
2017年度東海大学通信工学同恵会

代議員会　議事録

記録者　中西　孝夫

日時：5月27日（土）　13：30－14：40

場所：高輪校舎　4304教室

司会：土岐事務局長

出席者数：　32名　　議決権委任状提出者数　66名

（参照：別紙出席音名リスト）

議長、福議長選任：

麓長　原田　宏之氏、副議長　新倉　聡氏が満場一致で選任され議事が開始された。

1．第一号議案　活動報告　　　　　会長　中西　孝夫

先ず、本年度5月に昨年予定行事の10周年記念熊本研修旅行が開催されたことが報

告された。昨年度上期行事として、講演会及び懇親会、下期にAO入試合格者が初め

て出たこと、HCD参画し講演会開催、会報発行、通信ネットワーク工学科卒業生へ

の通信工学同窓会賞授与が報告された。運営面の課題である会費収入は、約500人

分で有効住所者7500人の約1割（700～750人）の納入が必要経費とのバラ

ンスラインであり、未納入者からの納入の必要性が報告された。

審議後満場一致で承認された。

2．第二号議案　収支報告　　　　　会計　澤田　茂洋

当期収入が予算の87％（146万）であったが当期支出は名簿発行積み立て（20

万）を含み予算の85％（174万円）で、28万のマイナスであった決算内容が項目別

説明と共に報告され、このまま推移すると約300万の資金が不足する危快が報告さ

れた。審議後満場一致で承認された。

3．第三号議案　監査報告　　　　監事　室本　俸

先ず監査業務内容が会則に沿って実施されることが説明された。4月22日監査委員

会に於いて監査の結果、会計並びに活動内容を2016年度活動方針と照合し間居な

いことが報告された。審議後満場一致で承認された。

4．第四号議案　代議員及び役員選任承認の件　会長　中西　孝夫

1）副会長小林一雄氏　任期満了に伴う再任。

2）事務局長　土岐晴美氏　任期満了に伴う増田和則氏の選任、

3）会計理事　澤田茂洋氏　任期満了に伴う再任

4）総務理事　村田信一氏　任期満了に伴う中井宏氏の選任

5）広報理事　増田和則氏　任期満了に伴う大森公雄氏の選任

6）企画理事　木南恒雄氏の辞任に伴う土岐晴美氏の選任

7）監事　渡連勝美氏　任期満了に伴う秋山進氏の選任



轟錬拗
里

以上の再任、選任理由が説明され新任広報理事大森氏が解介された。

（中井氏は業務で欠席）

7）新代義貞として

＊吉田憲司氏、森下博氏、茂利隆司氏、中島直久氏、春田亘一良氏、

選任理由の説明がされ、森下氏、中島氏、春田氏が紹介された。

（茂利氏は業務で欠席）

8）代議員、広報委員辞任　土岐泰道氏本人申し出による辞任理由が説明された。

代議員、塩谷倍夫氏の辞任理由が説明された

審議後、上記が満場一致で承認された。

5．第五号議案　規約改正の件　　会長　中西　孝夫

1）東海大学同窓会の定める、個人情報取扱実務責任者に合わせるためr個人情報保

護方針」の項目－2の一部改正の理由説明がされた

2）ホームページ掲載内容作成が広報委員会限定を全会員が掲載できるよう運用規定

3粂項目3の一部改正の理由説明がされた

審議後全員一致で承認された

6．第7号議案　2017年度活動方針　　会長　中西　孝夫

活動方針（秦）に沿って内容が説明された、特に活性化のためクラス会支援、新た

な見学会などの企画、及び地震のため延期している九州支部設立総会予定が報告さ

れた。　事議後満場一致で承認された。

7．第8議案　2017年度予算　　　　　会計　澤田　茂洋

収入を2016年度同等の101％として支出は九州支部総会費用及び名簿発行積

み立て金（20万円）を組み入れ昨年度比6％増し190万とする内容が説明され

審議後満場一敦で承認された。

（同時に来年度より名簿積立金を特別予算とする変更案が説明された）

議長の閉会宣言の後、柳沢副会長からのメッセージで閉会した。

承認　　事務局長 ノり／．そ石で．↑

副鮎　翫新食　恥⑧日付上。′7・♂∠・♂7

議長　　署名／ユ風 日付如′7・ク占‘）♂

会長、記耐暑机乍毒見泉還日付か′7】∂‘・′／
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2017年度霊鶉大事量傷工事同悪食（TA＄C）代義員出欠濃艶（5月27日礪在）

