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 目黒会 令和 4年度(2022年度) 首都圏総支部役員会(第八回)議事録(配信用)rev.1 

作成：2023年 2月 25日 

       作成: 竹田 

１．日時 2023年 2月 25日(土)15:00～17:50 

２．場所  Zoomリモート 

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  (中里 明子) 

監査担当  (渡辺 一夫) 

幹事    篠原 力  岩本 茂子 増田 悦夫 (西野 幸博) 來住 直人  久間由利子 

小出 昌寿 渡辺 和典  岡村 衡 (大島 成喜) (島崎 俊介) 

顧問    今井 高介 傘 義冬 

北部地区  山森 信生 (梅北 千広) 

以上 出席 13名 オブザーバ 1名  

４．議題      

 1)支部規程改訂内容 

  2)母校の桜を見る会について  岡村さん 

  3)総会の企画（講演者、テーマ)  

  4)来年度の計画 

  5) オンライン会議用機材 

6)今後の予定 

 

４．１ 支部規程改訂内容   報告：竹田 

※詳細は、支部委員会資料は 1/26付け、議事録は 2/1付けで竹田より配信済のメールを参照ください。 

・1/28(土)13:00- 支部委員会での審議を経て、2/3 理事会で審議・承認された。 

・改訂内容 第 13条に支部構成都道府県表が追加され、47都道府県の 10支部への割り当てが明文化され

た。首都圏総支部は、茨城県、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、栃木県、新潟県、山梨県の

1 都 8 県で構成。今回の改訂により新潟県が正式に担当範囲に加わった。目黒会登録住所を基準とする。 

・次回の総会で今回の改訂に従った支部規程改訂が必要 

・分会の規程に関しては次回支部委員会で協議したいとのこと。 

 

４．２ 母校の桜を見る会について 岡村さん 

企画、準備状況、詳細は別紙参照 

１）実行計画(企画書 rev.3.1) 

 多摩川土手沿いの桜ツアーを 13:30～に早める。 

２）多摩川土手沿いの桜ツアーについて岩本さんより案が示され以下のコースに決定した。。 

 ①調布駅中央口地上交番横集合、日活撮影所前バス停～調布南高校のコース～大学へ 

  13:30集合で 15:30には大学内リサージュに戻れるよう詳細を詰めて頂く。 

 ②参加者にお茶とお菓子をプレゼントする。(費用は首都圏持ち) 

３）申し込みWebの項目は、在住都道府県名ではなく、目黒会登録住所の都道府県 とする。 

４）少雨決行とする。 
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中里さんより：桜を見る会の広報は、目黒会の「同窓会ラウンジ」「楽しむ/予定」コーナーへも、掲載する

と良いと思います。また、開催案内だけでなく、「ギャラリー」に、去年の桜の写真なども投稿できるので

それも宣伝になると思います。(3月に、会員サービス委員会より、各地の桜を投稿して欲しい旨のお願いが

出るはずですので、ちょうどよいかと思います) 

 

中里さんより：桜を見る会の申込みについてですが、例年、住所の入力も必須になっていますが、 

都道府県だけいれていただくのでもよいのではと思っております。項目はなるべく少なく、住所も入れるの

に抵抗のある方はいるかと思います。 

=> 申し込みWebの項目は、在住都道府県名ではなく、目黒会登録住所の都道府県 とする。 

 

４．３ 総会の企画（講演者、テーマ) 

（１）総会の日程と方法 

7月 22日(土) または 7月 15日(土) ハイブリッド式(対面+Zoom) 

 大学のオープンキャンパスが７月１6日(日) に開催されることを想定(未定) 

ホームカミングデーは未定だが、次回支部委員会は 7月開催の案が出ている。 

=> 7月 22日(土)で検討する。(日程 田野学長のご都合を確認する。) 

 

（２）特別講演について(講演者、テーマ) 

候補 ※学長の日程確認後、依頼する。 

・南  泰浩 教授 人工知能先端研究センター長  電気通信大学における AI研究 

・伊藤 毅志 准教授   人間を超えるコンピュータ将棋・囲碁 ～ゲーム AI研究の現在・未来  

 

（３）その他 

・会場  リサージュ 3F(社会貢献の LAN回線) or 東３号館 301教室 (学内 LAN回線あり) 

  ホテルで会議、懇親会をやっても良いのではないか。次回検討。 

・懇親会 あり 

・15:00～15:20 目黒会首都圏総支部総会 

15:20～16:00 来賓のご紹介とご挨拶 

電気通信大学 学長 田野 俊一 様 (20 分) 

(一社)目黒会 会長 森 淳 様 (10 分) 

16:00～17:00 特別講演 講演 45 分、質疑 15 分 講師紹介 幹事 來住 直人 

  17:30～19:00くらい 懇親会(学内 or学外) 

・4月末(5月連休明け)には同窓会誌に同封の案内文原稿提出 

  ※大学の方針が決まっていないときは後日Webで通知としてもよい。 
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４．４ 来年度の計画(1) 

