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 目黒会 令和２年度(2020 年度) 首都圏総支部役員会(第四回)議事録(内部用) 

2020 年 7 月 25 日 

       作成: 竹田 

１．日時 2020 年 7 月 25 日(土)15:00～17:40 (終了後 18:00～19:00 オンライン懇親会) 

２．場所  Zoom による Web 会議 

３．出席   敬称略、 ( )内は欠席 

総支部長  竹田 智彦 

副総支部長 水戸 和幸  宮澤 信一郎 (細井 淳司) 山崎 成  

幹事    (冨澤 一郎) 小出 昌寿  杉山 光裕 江尻 貞明 篠原 力  岩本 茂子  

(渡辺 和典)(西野 幸博) 來住 直人 渡辺 一夫（岡村 衡）  

顧問    今井 高介 傘 義冬 

北部地区分会幹事 増田 悦夫 

幹事候補  久間由利子 中里 明子      以上 出席予定者 １６ 名  

 

４．議題     (   )内提案進行の担当 

①総会準備(スケジュール、案内文) 

②総会資料(2019 年度活動報告、2019 年度決算報告、2020 年度活動計画・予算) 

③役員体制 

④終了後、オンライン懇親会(今回は冒頭、篠原さんより「 近思うこと」と題してお話を頂きます。) 

４．０ 状況認識(新型コロナウイルス感染症対策としての環境変化) 

（１）大学の状況 (來住さん、水戸さん) 

 ・大学においては職員の在宅勤務、学生の登校禁止を継続 

・8 月からの登学予定がなくなりリモート継続、前学期一杯。期末試験もリモート。大学院入試は博士後

期のみ面接、その他はなし。筆記試験は登学。 

 ・学外向けの公開講座は一切８月いっぱいまでなし。100 周年ホールも 8 月からの公開が延期。 

（２）目黒会本部の状況 

 ・目黒会事務局は 7 月 31 日（金）まで閉室期間を延長。事務局職員は交代で短時間勤務（平日 10 時か

ら 16 時） 

 ・各支部より学長、会長挨拶の要請があり、以下の対応を決定。(首都圏総支部としては 7 月 10 日に田野

学長宛のご挨拶・ご講演お願い文書を森事務局長あて CC:大家会長に送った結果、事務局預かりとな

りました。) 

本部事務局として学長講演、会長挨拶について他支部の状況も考慮しながら検討した結果、田野学

長は録画を配信、大家会長は直接 ZOOM 参加ということになりました。(以下事務局からの結論要旨) 

①支部総会の ZOOM 開催において、学長が全支部に対し土曜日の午後に待機・参加できる保証はな

いため、学長のご講演の動画を作成し、これをユーチューブにあげて各支部総会で限定公開する。 

②大家会長については新任と言う事もあり、全支部に直接ご挨拶をしたいということで、リアルタイ

ムに ZOOM 参加して頂く。 

 =>意見： 

・学長講演は”限定公開”となっているが広く会員が見えるようにしたほうが良いのではないか。 

・各支部に同じ動画を一方通行で配信するのはいかがなものか。 

・動画に対して質疑応答くらいは対応して頂いた方が良い。 

・ZOOM でもよいから各支部の役員との顔合わせはできるようにすべき。 
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  (結論) 

・新学長にきちんと各支部総会への出席願いをすべき。(この意見は支部委員会メンバーと共有する) 

  ・他の理事にも目黒会を理解してもらう場を設けた方が良い。 

  ・国内支部の意見をまとめる体制がないのが問題。 

４．１ 総会準備(スケジュール、案内文) (竹田) 

（１）大日程    

7 月中に開催内容確定 

7 月 25 日(土) 役員会にて開催内容、案内の 終確認 

8 月 3 日(月) 開催案内 Web 掲載、メール配信 

8 月 22 日(土) 出欠集約 

8 月 29 日(土) 資料準備、会議開催メール配信 

 

（２）総会次第 (案) 

日時： 令和 2 年（2020 年）9 月 12 日(土)15:00 より 

会場： ZOOM によるオンライン会議 

14:30～      受付  （   ）（   ）（   ） 

15:00～15:20 目黒会首都圏総支部定期総会  司会：（   ） 

   ☆開会のあいさつ、議長、書記の確認   

    議長（竹田）書記（   ）（   ） 

☆議案審議 

 第１号議案： 令和元年度活動報告、会計報告および監査報告 （竹田）（小出）（江尻） 

 第２号議案： 令和 2 年度活動計画および予算（竹田）（小出） 

 第３号議案： 役員および役割分担について（竹田） 

   ☆ご質問、ご意見、その他のご発言希望者の確認 

   ☆全議案についてのご承認決議 

15:20～16:00 来賓のご紹介とご挨拶    司会：（   ） 

 電気通信大学 学長  田野 俊一 先生 (30分) ※動画=>直接 ZOOM参加 or質問チャット希望 

 (一社)目黒会 会長  大家 万明 様  (10 分) 

