
 

 

 

 平成２８年度  

 東京電機大学 電機学校同窓会 定期総会  

平成 28 年 4 月 23 日（土） 

東京千住キャンパス １号館 ２階 1204 室 

総会 15 時 30 分 ～ 16 時 30 分 

 

 

第１号議案 平成２７年度 事業報告承認の件 

第２号議案 平成２７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 電機学校同窓会会則改訂 

第４号議案 平成２８年度 電機学校同窓会役員 

第５号議案 平成２８年度 事業計画（案）承認の件 

第６号議案 平成２８年度 収支予算（案）承認の件 

第７号議案 その他 

 

懇親会 17 時 00 分 ～ 18 時 30 分（１号館１階 100 周年ホール） 

 

東京電機大学 電機学校同窓会 総会資料 
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東京音楽学校助教授　大塚　淳　作曲

（昭和８年９月改訂）

文学博士　塩谷　温　作詞

電機学校校歌（大正10年10月制定）



№ 月　日

主題 内訳

1 ４月　６日(月) 会計監査 平成２６年度会計監査 校友会会議室

2 ４月　８日(水） 第１2回幹事会 定期総会準備　他 校友会会議室

１号議案　平成２６年度事業報告承認の件

２号議案　平成２６年度収支決算・会計監査承認の件

３号議案　役員改選

４号議案　平成２７年度事業計画承認の件

５号議案　平成２７年度収支予算承認の件

６号議案　その他

4 5月１１日(月） 面談 学園理事長と三役で面談・懇談・報告 学園理事長室

5 5月１３日（水） 第1回幹事会 定期総会の反省　他 校友会会議室

6 6月１０日(水） 第2回幹事会 見学研修会の討議 校友会会議室

7 ７月　８日（水） 第3回幹事会 見学研修会の最終決定　他 校友会会議室

8 ９月１４日(月） 第4回幹事会 見学研修会の準備 校友会会議室

9 ９月２６日(土） 第２２回見学研修会 つくばエクスポセンター・筑波大学他 茨城県つくば市

10 １０月14日(水） 第5回幹事会 見学研修会の反省　他
3号館2階
学生食堂

11 １１月１１日(水） 第6回幹事会 次期見学研修会の検討 校友会会議室

12 １２月　９日(水） 第7回幹事会
次期見学研修会開催日の決定
次期定期総会開催日の確認　他

校友会会議室

13 １月１４日(木） 第8回幹事会 次期定期総会日時の再確認　他 校友会会議室

14 ２月１０日(水） 第9回幹事会 定期総会準備　他 校友会会議室

15 ３月　９日(水） 第10回幹事会 定期総会準備　他 校友会会議室

16 ３月１３日（日） 臨時 三役会議 船橋中央病院

17 ４月１３日（水） 会計監査 平成２７年度会計監査 校友会会議室

18 ４月１３日(水） 第１1回幹事会 定期総会準備と最終確認 校友会会議室

3

第１号議案
平成２７年度事業報告

(平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）

平成２８年

平成２７年

事業内容
会場他

平成２７年度
定期総会開催
(18名の出席）

１号館２階
10204教室

４月１８日(土）



平成27年度電機学校同窓会収支決算報告書
（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

単生：円

収 入 の 部 支 出 の 部

項 目 予算額 決算額 項 目 予算額 決算額

校友会援助金 1,000,000 1,000,000 クラス会補助金 30 000 20 000 

研修会収入 150 000 96 000 総会 費 250,000 130,000 

役員会会費収入 10,000 。 会議費 400 000 240 084 

寄付金等 60,000 50,000 通信費 40 000 158,972 

受取利子等 100 68 慶弔費 100 000 60,000 

見学研修費 600,000 305,448 

備品維持・修繕費 60,000 57,524 

雑 費 。 。

予備費 59 505 。

110周年記念事業積立 200,000 200,000 

前年度繰越金 519,405 519 405 次年度繰越金 。 493,445 

収入合計 1,739,505 1,665,473 支出合計 1,739,505 1 665 473 

財産目録

項 目 金額（平成28年3月31日） 金額（平成27年3月31日） 増減

ゅうちょ銀行普通預金 396,960 423 832 ム26 872

口 現 金 96,485 95,573 912 

計 493 445 519,405 ム25,960

110周年事業積立金 600 000 400,000 200,000
£口』 言十 1,093,445 919 405 ム25,960

110周年記念事業積立金 200,000×3（年目） =600,000 

平成27年度会計監査報告

会計監査の結果、公正且つ適正に処理されていることを認めます。

平成28 年 4 月は日

会計監査 I J ＇珍件降＠
安積ミ：込関白：い

第２号議案



 

