
2015年度東海大学通信工学同窓会

代議員会　議事録

記録者　中西　孝夫

日時：5月20日（土）　13：30－14：30

場所：高輪校舎　4201教室

司会：土岐事務局長

出席者数：　53名　　議決権委任状提出者数　45名

参照別紙リスト

議長　原田宏之氏、副議長　花坂弘之氏が満場一致で選任され議事が進行された。

1．第一号議案　活動報告　　　　　会長　中西　孝夫

主な活動実績として名誉会長に松前達郎総長、名誉副会長に松前義昭副総長兼理事長

にご就任いただいた事、上期、下期の講演会、親睦会の開催、HCD参画、名簿第二版

発行、タイ支部会開催、通信ネットワーク工学科第4回卒業生の表彰などの活動が報

告され、満場一致で承認された。

2．第二号議案　会計報告　　　　　会計　澤田　茂洋

収入が予算の87％と下回ったことと支出が予算の87％（260万）であった決算内

容が報告され満場一致で承認された。

3．第三号議案　監査報告　　　　　監事　三ケ田　博亮

監査の結果、会計並びに活動内容に関して問題ないことが報告され満場一致で承認さ

れた。

4．第四号議案　会則変更承認の件　会長　中西　孝夫

1．名誉職、顧問、参与を役員外とする。

役員は当会運営執行役である会長、副会長、事務局長、理事、監事とする。

2．役員任期の改訂

現行3年2期の規程に於いて今後同時に複数の任期満了が発生しその後任の選出

に困難で運営に障害の発生する可能性を想定して、任期満了後でも代議員会での

信任が得られた場合再任を可能とする案。

本案に対し任期の規程は過去を反省したものでスムースな後継者への交代を計る

べきとの意見がでた。　会長から尤もな意見であるが現在未だそのような体制に

至っていないのでその方向に持っていく努力をすると回答があった。

3．副会長数　3名から若干名に変更

4．WEBを解りやすく　WEB（インターネット）と変更

以上は満場一致で承認された

5．第五号議案　代議員及び役員選任承認の件　会長　中西　孝夫

1．代議員辞任申請者4名の辞任承認



敬称略）砂子昭彦、寺田仁、岩崎日出夫、鈴木俊一

2．事務局からの連絡に対して返事がない8名の代議員を辞任扱いとする

但し、今後再活動の意向があれば復帰していただく。

敬称略）中野辰巳、山口浩、河合哲郎、田中靖之、小堀隆裕、棟永洋雄

今井幸雄、木村仁

3．新代議員13名の承認の件

敬称略）小林喜三郎、松本武彦、山口敏、宮川俊夫、大石伸雄、藤森昭芳

新倉聡、由井裕一、小野庄助、山岸健吹、塩浦守、笠原健、良知秀哉

4．参与　山根治仁氏の再任承認の件

5．監事　三ケ田　博亮氏任期満了に伴い室本惇氏を監事に選任する件

以上は満場一敦で承認された。

6，第六号議案　2015年度活動方針　　　会長　中西　孝夫

恒常的活動となった大学同密会活動への参画、当会の春秋行事、会報発行と会費

納入依頼、松前博士偉業を学ぶ研修会等と共に北海道支部会開催、クラス会、

支部会推進のため「はがき案内発行」など具体案が説明され満場一致で承認され

た。（活動項目は、議案書内活動項目参照）

7．第七議案　2015年度予算　　　　　　会計　澤田　茂洋

収入を177万円として5年毎の名簿発行のため20万円を積み立金として総支

出205万円の予算案が報告され満場一致で承認された。

議長の閉会宣言の後、柳沢副会長から閉会メッセージで閉会した。

以上
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