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 目黒会 令和３年度(2021 年度) 首都圏総支部役員会(第三回)議事録(配信用)rev1 

作成：2021 年 6 月 26 日 

出席者訂正：2021 年 8 月 4 日 

       確認: 竹田 

１．日時 2021 年 6 月 26 日(土)15:00～17:50  

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  山崎 成 宮澤 信一郎 (細井 淳司)  

会計担当  小出 昌寿 

監査担当  (江尻 貞明) 渡辺 一夫 

幹事    (篠原 力)   杉山 光裕 岩本 茂子  (西野 幸博) (來住 直人) 

渡辺 和典  岡村 衡  増田 悦夫 久間由利子 中里 明子 

顧問    今井 高介 傘 義冬 

      以上 出席者 15 名  

４．議題      

 ①総会準備について(竹田)[各議案の内容確認、今後の予定] 

 ②秋の交流会と北部地区分会総会について(山崎) 

  ③その他 

 ④懇親会(有志) 

  

４．１ 総会準備について(2) (竹田) 

（１）申し込み状況( 6/26(土) 現在) 

首都圏だけで最低 50 名を目指したいので 7/2(金)まで期間延長して募集 

No.  項目 ハガキ Web ﾊｶﾞｷ Web 重複 正味計 

1 返信総数 112 70  (182) 

2 総会  出席予定 8 38 3 43 

3     欠席予定 102+未記入 2 33   

4 懇親会 出席予定 － 21   

5     欠席予定 － 49   

6 メール連絡 希望 53 61   

7       不要 59(未記入含む) 9   

 

（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 ・大学側は 5/13 理事（研究・産学官連携戦略担当） 

小花貞夫 様に決定。5/28 訪問しお願い済み 

・ご挨拶２０分程度、質疑含め計３０分で依頼済み 

5/13 済 竹田 

2 特別講演依頼 ・謝礼 1 万円含め東志保様に 4/10 依頼、4/16 承諾済み。 

・6/24(木)事前打ち合わせ実施済み。 

済 竹田 

3 会議システム確認 分科会方式を採用する=>事前テスト必要  水戸 
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No. 準備事項 結果 期限 担当 

ご案内時 ZOOM 最新版にして頂くようお願いする。 竹田 

4 開催案内文作成 ※案内もしくは申し込みページの QR コードを入れる 

Web もしくは返信はがきで申し込み下さい。 

4/26 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 

3) オンライン懇親会に設けるミニ懇談室の希望テーマ 

5/27 済,  
6/3 修正 

水戸 

確認: 

竹田 

6 総会案内 WebUP ドラフト掲載 5/23=>5/20 に前倒し 

公開 5/25=>5/21 に前倒し 

5/27 済 水戸 

 

7 案内メール配信依

頼 

文案作成 5/21、事務局に 5/24 依頼して 5/31-6/1 に配信 

首都圏(新潟県、学生含む)のメールアドレス保有会員全員) 

5/27 依頼 

6/1 済 

竹田 

8 返信はがき ①出欠確認 

②首都圏総支部活動の今後の連絡方法について(E メール

連絡希望、不要の記入) 

※案内もしくは申し込みページの QR コードを入れる 

4/26 済 竹田 

9 申し込み締め切り Web 申し込み期限 6/25(金)=>7/2 まで延長 6/25(金)  

10 最終準備 名簿整理、配信資料確認、テーマ整理・分科会準備 

7/6(火)19:00- リハーサルと読み合わせ 

6/26(土) 

15-17 時 

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 

ZOOM 最新版のお願いを入れる 

7/7(水) 竹田 

12 ZOOM 接続テスト 接続テストとヘルプデスク 7/10(土)14:00-（中里）（久間）   

13 講師との連絡 演題確認、講演資料、配布資料は 7/3(土)までに頂くこと、

懇談会への出席をお願い済み。 

6/24 済 竹田 

14 待ち受け画面作成 受付、休憩、ZOOM テスト 7/6(土) 中里 

15 受付名簿整理 参加者名簿の整理、会計への引継ぎ(久間)(岩本)(中里)連携 7/5(月)  

16 議事録、報告 議事録:作成（宮澤）、(渡辺)和 

※レコーディング許可 

報告書:作成（山崎） ※議事録、報告の最終確認(竹田)  

Web 掲載（水戸） 

7/24(土)  

 

