
令和３年度

東京電機大学 電機学校同窓会 定期総会

第１号議案  令和２年度年度 事業報告承認の件

第２号議案  令和２年度 収支決算報告承認の件及び会計監査報告

第３号議案  令和３年度 事業計画（案）承認の件

第４号議案  令和３年度 収支予算(案）承認の件

第５号議案  役員改選承認の件

第６号議案  その他

日　時　令和3年4月24日（土）　15時00分～16時00分

場　所　東京千住キャンパス　1号館　2階　1204室
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東京音楽学校助教授　大塚　淳　作曲
文学博士　塩谷　温　作詞

電機学校校歌（大正10年10月制定）



主題 内訳

令和２年

4月8日(水) 第11回幹事会 定期総会準備その他 校友会会議室

1号議案 令和元年度事業報告

2号議案 令和元年度会計報告・会計監査報告

3号議案 令和２年度事業計画(案)

4号議案 令和２年度予算(案)

12月17日(木) 第１回幹事会

①110周年記念誌の配布状況
②令和2年度上期決算
③「新型コロナウイルス感染拡大に伴う支援
金」への協力について

校友会会議室

12月21日（月） 110周年記念誌発送 会員および学園関係者28名に発送 校友会事務局

12月21日（月） サポート募金へ寄付
学校法人東京電機大学サポート募金（使途区
分奨学金）へ30万円を寄付

経理部募金担当

3月26日（金）
向井昭二氏のご厚志
への返礼

110周年誌発行へのご厚志（1月14日付3万
円）への返礼に対して返信（3月28日付）あ
り

校友会事務局

事業内容

※上記以外に校友会総会、校友会定例理事会及び各委員会に出席

令和２年度
定期総会
(10名の出席)

令和２年度 事業報告

6月6日(土) 1号館2階 10204教室

（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

月　日 会場他
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１．総会 令和３年４月２４日(土） １５：００～１６：００

東京千住キャンパス１号館 ２階 １０２０４号室

２．幹事会 随時開催(月１回開催予定）

３．各委員会 総務委員会

事業委員会

経理委員会

４．見学研修会の実施

５．クラス会・クラブＯＢ会開催委の促進と援助

６．同窓会会員の校友会加入への促進

７．広報活動・校友会「しおり」年１回発行、「工学情報」年２回発行への参画

項目 予算額 前年度予算額 項目 予算額 前年度予算額

校友会補助金 1,000,000 1,000,000 クラス会補助金 30,000 30,000

研修会収入 150,000 150,000 総会費 250,000 250,000

役員会会費収入 10,000 10,000 会議費 400,000 400,000

寄付金等 60,000 60,000 通信費 40,000 40,000

受取利子等 10 100 慶弔費 100,000 100,000

見学研修費 600,000 600,000

備品維持・修繕費 60,000 60,000

雑費 50,000 0

予備費 0 73,587

事業支援積立金 200,000 200,000

前年度繰越金 636,392 533,487 次年度繰越金 126,402 0

収入合計 1,856,402 1,753,587 支出合計 1,856,402 1,753,587

800,000

令和３年度電機学校同窓会 事業計画

(令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

110周年積立金残額を充当

収入の部

令和３年度電機学校同窓会 収支予算

（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

支出の部

事業支援積立金
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№ 氏名 卒年 役職 担当その他 備考

1 我孫子 篤 平成2年 第13代会長 平成29年6月から 校友会理事

2 今村 榮一 昭和41年 副会長 幹事 事業委員長 校友会理事

3 安藤 志朗 昭和44年 副会長 幹事
総務委員長
経理委員長

4 毛内 正晴 平成4年 副会長 幹事 事業委員

5 斎藤  隆 昭和42年 幹事 総務委員

6 藤井 幸太郎 昭和33年 会計監査

7 菅野 敏雄 昭和53年 幹事 事業委員

8 小塚 和盛 昭和27年 幹事 事業委員

9 越原 信夫 昭和38年 会計監査

10 井上 礼次 平成元年 幹事 事業委員

11 鈴木 信行 昭和52年 幹事

12 佐藤 盛雄 昭和43年 幹事 事業委員

13 柏原 濱五郎 昭和30年 幹事

14 高橋 武仁 昭和34年 幹事・顧問
第12代会長
(平成27年）

15 窪田 輝巳 昭和48年 幹事・顧問
第11代会長
(平成26年)

16 高島  勉 昭和43年 幹事・顧問
第10代会長

(平成22年～平成25年）

17 小林 健治 昭和36年 幹事・顧問
第8代会長

(平成7年～平成12年）

令和３年度電機学校同窓会 役員・幹事

（令和3年4月1日～令和5年3月31日）
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東京電機大学電機学校同窓会会則 

 

  第１章 名称および事務所所在地 

 （名称） 

第１条 本会は、東京電機大学電機学校同窓会と称する。 

 （事務所） 

第２条 本会は、事務所を東京都足立区千住旭町５番東京電機大学校友会内に置く。 

 

