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 目黒会 令和２年度(2020 年度) 首都圏総支部役員会(第五-五回)議事録 
2020 年 9 月 5 日 

       作成: 竹田 
１．日時 2020 年 9 月 5 日(土)19:00～21:30 
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 出席者 12 名  

 
４．議題      

①総会運営試行 
４．１ 総会次第確認 
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  （久間）（中里）（岩本）  

※待合室は設けないこととする。 
※ハンドルネームが「名前+入学年+学科」になっているかのチェックと指導を行う。 
※参加者の管理：チャットに名前+入学年+学科を入れてもらうことにする。 

ZOOM のレポート機能で入退出者名と時刻のログはとれるのでそれをベースに申告する。 

(やり方、來住さんより伝授頂く)  
15:00～15:20 目黒会首都圏総支部定期総会  司会：（山崎） 
     ※スクリーンショットを行うことをアナウンス 

※レコーディングを行う。ローカル PC:(宮澤)、クラウド(竹田) 
   ☆開会のあいさつ、議長、書記の確認   
    議長（竹田）書記（宮澤）（岩本） 

☆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：（山崎）※質問はチャットに入れて下さい。 
      ※質問の回答は、首都圏の HP に総会報告の一部として掲載する。 
 電気通信大学 学長  田野 俊一 先生 (30 分) ※動画再生  
   ※学長の動画の公開先に関して確認を取っておく。(今井さんより事務局に確認頂く) 
       今のところ申し込み頂いた方にはメールでリンクを送付予定。 
 (一社)目黒会 会長  大家 万明 様  (10 分) ※直接 ZOOM 参加支部支援金贈呈式 
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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(後日手渡し) 進行：（來住） 
    講演題目： 『筋電義手について』    ※事前に動画、P/Pテスト 
    講演者 ： 電気通信大学 機械知能システム学専攻 教授 横井 浩史先生  

横井先生はリハビリテーションや福祉の分野への機械工学の応用を専門としており、脳から

の信号で発生する筋肉表面の電位によって制御できる「筋電義手」より、手指を持たない、も

しくは障害を持つ人達のために、自らの意思で動かすことが出来る手指の機能を回復させる研

究で注目を集めています。 
17:00～17:10  休憩および準備 
17:10～18:30  オンライン懇親会 進行：（岡村） 
    17:10挨拶：（竹田）  

17:15乾杯：（宮澤） ～歓談～  
   新入会員を迎える言葉 (岩本) 
   新入会員の紹介スピーチ 4 名中 2 名 
17:25 分科会：説明（水戸）   

※部屋への入り方として ハンドルネーム「名前+入学年+学科」の表示を徹底する。 
※18:25終了し全体会に再入室、全体会入室時ハンドルネーム「名前+入学年+学科」 

18:25 分科会終了、全体会に集合 
        18:30締め：（江尻） 

お開き(岡村)  
 
※この後役員は残って 19:00- 小出様の転職による転出壮行会を行います。 
 
４．２ 準備作業状況 
No. 準備事項 結果 期限 担当 
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

済 
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 

8/19
済 

水戸 

6 総会案内 WebUP 8/19 ドラフト掲載 8/20公開 8/20
済 

水戸、

杉山 
7 案内メール配信依

頼 
文案作成、事務局に依頼 8/20

済 
竹田 

8 はがきでの案内 正会員で昨年はがき返信のあった方でメールアドレスのな

い方は、今回はがきで連絡する。(申し込みは Web) 20 名 
8/25
済 

竹田 

9 申し込み締め切り Web 申し込み期限を 8/28(金)=>9/4(金)に延長。 8/28  
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No. 準備事項 結果 期限 担当 
はがきは 9/4(金)締め切りで対応済み。 =>9/4 

10 最終準備 
(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 

11 会議招集メール配

信 
ZOOM 会議リンク(全体会、分科会)をつけて出席登録者に

メール配信、接続テストとヘルプデスク 
9/7(月) 
9/9(水) 

竹田 

12 ZOOM接続テスト 接続テストとヘルプデスク（中里）（久間） 
9/11(金) 13:00-14:00 (久間) 18:00-19:00（中里） 
それぞれリンクを竹田まで送って頂く 

  

13 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 
14 受付名簿整理 参加者名簿の整理、会計への引継ぎ(久間)(中里) 9/18  
15 議事録、報告 議事録:作成（宮澤）、（岩本） 

報告書:作成（山崎） ※議事録、報告の最終確認(竹田)  
Web掲載（水戸） 

9/18  

 
４．３ 登録状況確認 
・9 月 5 日(土)12:00現在 ６５名  女子 7 名、2000 年以降入学者 14 名(内新入生 4 名) 
・名簿の整備を(水戸)(久間)で担当頂く 9/6(日)中  

=> 9/7(月) 竹田より事務局に在住県名、会員番号、正会員(会費納入状況)の追記をお願いする。 
 
４．４ 分科会 
・運営の流れ  

①全体会退出 
②部屋を選択して招待リンクから入室・退出 
③順次希望の部屋へ 
④18:25 になったら全体会へ戻る(再入室) 

・案内メールに初めから各部屋の招待リンクを掲載。 待合室は設けない 
・各部屋のホスト(先頭の方)は 17:00-19:00 待合室なしで招待リンクを作成し竹田まで 9/7(月)に送って下

さい。(三木先生からはすでに受領済み) 
・Slack を当日、情報共有の場として使うので、登録する。 
番号 部屋テーマ 管理者(ホスト) 備考 
1 全体会兼フリートークの部

屋 
竹田、久間、中里、岩本、水戸、山

崎 
Max100 人 

2 音楽好きの部屋 久間、來住、西山 No.2-6 は各Max15-20 人 
3 無線の部屋 三木、高橋、 竹田より依頼済み 
4 UEC WOMAN女子会 岩本、久間、中里  
5 シニアの部屋 今井、傘  
6 雑談部屋(78E, 鉄道研他) 岡村、宮澤  
7    
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５． 今後の予定 (竹田) 
（１）９月１２日(土)１５:００-１8:２５ 総会 
①総会 
②特別講演 
③オンライン懇親会  ※19:00- 役員で小出さんの壮行会 

（２）役員会 ９月１９日(土)１５：００－１７：００ 
 ①総会の反省 
 ②今後の計画 
 
６．写真撮影(今回は、Zoom画面のスクリーン・ショット) 
 省略 

以上 