（３）総会配布資料 

＝＞以下を準備する。③④⑤の資料は 7/3 までにそろって、配布許可がある場合に限り、HP からパスワー

ド付けて期間限定で Download 可能とする。その旨 7/7 の案内メールに入れる。 

①令和 3(2021)年目黒会首都圏総支部総会次第 

②令和 3(2021)年目黒会首都圏総支部総会資料 

③大学ご来賓挨拶資料 

④目黒会会長挨拶資料 

⑤東志保様特別講演資料 

⑥令和 3(2021)年目黒会首都圏総支部総会出席者名簿 
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（４）分科会 分け方、ホスト担当  ※無線と海外の部屋のコーディネータは竹田よりお願いする。 

番号 部屋テーマ 〇:コーディネーター 敬称略 備考 

1 ゲストと語り合う部屋 〇山崎、宮澤、(竹田) 小花氏、東氏 

2 音楽好きの部屋 〇久間、來住、西山  

3 無線の部屋 〇三木、高橋、  

4 UEC WOMAN 女子会 〇岩本、久間、中里 後日検討 

5 物流・ロジについて語る部屋 〇今井、傘、増田  

6 海外の部屋 〇中村、丸、比田井 在住、出張、滞在 

7 全体会 〇水戸、渡辺、(竹田) ※ルームのコントロール 

 

（５）簡単なリハーサルと総会資料読み合わせ ( 7/6(火)19;00- ZOOM にて実施します。) 

 

（６）役割分担 

   １）役員は昨年度と変更ありません。 

   ２）会計担当は小出昌寿さんに代わり中里明子さん、監査担当は江尻貞明さんに代わり小出昌寿さん

と致します。 

３）支部代表代議員は副総支部長 宮澤信一郎さんと致します。 

(任期は 2021 年 4 月 1 日～2023 年 3 月 31 日) 

No. 活動項目 概  要 担当 

１ 首都圏総支部総会 7 月 1０日(土)15:00-17:00(-19:00) 

※終了後、総会反省会兼役員会 

水戸(運営)、來住(講演)、 

全役員 

２ 秋の交流会 11 月 6 日(土) 山崎、宮澤、増田、竹田 

３ 母校の桜を見る会 

(春の交流会) 

2022 年 3 月下旬～4 月上旬 

(予算は次年度) 

岡村、西野、岩本、篠原 

山崎、渡辺和 

４ 北部地区分会総会 11 月 6 日(土)秋の交流会と同時開催 山崎、宮澤、細井、増田 

５ 会計/監査  中里 /渡辺一、小出 

6 顧問  今井、傘 

7 組織 動静把握、名簿の整理 竹田、久間、岩本 

8 HP 担当 首都圏総支部 Web 水戸、杉山、中里 

9 役員会 

15:00-17:00 

2021 年 4 月 10 日(土)、5 月 8 日(土) 

6 月 26 日(土)、8 月 28 日(土) 

10 月 23 日(土)、11 月 27 日(土) 

2022 年 1 月 15 日(土)/新年会 

       2 月 26 日(土) 

竹田 

 

 

４．２ 秋の交流会と北部地区分会総会について(山崎さん) 

（１）開催日時  11 月 6 日(土) 

（２）会場 

（３）特別講演 

後藤一孝（かずたか）様 1983 年（昭和 58 年）経営工学科卒 
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 日程的には、10/16、11/6 のいずれでも OK 

 詳細別紙参照 

=>・ 講演テーマのつけ方を工夫して大勢の方になじみやすくして頂く。 

   ・同窓生以外にも OPEN にするか検討する。 

  ・電通大との関係、キャリアの話、情報化の流れとの関係など盛り込んではどうか。 

  ・SDG's との絡みはあるか。 

  ・コロナ禍における日本のロジスティックの課題、今後の日本のロジスティックについてどうあるべ

きかと言うは面白いテーマであると（素人ながら）思います。タイトルがキャッチーなものにするこ

とは賛成。 

４．３ その他   

 7 月 3 日(土) 16:00- 長野支部 総会にご参加ください。 

 

５． 今後の予定 (竹田) 

（１）リハーサルと資料読み合わせ 7 月６日(火)  １９：００－２１：００ 

 

（２）総会  ７月１０日(土)  １４：００集合 １４：３０受付開始 １５：００開会 

 

（３）役員会 ８月２８日(土)  １５：００－１７：００ 終了後、有志懇親会 

  ①総会の振り返り ②秋の交流会と北部地区分会総会について 

 

