんご、道の駅かわプラザ
で水府育ちの名ブランド常陸秋そばを頂き、15 時すぎに常磐線赤塚駅に到着、現地解散にて校外
研修会/深秋のバス旅行を無事に終了した。台風 19 号の影響が報道だけでは得られない大きな爪
痕を目のあたりにして改めて罹災された方々へのお見舞いを申し上げます。災害に対する心構えを今
一度考えさせらる機会もありました。
内容の充実した校外研修会を開催することができ、嬉しく思います。

鈴木信行(TE40)記

日時

場所

2.校外研修会 開催報告



第１号議案 令和元年度事業報告、令和元年度収支報告並びに会計監査報告承認の件
Ⅱ．令和元年度収支報告
平成 31 年 4 月 1 日より令和 2 年 3 月 31 日までの令和元年度決算収支は次の通りです。

＜収入の部＞                                                            (単位:円)

項目 予算額 決算額 差異(注 1) 記事

総会会費 200,000. 115,000. 85,000. 会費制(会則 13 条)

補助金 事務経費 50,000. 50,000. 0. 東京電機大学同窓会

通信費 62,000. 62,000. 0. 同上

祝金 総会祝金 60,000. 70,000. ▼10,000. 東京電機大学同窓会、校友会、大学、講師

雑収入 0. 0. 0. 利息

当期収入合計 372,000. 297,000. 75,000.

前年度繰越金 163,331. 163,331. 0.

収入合計 535,331. 460,331. 75,000.
(注 1)差異＝予算額―決算額

＜支出の部＞                                                            (単位:円)

項目 予算額 決算額 差異(注 1) 記事

事業費 懇親会費 200,000. 141,000. 59,000. 東京千住キャンパス開催

講演会費 30,000. 30,000. 0. お車代等

事務費 20,000. 79,405. ▼59,405. 印刷代、事務用品代等

通信費 70,000. 0. 70,000. 総会通知、会議通知等

支 払 手 数
料

1,000. 324. 676. 振込手数料

会議費 40,000. 28,500. 11,500. 幹事会開催

雑費 20,000. 0. 20,000. 謝礼等

予備費 0. 0. 0.

当期支出合計 381,000. 279,229. 101,771.

収支差額次年度繰越 154,331. 181,102. ▼26,771.
(注 1)差異＝予算額―決算額

Ⅲ．会計監査
次ページの「令和元年度会計監査報告書」をご参照ください。





第２号議案 令和２年度事業計画(案)、令和２年度収支予算(案)承認の件

Ⅰ．令和 2 年度事業計画(案)
１． 総会の開催

(1)開催日時:令和 2 年 8 月 20 日(木曜日)
※会則 10 条により定時総会は 6 月開催予定でしたが新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態

宣言に伴い延期。
      (2)暫定措置

・定時総会は新型コロナウイルスの感染予防を考慮して以下の形で開催。
(a)定時総会は役員にて開催。
(b)名簿よりノミネートした会員(約 500 名)には往復葉書にて総会配布資料を HP を通じて参照して
  頂き、ご意見やご質問及び委任状を返信してもらい、定足数を取り纏める。
(c)定時総会の議事録は東京電機大学同窓会/TE 縦の会活動報告にて公開。

※期首では新型コロナウイルスの感染に関連する予防策を遵守しながらも進められる部分については
参暫定予算及び暫定活動計画にて活動して進めさせていただくことにご了解ください。

２． 会員相互の交流と親睦の拡大
(1)TE 縦の会校外研修会実施 令和 2 年 10 月(予定)
(2)ホームカミングデーの集いへの参加

３． 幹事会の幹事及び運営の増強
４． 大学/校友会/東京電機大学同窓会の事業に協力

(1)大学/校友会/東京電機大学同窓会が主催、共催、後援する諸事業への協力
５．その他必要と認められる事業

行事名

予定の日付 大学同窓会 校友会 学園

未定 ・社員総会

未定 ・教職校友会

未定 ・第 9 回
旭祭(東京北千住キャンパス)

・ホームカミングデー
～旭祭(東京千住キャンパス)

未定 ・OB 交歓会
～鳩山祭(埼玉鳩山キャンバス)

・第 43 回
鳩山祭(埼玉鳩山キャンパス)

未定 ・卒業生による
仕事研究セミナー



第２号議案 令和２年度事業計画(案)、令和２年度収支予算(案)承認の件

Ⅱ．令和 2 年度収支予算(案)
令和２年 4 月 1 日より令和３年 3 月 31 日までの令和２年度年間収支予算は次の通りです。

＜収入の部＞                                                       (単位:円)

項目 予算額 前年度決算 記事

総会会費 200,000. 115,000. 会費制(会則 13 条)40 名×5,000 円

補助金 事務経費 50,000. 50,000. 東京電機大学同窓会

通信費 50,000. 62,000. 同上

祝金 総会祝金 60,000. 70,000. 東京電機大学同窓会、校友会、大学

雑収入 0. 0. 利息

当期収入合計 360,000. 297,000.

前年度繰越金 181,102. 163,331.

収入合計 541,102. 460,331.

＜支出の部＞                                                       (単位:円)

項目 予算額 前年度決算 記事

事業費 懇親会費 200,000. 141,000. 東京千住キャンパス開催

講演会費 30,000. 30,000. お車代等

事務費 20,000. 79,405. 印刷代、事務用品代等

通信費 80,000. 0. 総会通知、会議通知等

支払手数料 1,000. 324. 振込手数料

会議費 40,000. 28,500. 幹事会開催

雑費 20,000. 0. 謝礼等

予備費 0. 0.

当期支出合計 391,000. 279,229.

収支差額次年度繰越 150,102. 181,102.




