(一社)目黒会 平成 31 年度(2019 年度) 首都圏総支部役員会(第一回)議事録
2019 年 3 月 31 日
作成: 竹田
１．日時

2019 年 3 月 30 日(土)15:30-16:00

２．場所 電通大 リサージュ 1 階
３．出席 敬称略、( )内欠席
(冨澤 一郎)

総支部長

副総支部長 (水戸 和幸) 竹田 智彦 宮澤 信一郎 細井 淳司 山崎 成
小出 昌寿 杉山 光裕 (江尻 貞明) 篠原 力 岩本 茂子

幹事

(渡辺 和典) 西野 幸博 来住 直人 (鶴巻 政次) (渡辺 一夫)
顧問

今井 高介 傘 義冬

北部地区分会 増田 悦夫
会員

野澤純[目黒会事務局]、 岡村 衡
14 名

４．議題
４．１ ホームカミングデーおよび総会企画
詳細は今後事前検討し、4/27(土) 15:00～17:00 の第２回役員会で総会アナウンス文を含め決定する。
(アナウンス文は 6 月初旬発行予定の目黒会報に掲載してもらうため 4 月末には確定が必要)
（１）日程
①7/14(日)

ホームカミングデー前夜祭
( 国内支部委員会(1 時間程度)、国内外合同支部委員会(1 時間程度）、利き酒大会を実施 )

②7/15(月)

ホー ムカミングデー
( 首都圏総支部総会、大学主催イベント、懇親会 )

（２）首都圏総支部総会 7/15(月) 10:00-12:00
昨年は 1 時間半だったが今年は 9:30-受付開始 10:00 総会開始で 2 時間とする。来賓挨拶と講演会の時
間に余裕をもたせることとする。以下の時間配分は案、次回検討する。
9:30～

受付

10:00～10:15 (一社)目黒会 首都圏総部総会
10:15～10:40 来賓ご紹介(大学理事、目黒会会長)
10:40～10:45 休憩および講演会準備
10:45～11:45 講演会(講師紹介 5、講演 40、質疑 15)
11:45～12:00

記念撮影、ランチ会案内

※担当 司会/山崎(報告書作成)、受付/渡辺和、岡村、会費徴収/西野、渡辺一、細井
（３）講演会企画

担当 : 來住

講師：情報・ネットワーク工学専攻 細川敬祐 准教授(2019 年 2 月現在)
演題：(未定)

電離圏の諸現象の電波および光学観測に関する内容

※來住コメント: 細川先生の専門は「超高層大気物理学」で、地球の高度 100km 以上に分布する電
離圏を電波および光を用いて計測し、その計測データの分析により、地球近傍の宇宙環境の天気予報
を実現し、衛星通信や衛星測位への影響の評価を目指す研究を行っています。この分野は電通大の伝
統的な研究分野で、冨澤先生も携われておられた領域となっています

謝礼：1 万円 とする。
４．２ 北部地区分会&秋の交流会企画

( 本項は北部地区分会役員会を兼ねる)

・北部地区分会&秋の交流会は 10 月開催予定の長野支部主催の秋の交流会に合流して開催する。
・開催日は 10 月 5 日(土)6 日(日)とする。
・必要な役員会日程等は別途

担当：宮澤

４．３ 今後の日程
日時

場所

4/27(土) 15:00-17:00

電通大

会議等
第２回役員会

主な内容

担当幹事

総会企画

纏め竹田

総会アナウンス文決定

文案山崎
招集竹田

6/29(土) 16:00-17:00

電通大

第 3 回役員会

総会資料確認

7/14(日)

電通大

ホームカミングデー前夜祭

国内外合同支部委員会

ホームカミングデー

首都圏総支部総会、講演会 分担別途

7/15(月)
４．４ その他

・長野支部今井支部長より 7/6(土)開催予定の長野支部総会のご案内 があった。
５．その他
役員会の前後で参加者 20 名により「母校の桜を見る会」が開催された。
13:30-15:30 深大寺・野川散策、16:00-19:30 懇親会(リサージュ 1 階)
以上

役員会

深大寺・野川散策

懇親会

２０１９年長野支部総会開催（案）
2019 年 3 月 30 日
長野支部 今井
■開催日時・場所
7 月 6 日（土）
・オプショナルツアー 12 時集合 ～ 15 時
塩尻市内ワイナリー見学 サンサンワイナリー
昼食、ブドウ畑見学、醸造設備見学、ワイン試飲・購入

レストラン ボッテガ

■総会日時・場所
総会
7 月 6 日（土）
会場： 長野県塩尻市内

16 時 ～
あさひ館

ブドウ畑（北アルプス眺望）

17 時 30 分

JR 塩尻駅から徒歩 10 分
■電気通信大学来賓講演
■目黒会会長挨拶
■特別講演
立石 繁宜 氏
講演テーマ
「怖い心臓病の話 ー 超高齢社会を生き抜くために！」
略歴： 電気通信大学 昭和 50 年経営工学科卒
公益法人 出水郡医師会広域医療センター 前院長
鹿児島大学医学部臨床教授（循環器学 医学博士）

■懇親会 あさひ館
18 時～20 時
乾杯： 目黒会会員（松本市在住）ワイナリーのワインで乾杯

GAKUFARM 穂高岳人 岩垂原メルロすっぴん 2017
塩尻市岩垂原の畑に 2015 年に植えたメルロのファーストヴィンテージです。

丹精込めて

栽培した葡萄を三週間かけてじっくり醸し、果実味と厚みを引き出しました。メルロ本来の味
わいや香りを大切にするため、熟成は樽を使わずステンレスタンクのみで行った「すっぴん」
です。 ブラックベリーなどの濃い果実、やや強めのタンニン、全体的にボリューム感のある
ワインに仕上がっています。 抜栓直後の少し硬い状態から翌日、翌々日と果実味が前面
に出てまろやかになります。この変化もこのワインの個性としてお楽しみ頂ければと思いま
す。 ラベルの絵は、穂高岳の頂に佇み遠くを見つめる「穂高岳人」。穂高岳は、葡萄畑か
らいつも遠く見上げる山、葡萄畑のある扇状地を作った河川のひとつ梓川の源流がある山、
このワインの故郷のような山です
（古林さん HP より）
ワイナリーオーナー（目黒会会員） ・・・・・・古林利明 さん
１９８４年 電子工学科卒業