６．写真撮影(今回は、Zoom 画面のスクリーン・ショット)              

 

７．オンライン懇親会 会議終了後 18:00－20:40  

以上 
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令和 3 年（2021 年）目黒会首都圏総支部総会 

＜次  第＞ 

日時： 令和 3 年（2021 年）7 月 10 日(土)15:00 より 

会場： ZOOM によるオンライン会議  

https://us02web.zoom.us/j/8243523044?pwd=SU9TUkVDUmprd1F3bkZ3TlpvOE9tZz09 

ミーティング ID: 824 352 3044 

パスコード: 062715 

 

14:30～      受付開始 
15:00～15:20 目黒会首都圏総支部総会       司会：副総支部長 山崎 成 
  ☆開会のあいさつ、議長、書記の選出と任命   

議長：総支部長 竹田智彦、 書記：副総支部長 宮澤信一郎、幹事 渡辺和典 
  ☆議案審議    提案：総支部長 竹田智彦、会計担当小出昌寿、監査担当 渡辺一夫 

第１号議案： 令和 2(2020)年度活動報告、会計報告および監査報告 
 第２号議案： 令和 3(2021)年度活動計画および予算 
 第３号議案： 役員および役割分担について 
  ☆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 
 電気通信大学 理事  小花 貞夫 様  (20 分) （研究・産学官連携戦略担当） 

 (一社)目黒会 会長 大家 万明 様  (10 分)  

            ～ 大家会長より竹田総支部長へ支部支援金贈呈 ～   

 

16:00～17:00 特別講演  講演 45 分、質疑 15 分     講師紹介 竹田総支部長 
    講演題目： 『医療機器ベンチャーの上市までの道のり』     
    講演者 ： 株式会社 Lily MedTech  

代表取締役 東 志保(あずま しほ) 様(01 量子・物質工学科入学) 

 
17:00～17:10  休憩および準備 

 
17:10～18:00  オンライン懇親会        司会：水戸 
  全体懇談、部屋別(分科会)懇談 
18:00         閉会の挨拶  中締め            監査担当 江尻貞明 
  お開き                   

以上 
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懇親会 ご案内 

17:10 開会   司会：副総支部長 水戸 和幸  (95 電子情報学科) 
17:10 ご挨拶：  総支部長  竹田 智彦 (78 電子工学科)  
17:15 乾杯：   副総支部長 宮澤信一郎  (00 情報システム運用学専攻) 

 ～ご歓談～  
17:20 分科会：        

・ご希望の部屋を選択して希望の部屋へ入室下さい。 
・入室したらハンドルネームを「日本語氏名+入学年+学科」にして下さい。 
・18:25 になりましたら部屋を退出し、全体会へお戻り下さい。 

18:00 中締め：  幹事  江尻 貞明 (63 電子工学科) 

 
19:00 お開き 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【特別講演】 

 ・ 講演題目 ： 「医療機器ベンチャーの上市までの道のり」 

 ・ 講演者  ： 株式会社 Lily MedTech 代表取締役 東 志保(あずま しほ) 様  

 ・ 講演者略歴   ： 

2005 年電気通信大学 電気通信学部 量子・物質工学科物理コース卒業。日立製作所中央研究所

ライフサイエンスセンターで医療超音波の研究に 1 年弱従事した後、米国の Arizona State 

University の大学院に入学し、2009 年に Aerospace Engineering で M.S.取得。帰国後、総合研

究大学院大学 物理科学研究科宇宙科学専攻 博士後期課程に入学したが、父の急逝が原因で

2012 年に中退。2013 年株式会社 JEOLRESONANCE 入社、2015 年マイクロソニック株式会社

入社後、2016 年 5 月株式会社 Lily Med Tech を創業し、代表取締役に就任。 

       ※株式会社 Lily MedTech ホームページ： https://www.lilymedtech.com/ 

 ・ 講演概要    ：  

株式会社 Lily MedTech は、東京大学大学院医学系研究科の技術シーズである、リング型の超音

波振動子アレイを用いた乳房用超音波画像診断装置の開発を目的とした、大学発ベンチャー企業

です。従来の乳がん検査装置の課題を克服するべく、＜「乳がんと闘う」この言葉の無い世界を

目指して＞をミッションに掲げ、2016 年に創業されました。10 年弱に渡る、研究開始～創業～

上市までの医療機器開発の道のりをご紹介させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

     東 志保 代表取締役           乳房用超音波画像診断装置外観 

  

 