16:00～16:10 休憩および準備 

16:10～17:00 特別講演  講演 40 分、質疑 10 分  ※謝礼 1 万円 

17:00～17:10  休憩および準備 

17:10～18:00  オンライン懇親会 進行：（   ） 

18:00         閉会の挨拶 (中締め)   （   ） 

=>意見 

・長野支部では総会は支部役員だけの方向。会員の参加を促すには何か目玉がないと魅力がないのではな

いか。また長野支部役員でも ZOOM を受けられない方もいるので対策が必要。 

 ・総会とは別に講演会などがないと会員は集まらない。 

 ・多くの会員に参加してもらうようにコロナ関連の話題などためになる話を企画した方がよい。 

 ・コロナ関連の医療の専門家をお願いしたい。 

 ・小グループに分かれて懇親会をしてもいいのではないか。 

 ・ZOOM で懇親会をすることが難しいのではないか。 

 ・15 分 1 ラウンドで 3 ラウンド位どんなことをやっているのか、交流したらよいのではないか。 
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 ・首都圏は電通大を抱えているので、まずは講演会をやってから懇親会をやってはどうか。 

 ・技術的には 1000 人までは実施したことがある。 

 ・講演候補・・・横井先生「筋電義手」・・・TV 放映は面白かった。=>來住さんより打診する 

   ご都合悪かった時、 学内 (      )、同窓会賞 浜松ホトニクス/川嶋利幸、馬場先生(産婦人科)、

宮保先生、 

 ・ZOOM になれていない方へのマニュアルとかガイドを準備した方が良いのではないか。 

 ・ZOOM での参加は地方の方、高齢の方、調布に行きたいけど行けない方に良いのではないか。 

(結論) 会員間の交流・親睦を深める場を提供することを主眼として以下を行うこととする。 

 ・総会、来賓挨拶に続いて、講演会、懇親会を行う。 

 ・参加募集時に、懇親会(ブレイクアウトセッション)で話したいテーマを募集する。 

 ・懇親会はブレイクアウトセッションを取り入れて行う。 

 ・正会員で昨年ははがき返信のあった方へは、今回はがきで連絡する。(申し込みは Web) 

 

（３）準備作業 

No. 準備事項 結果 期限 まとめ 

1 来賓日程確保 ・学長宛ご講演のお願い作成、事務局預かりとなる。 

・学長講演動画(20-30 分程度)、会長は ZOOM 出席決定 

済 竹田 

2 総会会場予約 大学入構制限の状況を踏まえ中止 済 水戸 

3 会議システム確認 (方針変更)全員オンライン参加を前提に確認 済 水戸 

4 開催案内文作成 (会議次第決定後) 7/29 竹田、

山崎 

5 申し込みシステム 

整備 

1)個人情報の取り扱いについて申し込みページに明記する。 

2)支援金申請に必要な項目順+従来の項目 

8/1 水戸 

6 総会案内 WebUP  8/3 水戸、

杉山 

7 案内メール配信依頼 文案作成、事務局に依頼 8/3 竹田 

8 申し込み締め切り  8/22  

9 終準備 

(8/29 15-17 時) 

名簿整理、配信資料確認、テーマ整理・分科会準備 8/29 全員 

10 会議招集メール配信 ZOOM 会議リンクをつけて出席登録者にメール配信 9/5 竹田 

11 講師との連絡 演題、講演資料、配布資料 (会議次第による) 適宜 來住 

12 受付名簿整理 参加者名簿の整理、会計への引継ぎ 9/18  

13 議事録、報告 議事録:作成、承認、  報告:作成、承認、 Web 掲載 9/18  

 

 

４．２ 総会資料(2019 年度活動報告、2019 年度会計報告、2020 年度活動計画・予算)=>別紙 

（１）2019 年度活動報告 議案書ドラフト参照 

(修正点) 

  ・会員範囲に新潟を加える(訂正済み)  (規程に入れるかどうかは今後検討)   

  ・総会・・の記述は ハイブリッド=>オンライン式に訂正する。(訂正済み) 
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（２）2019 年度会計報告、監査報告 