（１）今年度の振り返り 

・特に問題となる点はなかった。坂本先生、川崎アナウンサーの講演など良かった。 

・ハイブリッドの技術の蓄積ができた。それを踏まえて、対面で今年はやりたいと思った。 

・ハイブリッドができてよかった。対面だけの時は参加できなかった方が気軽に参加でき良かった。 

・秋の交流会、群馬の放送局から講演、坂本先生の講演もネットワークの技術がなかったら実現しなかった。 

・画期的だったのはハイブリッドの技術が確立できた。可能性が広がっていくのではないかと思う。講師も

現地、オンラインの両方で可能性ができた。川崎アナウンサーの講演をして頂けて良かった。 

・悲願の北部地区分会総会を開催できた。集まれる人が集まることができた。日本の温泉に留学生などを誘

ってみたい。 

・参加したのがコロナに入ってからで今年はリアルで参加できてよかった。 

・だんだん正常に戻りつつある。次年度はリアルで集まれるようになるといいと思う。 

・調布クレストンホテルは 3月には大学公認で会食解禁となる予定。 

・長野支部 10 周年記念に参加できてよかった。(楽器演奏、マジックなど) 

・次回総会では演奏などアトラクションを希望。 

・OERの会も最近開催しておらず、高齢化、後継者の問題が出ている。 

 

（２）2023年度の基本方針と活動計画(案) 

■基本方針  ～ 会員間の相互交流、相互支援、相互発展の促進 ～ 

１．分会活動の推進：都心での活動に参加しにくい地域での活動展開、北部地区分会の活動拡大を目指し

ます。(そのための人的ネットワークづくり、幹部人財の発掘・育成、インフラ整備) 

２．青年層・現役世代のネットワーク醸成・強化・活用：連帯感ととともに目黒会としてのメリットが感

じられる活動の展開をめざします。 

３．家族ぐるみ、友人知人も参加できる暖かくオープンな活動を目指します。 

■活動計画 

 新型コロナウイルス感染防止、会員の安全と健康を第一にしつつ、会員間の親睦を深めるべく、以下の点

に留意し活動を展開していきます。 

１）総会、役員会および各種活動は状況に応じて対面/オンライン/ハイブリッドを選択し実施します。 

２）入会後 10 年以下の会員とのコンタクトの機会を増やします。 

No. 活動項目 概  要 備 考 

１ 首都圏総支部総会 7 月 22 日(土)15:00-17:00(-20:00) または 7/15(土) 

２ 秋の交流会 11 月 4 日(土)、予備 10/14(土)21(土)28(土)、  

３ 母校の桜を見る会 2024 年 3 月下旬～4 月上旬  

４ 北部地区分会総会   

5 役員会 2023 年 4 月 1 日(土)、 5 月 6 日(土) 

7 月 1 日(土)、 8 月 26 日(土) 

10 月 28 日(土)、11 月 25 日(土) 

2024 年 1 月 20 日(土)、 2 月 17 日(土) 

7/8 長野支部総会(長

野市内) 
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４．５ オンライン会議用機材の購入について 

・以下の機材のうち、1)スイッチャー 2)スピーカーフォン 5)HDMI ケーブルの購入を本部に提案したが、

2)スピーカーフォンのみ本部のものを貸与可能ということになった。 

Q.(購入した場合) 購入した品物の、保管場所どこにするのでしょうか。=>A. 総支部長が管理 

・母校の桜を見る会の設備については、レンタルにしますが、次年度についてはレンタルにするか購入にす

るか、検討してメールで協議(もしくは 4/1役員会で協議)とします。 

  レンタル業者例  https://rental.pandastudio.tv/ 

【必要機材】金額は購入の場合 

1)スイッチャー   1台  例. 24,800 円(税込)－47,980円(税込) 

2)スピーカーフォン  1台 例. 43,232 円(税込み) 

3) HDビデオカメラ  2台 例. 1万円－2万円 

4)三脚  大、小  各 1台 例．大 5,000 円前後 小 3,000 円前後 

5)HDMIケーブル 1本   例. 2m 1,000円前後 4m 3,000円前後 

6)テーブルタップ付き AC延長コード 3P 6口 10m 1本  6,000円前後 

1)-6)の概算合計 10万円～13万円 

 

４．６ 今後の予定(竹田)   

・２０２３年度第 1回役員会 

日時 4月１日(土) 役員会１２：００－１3：００ ミーティング(昼食は各自準備)  

引き続き 13:30-母校の桜を見る会 

場所 リサージュ 3F (空いていれば 1F) 

内容 ①母校の桜を見る会の準備  

②来年度の計画(2) 総会の日程、会場、講演者の確認 

③今後の予定 

 

５．写真撮影(今回は、Zoom画面のスクリーン・ショット)      

・役員会         

 

・有志懇談会 7名参加  

 

 

以上 

https://rental.pandastudio.tv/