   第２章 目的 

 （目的） 

第３条 本会は、会員相互の親睦を図り、会員と母校との連繋を緊密にし、学校法人東京電機

大学の事業遂行並びに発展に寄与することを目的とする。 

 

   第３章 会員 

 （構成員） 

第４条 本会の会員は、正会員および特別会員よりなる。 

（１） 正会員は、東京電機大学電機学校（旧電機学校を含む）の卒業生とする。 

（２）特別会員は、東京電機大学電機学校の元教職員（正会員である者を除く）および本会に

特に功労のあった者で、幹事会の推薦を受けた者とする。 

 （議決権等） 

第５条 正会員は、東京電機大学電機学校同窓会総会（以下「総会」という。）の構成員となり、

1個の議決権、選挙権および被選挙権を有する。 

２ 特別会員は、議決権、選挙権および被選挙権を有しない。 

３ 特別会員は、本会の求めに応じて意見を述べることができる。 

 

   第４章 役員等 

 （役員の構成） 

第６条 本会に次の役員を置く。 

（１） 会長１名、副会長４名以内を置く。 

（２） 幹事として若干名を置く。（ただし、第 1号の役員は幹事を兼務するものとする。） 

 （役員等の選任） 

第７条 会長および副会長は、幹事会の互選により推薦し、総会において選出する。 

２ 幹事は、正会員の中から幹事会で選出し、総会の承認を得るものとする。 

 （役員の職務） 

第８条 会長は、本会を代表し、会務を統括し、幹事会の議長となる。 

２ 副会長は、会長の任務を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の

任務を代行する。 

３ 幹事は、会務を分担し、本会の運営にあたる。 

 （役員の任期） 

第９条 役員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

２ 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。 



３ 役員は、後任に業務引継をするまでは、その職務を行う。 

 （名誉会長等） 

第 10 条 本会に名誉会長 1名を置くことができる。 

２ 本会に顧問若干名および参与若干名を置くことができる。 

 （名誉会長等の選任・職務） 

第 11 条 名誉会長および顧問は、東京電機大学電機学校長の歴任者、特別会員および参与の中

から会長が推薦する。 

２ 参与は、会員として功労のあった者のうちから、総会の承認を経て、会長が推薦する。 

３ 名誉会長、顧問および参与は、本会の求めに応じて意見を述べることができる。 

 

   第５章  会議 

 （会議の種類） 

第 12 条 会議は、総会、および幹事会とする。 

 （総会） 

第 13 条 定時総会は、毎年１回会長がこれを招集し、次の事項についての決議を行う。 

（１） 本会の役員等の選出・承認 

（２） 本会の事業報告および決算の承認 

（３） 本会の事業計画および収支予算の承認 

２ 総会の議長は、出席者から選出する。 

３ 総会で決議された事項については、校友会理事会に遅滞なく報告するものとする。 

 

４ 総会は、出席人数を以って成立し、その決議は、出席人数の過半数をもって行う。ただし、

会則の改正についての決議は、出席人数の３分の２以上の多数をもって行う。 

 （幹事会） 

第 14 条 幹事会は、役員により構成し、必要に応じて会長が招集し、会務を審議決定する。 

２ 幹事会は、議決権を有する構成人員の過半数（委任状含む）の出席人数を以って成立し、

その決議は、出席人数の過半数をもって行う。 

 

   第６章 委員会 

 （委員会） 

第 15 条  会長は、業務遂行上必要あると判断した場合、幹事会の承認により、委員会を設ける

ことができる。 

２ 委員会の委員は、幹事の中から、会長が委嘱する。 

３ 当該委員会を開催した都度、会長にその結果を報告するものとする。 

 

   第７章 会計 

 （経費） 

第 16 条 本会の活動費用に充てるための経費は、校友会から交付された資金をもって充当する。 

２ 諸会合に要する経費は、その実費を会員から徴収することができる。 

 （事業年度） 

第 17 条  本会の事業年度は、毎年 4月 1日に始まり翌年 3月末日に終わる。 

   



第８章 会則の改正および委任 

（改正） 

第 18 条 この会則の改正は、総会の決議を経て行う。 

（委任） 

第 19 条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は幹事会の承認により、会長が別に定める

ものとする。 

 

    附 則 

１ 昭和 39 年７月  制定 

２ 平成４年６月  一部改定 

３ 平成 12 年４月 一部改定 

４ 平成 14 年４月 一部改定 

５ 平成 17 年４月 一部改定 

６ 平成 19 年４月 一部改定 

７  平成 23 年４月 一部改定 

 

    附 則 

８ 平成 25 年４月 27 日 一部変更 

  この会則の変更は、一般社団法人東京電機大学校友会の設立の登記の日から施行する。 

 

    附 則 

９ 平成 28 年４月 23 日 一部改定 
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