・以下の内容にて承認。 

 

監査報告： 2020 年 6 月 30 日に監査を実施し適正かつ正確に処理されていることを確認しました。 

                                          監査担当 江尻 貞明 

 

  

■令和元年度会計報告（2020/6/30現在） 確定版

（単位：円）

No. 項目 収入 支出 残高 備考

1 前期繰越金 235,398 235,398

2 総会・他支部との交流 30,000 38,868 226,530

収入 助成金  30,000円
支出 講演謝礼10,000円　 演奏謝礼20,000円
     コピー代 6,080円
　　 総会準備作業昼食代          2,788円

3
北部地区分会総会&
秋の交流会

164,000 168,988 221,542

10/5,6実施
収入 会費　　　　　　　　　　  160,000円
　　 松茸会席他残金寄付 　　　   4,000円
支出 宿泊代　　　　　　　　　  161,590円
　　 酒、おつまみ代　　　　　 　 7,398円
＊長野支部 今井高介様より酒等の差し入れを頂きまし
た。

4 桜を見る会(春の交流会) 221,542

5 目黒会支部支援金 115,000 20,000 316,542
3/26目黒会本部の支援金制度によるもの
収入 支援金(北部地区分会含む） 115,000円
支出 北部地区分会(未渡し）    20,000円

6 雑収入 2,689 319,231

4/27 役員会後懇親会残金寄付　　　　100円
7/14 総会･他支部との交流後
　　 懇親会残金寄付　　　　　　　1,589円
7/14 総会･他支部との交流後
　　 懇親会寄付                  1,000円

7 役員会 5,980 313,251

役員会資料コピー代等
4/27 コピー代                      600円
6/29 コピー代　　　　　　　　　　　780円
1/11 コピー代　　　　　　　　　  1,300円
　　 プロジェクター・スクリーン使用料
　　　　　　　                   3,300円

8 交通費補助 83,002 230,249

5/7 役員会参加者への交通費補助
　　①振込　　　7人分　　　　　 81,130円
    ②手渡し分 2人分(未渡し)　 1,872円
※①＋③=82,450円

9 受取利息 2 230,251
8/10　　      　　　　　　　　　　　 1円
2/15                                 1円

会費納入還付金 2,000 232,251 8/21 500円×4人

役員会後懇親会補助 6,217 226,034 9/21 役員会後懇親会補助　　　　　6,217円

交通費振込手数料 1,760 224,274
③5/7 交通費補助    　振込5件分  1,320円
④5/7 交通費立替精算振込1件分    440円

10 合計 549,089 324,815 224,274 2020.6.30残高と一致

期間：平成31年４月１日～令和２年３月31日
首都圏総支部収支
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（３）2020 年度活動計画 

・以下で進める。役員会に 8 月 29 日(土)を追加する。 

No. 活動項目 概  要 担当 

１ 首都圏総支部総会 9 月 12 日(土)15:00-17:00(-19:00) 水戸(会場、司会)、來住(講演)、 

全役員 

２ 秋の交流会 未定 竹田、山崎、宮澤、杉山 

３ 母校の桜を見る会 

(春の交流会) 

2021 年 3 月下旬～4 月上旬 岡村、西野、岩本、篠原 

山崎、渡辺和 

４ 北部地区分会総会 未定、開催地候補群馬県内 山崎、宮澤、細井、増田 

５ 会計/監査  小出 / 江尻、渡辺一 

6 顧問  今井、傘 

7 組織 動静把握、名簿の整理 竹田、久間、中里 

8 HP 担当 首都圏総支部 Web 水戸、杉山、 

9 役員会 2020 年 3 月 28 日(土)、4 月 25 日(土) 

6 月 27 日(土)、7 月 25 日(土) 

8 月 29 日(土)、9 月 19 日(土) 

2021 年 1 月 9 日(土)/新年会 

竹田 

 

（４）2020 年度予算案 

・支部活動支援金内訳：総会 6 万円､分会 2 万円､支部役員会 2 万円､その他支部活動 2 万円､計 12 万円 

(審議結果) 総会：演奏代、コピー代をはずし、オンライン会議システム使用料他とする。(下表修正済) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■令和２年度予算計画（2020/7/27現在）
　首都圏総支部収支　予算計画

