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<総会資料>  国立大学法人電気通信大学同窓会   2016.6.24 

目黒会中国地方支部 総会・懇親会 
 

第一部 総会         19:00～19:30 

１． 開会の辞 

２． 目黒会中国地方支部長挨拶       19:00～19:03 

３． 来賓ご挨拶  電気通信大学  酒井学長特別補佐   19:03～19:08 

４． 議事         19:08～19:25 

５． 閉会の辞         19:25 

 

第二部 懇親会    (食事をしながら大学・目黒会の近況説明、余興など) 19:30～21:30 

１． 乾杯  目黒会 竹内副会長       19:30 

２． 電気通信大学近況  酒井学長特別補佐    19:45～20:00 

３． 目黒会近況等  竹内副会長     20:15～20:30 

４． 「お楽しみ」コーナー         20:45～20:55 

５.  近況紹介等  ( 3 分/人 × ２～３名 )     

６． 中締め         21:25 

７． 記念撮影         21:25～21:30 

 

第三部 二次会         21:50～ 

   場所 「猿々楽々」（エンエンガクガク） 旧「黒澤」 

広島市中区堀川町 3-20 天満屋エビスクラブ 5F (三越裏)    電話: 050-5513-9012 

 

 

目黒会中国地方支部総会議案 

 

第１号議案  事業報告及び支部概況 (2015/5～2016/5)  

（１） 中国地方支部会員の現状 （2016/6/20 現在） 

支部登録会員   384 名 (広島県 174 名 岡山県 108 名 山口県 102 名)     

（参考:今回案内発送数 384 名、今回返信 39 名、逝去 1 名、転出 0 名） 

（２） 総会・懇親会 (2015/6/26) 

   出席者 14 名 (大学、本部、他支部を除く) 

① 事業報告、計画の承認 

② 代議員、役員 追加承認等 

（３） 山口分会設立総会、中国地方支部秋の行事(2015/12/05) 

分会総会、KDDI 山口衛星通信所見学、懇親会  出席者 8 名 

（４） 支部役員会開催 （2016/3/9） 

① 総会運営に関わる事項について協議、合意。(土曜日開催案は保留) 

② 役員の届出内容報告と主要分担内容確認。 役員等の継続内諾。 

③ 分会について、岡山分会の第 2 回目開催を準備する。 

④ 秋の行事  今後も継続する。企業見学のみでなくレクレーションも検討する。 
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（５） その他の事業等 

① 支部 HP 管理運用 

② 目黒会本部／他支部／支部会員との連携活動 

支部委員会出席(2015/7/18、2016/3/12)、 定時総会出席(2016/5/20)  他 

※今年度は他支部総会への参加はなし 

③ 分会及び職域別支部活動の活性化促進  (新規のキーパーソン設定など) 

   岡山分会役員 調整中 

 

第２号議案 会計報告 (平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日)  

収入の部 
  

科目 金額(円)    備考 

繰越金 539327   

懇親会会費 108,000 @6,000 ×18 (27.6.26) 

目黒会助成金 30,000 (27.6.26) 

二次会会費 9,000 @2,000×2+@1,000×5 (27.6.26) 

秋の懇親会会費 32,000 @4,000×8 (27.12.5) 

幹事会会費 36,500 @5,500 ×6+ 3,500 (28.3.9) 

支部支援金 23,000 (28.4.20) H27 年度分 

銀行利息 90 43(27.8.17), 47(28.2.22) 

計 777,917   

   
支出の部 

  
科目 金額(円)   

懇親会費用 114,000 (27.6.26) 

クオカード代 7,420 (27.6.26) 参加賞 

賞品代 7,743 (27.6.18) 懇親会のゲーム賞品 

二次会費用 9,950 (27.6.26) 

秋の懇親会費用 43,200 (27.12.5),  11,200(山口分会支援) 

幹事会費用 35,482 (28.3.9) 

交通費 1,420 @710×2 (27.6.26)タクシー代(二次会移動) 

  
6,400 

3,280+3,120 (27.12.5)タクシー代(山口駅～

KDDI 山口衛星通信所) 

計 225,615   

   
残高 

  
収入合計 777,917   

支出合計 225,615   

差引残高 552,302 次期繰越金 

   
会計： 藤原真  平成 28 年 6 月 24 日報告 

 

第３号議案 支部役員の承認、 支部代表代議員の確認 

支部役員  計10名  

支部長：川手幸治、  副支部長：吉岡秀明、  会計：藤原真、 

幹事：新小田幸一、古本政雄、岩井屋忠昭、屋敷誠二、乙吉清司、清水芳則、三光正俊 

  (補欠 竹口行男、 岡山分会・桑山敏行、山口分会・木村 茂雄 ←欠員時に個別調整) 
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    支部代表代議員 

   立候補者の確認 

      立候補者がなければ、支部会則第 4 条-4 項に基づき支部長を支部代表代議員に選任する。 

 

第４号議案 活動計画 （３～５年中期計画 2年目） 

① 若年層参画への基盤造り 

   →職域支部の活動掘り起こし及び拡大と活動の定着化。新規開拓挑戦。 

    本部との連携による同期会・研究室・部活等のつながりからの展開促進。 

② 中国地方支部ホームページの充実 

   過去のデータベース反映を含めたコンテンツ充実。 

③ 周辺県在住者に対する参画の案内と体制造り (分会定着と範囲拡大)  

今年度は岡山分会第 2 回目を計画、公式な分会とするため役員候補調整。 

山口分会の 2 回目開催は次年度以降(3 年ごとを目処)。中計期間内に山陰も準備。 

④ 秋の行事の定着化 

 秋の行事(企業見学、レクレーション等)を継続的に開催。 

 今秋、第 3 回目開催を予定。 

以上 

 

 

 

 

 

目黒会本部からの協力要請事項 

・UEC 基金への寄付金 

   現時点で目標とのギャップが大きい。会員への呼びかけを継続してほしい 

・生涯メールアドレス 

   登録者が少ない。会員への呼びかけをしてほしい。 

   参考（http://www.uec.ac.jp/uec-mail/）  
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