 

第３号議案 

 

東京電機大学電機学校同窓会会則 新旧対照表 

 

新 旧 

 

第１条～第６条 －略－ 

 

（役員の選任） 

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。 

 

第８条～第12条 －略－ 

 

（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）本会の事業報告及び決算の承認 

（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、出席者から選任する。 

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、出席人数をもって成立し、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

正についての議決は、出席者人数の３分の２以上の

多数をもって行う。 

 

第15条～第19条 －略－ 

 

 

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。 

９ 平成２８年４月 一部改定 

この会則の変更は、平成28年4月23日から施行する。 

 

 

 

第１条～第６条 －略－ 

 

（役員の選任） 

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。ただし、会長は

一般社団法人東京電機大学校友会（以下「校友会」

という。）の理事会の承認を得るものとする。 

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。 

 

第８条～第12条 －略－ 

 

（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）本会の事業報告及び決算の承認 

（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、出席者から選任する。 

３ 総会で決議された事項については、第７条第１

項ただし書きによる承認のほか、校友会理事会に

遅滞なく報告するものとする。 

４ 総会は、出席人数をもって成立し、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

改正についての議決は、出席者人数の３分の２以

上の多数をもって行う。 

 

第15条～第19条 －略－ 
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東京電機大学電機学校同窓会会則 
第 1 章 名称及び事業所在地 

（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。 

（事業所） 

第２条 本会は、事業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、会員と母校との連繁を緊密にし、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は又は会長が欠けたときは、
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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。 

（役員の任務） 

第９条 役員の任務は、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があるときは、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、その任務は、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、その任務を行う。 

（名誉会長等） 

第１０条 本会に名誉会長を１名置くことができる。 

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）本会の事業報告及び決算の承認 

（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、出席者から選任する。 

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、出席人数をもって成立し、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議決は、出席者人数の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員の過半数（委任状含む）の出席人数をもって成立し、

その決議は、出席人員の過半数をもって行う。 
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第６章 委員会 

（委員会） 

第１５条 会長は、業務遂行上必要で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 等が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会費は、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 会則の改定および委任 

（改正） 

第１８条 この会則改定は、総会の決議を経て行なう。 

（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４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 

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。 

８ 平成２８年４月 一部改定 



第４号議案

No. 氏　名 卒　年

1 小塚　和盛 昭和２７年

2 柏原　濱五郎 昭和３０年

3 藤井　幸太郎 昭和３３年

4 高橋　武仁 昭和３４年

5 小林　健治 昭和３６年

6 宮下　猛　 昭和３９年

7 今村　栄一 昭和４１年

8 斎藤　隆 昭和４２年

9 佐藤　盛男 昭和４３年

10 高島　勉 昭和４３年

11 安藤　志朗 昭和４４年

12 窪田　輝巳 昭和４８年

13 鈴木　信行　 昭和５２年

14 井上　礼次 平成　元年

15 我孫子　篤 平成　２年

16 毛内　正晴 平成　４年

備考

平成２８年度電機学校同窓会　役員
（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）



第５号議案

１、総会 平成２８年４月２３日（土）15：30～16：30

会場、東京千住キャンパス１号館　２階　10204号室

懇親会　17：00～18：30（大学と合同）１号館１階　100周年ホール　

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

第６号議案

単位　円

項目 予算額 前年度額 項目 予算額 前年度額

校友会援助金 1,000,000 1,000,000 クラス会補助金 30,000 20,000

研修会収入 150,000 96,000 総務費 250,000 130,000

役員会会費収入 10,000 0 会議費 400,000 240,084

寄付金等 60,000 50,000 通信費 40,000 155,972

受取利子等 100 68 慶弔費 100,000 60,000

見学研修費 600,000 305,448

備品維持・修繕費 60,000 57,524

雑費 0 0

予備費 33,545 0

110周年記念事
業積立

200,000 200,000

前年度繰越金 493,445 519,405 次年度繰越金 0 493,445

収入合計 1,713,545 1,665,473 支出合計 1,713,545 1,662,473

200,000 ×４（年目） 800,000

支出の部収入の部

１１０周年記念事業積立金

平成２８年度電機学校同窓会　収支予算（案）

２８年度電機学校同窓会　事業計画（案）

（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）

（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）
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