（単位：円）

No. 項目 収入 支出 残高 根拠 備考

1 前期繰越金 224,274 224,274

2 総会・他支部との交流 30,000 40,000 214,274
昨年度実績
概算額

収入 助成金  30,000円
支出 講演謝礼10,000円、
     オンライン会議システム使用料他
             30,000円

3 北部地区分会 20,000 194,274
昨年度
実績額

目黒会本部の支援金制度によるもののうち
北部地区分会への支援金

4 秋の交流会 160,000 190,000 164,274
昨年度実績
概算額

2020/10開催予定
収入 会費 10,000円×16人 　　160,000円、
支出 宿泊代　　　　　　　　　160,000円、
　　 謝礼他その他経費　　　　 30,000円

5 桜を見る会(春の交流会) 60,000 80,000 144,274
昨年度
予算計画

収入 会費 3,000円×20人 　　  60,000円、
（首都圏総支部からの補助含む）
支出  謝礼その他経費　　　　  80,000円

6 目黒会支部支援金 120,000 264,274
昨年度
申請額

目黒会本部の支援金制度によるもの
内訳
　総会　60,000円、北部地区分会20,000円、
　役員会20,000円、その他活動　20,000円

7 雑収入 0 264,274

8 役員会 24,000 240,274
役員会資料コピー代等           2,000円、
オンライン会議システム使用料（Zoom）
　2,200円×10カ月(6月～3月) 　22,000円

9 交通費補助 40,000 200,274
オンライン会議
実施により
半期分

役員会参加者への交通費補助

10 受取利息　 0 200,274

11 合計 594,274 394,000 200,274

期間：令和２年４月１日～令和３年３月31日
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４．３ 役員体制  (竹田)  別表参照  

 (結論) 

・別表の通りとする。 

 ・新任幹事：増田悦夫さん、久間由利子さん、中里明子さん。 

冨澤一郎さんについてはご退任とさせて頂くこととなりました。長い間、ありがとうございました。 

 ・支部代表代議員は副総支部長 宮澤信一郎さんとする。  

 

４．４ 北部地区分会活動について(山崎さん、宮澤さん) 

・次回役員会 ８月２９日(土)14:00-14:50 Web 会議 にて開催する。 

 

５． 今後の予定 (竹田) 

次回 ８月２９日(土)１５:００-１７:００ Web 会議 

【次回検討予定事項】 

①総会準備(名簿整理、配信資料確認、テーマ整理・分科会準備) 

②会議運営試行 

③終了後、オンライン懇親会 

 

６．その他 

（１）Zoom を使用して有志によるオンライン懇親会 18:00～19:10  

今回は篠原さんより「 近気になって思うこと」と題してお話いただきました。 

参加者 9 名 

７．写真撮影(今回は、Zoom 画面のスクリーン・ショット) 

（１）役員会 

 
 

 

 

  



7 
 

（２）懇親会 

 

 

以上 
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目黒会首都圏総支部 役員一覧 令和 2 年度(2020 年度) 

 

No. 役 職 氏  名 入学年・学科 備  考 目黒会 

1 総支部長 竹 田  智 彦 1978 電子工学科  業務執行理事 

2 副総支部長 水戸 和幸 1997 電子情報学科 HP担当 専務理事 

3 副総支部長 山 崎  成 1978 機械工学科 北部地区分会 分会長  

4 副総支部長 宮澤信一郎 2000 情報システム運用学専攻 北部地区分会 副分会長 支部代表代議員 

5 副総支部長 細 井  淳 司 1992 電子情報学科 北部地区分会 会計 代議員 

6 会計担当 小 出  昌 寿 1988 電子情報学科   

7 監査担当 江尻 貞明 1963 電子工学科   

8 監査担当 渡辺 一夫 1973 電子計算機学科  代議員 

9 幹事 篠 原  力 1964 電子工学科 小田急沿線(OER気楽な会)  

10 幹事 杉 山  光 裕 1971 応用電子工学科 HP担当 業務執行理事 

11 幹事 岩本 茂子 1971 電子計算機学科   

12 幹事 西 野  幸 博 1977 材料科学科 母校の桜を見る会  

13 幹事 來住 直人 1978 応用電子工学科   

14 幹事 渡 辺  和 典 2003 システム工学科  代議員 

15 幹事 岡 村  衡 2008 量子・物質工学科   

16 幹事 増田 悦夫 1971 電子計算機学科 (新任)北部地区分会 幹事  

17 幹事 久間由利子 1979 機械工学科 (新任)  

18 幹事 中里 明子 1981 機械工学第二学科 (新任) 理事 

19 顧問 今井   高介 1971 電子計算機学科 長野支部長 理事 

20 顧問 傘  義 冬 1971 電子計算機学科   

 

 