N0．l �会員番号等l �名前 ��代議員会 �未返 未返 未返・ タイ 未返 未返 
1 �1961ETlO17 �木原　　清司 ��× 

2 �1‡帽1ETlO26 �堺　　繁太 ��× 

3 �1962ETlOO8 �岡　　　聖書 ��× 

4 �1963ETlO17 �柿崎　茂康 ��× 

5 �1964ETlO65 �真田　靖典 ��○ 

6 �1966ETlO58 �小林　嘉三郎 ��○ 

7 �1966ET2039 �中西　孝夫 ��○ 

8 �19郎ET2040 �中村　克巳 ��× 

9 �1966ET2089 �渡辺　勝美 ��× 

10 �1967ETlO29 �大野　宗夫 ��0 

11 �1！帽7ET1112 �高山　秀造 ��× 

12 �1967ET1116 �立川　公一 ��× 

13 �1967ET2048 �三ケ田　博亮 ��○ 

14 �1弼8ETlO84 �長江　和子 ��× 

15 �1968ET2045 �多田　　順一 ��0 

16 �1968ET3053 �若林　敏雄 ��× 

17 �1968ET3084 �Prakit　Tan虞isanon ��× 

18 �1968ET4043 �大崎　安雄 ��× 

19 �1969ETlO58 �小川　　忠男 ��○ 

20 �1969ET2012 �向井　健 ��× 

21 �1969ET3033 �福倉　一夫 ��× 

22 �1969ET3048 �松本　武彦 ��× 

23 �1粥9ET3059 �圭本　棟 ��○ 

24 �1969ET3067 �山口　　敏 ��0 

25 �1970ETlO80 �兼安　時紀 ��× 

26 �1970ET2006 �坂井　勇雄 ��× 

27 �1970ET2022 �志村　茂 ��× 

28 �1970ET3035 �松本　照彦 ��× 

29 �1970ET3044 �濠　　和夫 ��× 

30 �1971ET2063 �松坂　膿一郎 ��× 

31 �1971ET2076 �柳瀬　優二 ��○ 

32 �1971ET3065 �富川　俊夫 ��○ 

33 �1972ETlO23 �大石　伸雄 ��× 

34 �1972ETlO49 �小林　一址 ��0 

35 �1972ETlO60 �薄田　　茂洋 ��○ 

36 �1972ET2046 �本間　光一 ��× 

37 �1972ET4039 �木南　恒雄 ��× 

38 �1973ET2010 �≡ �藤　秋址 �× 

39 �1973ET3024 �黒須　立夫 ��× 

40 �1973ET3060 �野添　光明 ��× 

41 �1974ETlOO9 �井手　和夫 ��○ �未返 

42 �1974ETlO57 �櫛田　　眞 ��× 

43 �1974ET3002 �島霊　憲夫 ��× 

44 �1974ET3067 �馬場　康明 ��× 

45 �1974ET4∝け �松浦　武信 ��× �新任 

46 �1975ET2019 �藤森　昭芳 ��× 

47 �1！け5ET2029 �薪倉　　聡 ��○ 

48 �1975ET2033 �橋口　　長和 ��× 

49 �1975ET2058 �由井　裕一 ��○ 

′ �／タ乃ど7罰乃汐 �吉1野　∫厨 ��○ 

JJ �Jg乃ど7珊 �虞下　膚 ��○ �新任 欠席 
52 �1975ET3030 �星野　建二 ��× 

53 �1975ET3043 �沢田　　勲 ��× 

54 �1976ETlO21 �小野　庄肋 ��× 

55 �1976ETlO22 �秋山　進 ��○ 

56 �1976ET3082 �堀口　　幸男 ��○ 

57 �1977ET3001 �伊藤　光一 ��× 

58 �1978ETlO25 �山岸　健吹 ��× 

59 �1978ETlO29 �塩漬　守 ��× 
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〝 �Jタ肝】7腰 �中■　虚：欠 �0 
61 �1978ETlO75 �志村　彰 �× 

62 �1978ET2031 �小林　正幸 �0 

83 �1978ET2060 �松尾　康弘 �× 

64 �1978ET2064 �山内　紀幸 �○ 

65 �1978ET3048 �柳沢　真一 �○ 

66 �1979ETlO54 �今間　俊博 �× 

67 �1979ET2072 �境田　洋輔 �× 

68 �1979ET2085 �原田　宏之 �○ 

69 �1979ET3027 �西村　俊明 �× 

70 �1980ETlO77 �渡濃　修 �× 

71 �1980ET3071 �武田　正己 �× 

72 �1982ETlO54 �尾登　正彦 �× 

乃 �J腰FrJ♂7／ �摩周r　盾一点 �○ 

74 �1982ET2066 �草野　仁 �× 

方 �J戯ど7コ紗ガ �虎1好　摩厨 �× 

76 �1983ET2039 �大井　英太郎 �× 

77 �1983ET3041 �山口　　聡 �× 

78 �1984ETlO64 �国漬　康之 �× 

79 �1984ET1105 �小林　一謙 �× 

80 �1985ETlO21 �竹野　巧 �× 

81 �1985ETlO76 �花坂　弘之 �× 

82 �1986ETlO28 �村田　信一 �○ 

83 �1986ETlO76 �笠原　健 �× 

84 �1！は6ET2030 �畑中　秀行 �× 

85 �1987ETlO61 �大森　公雄 �○ 

86 �1987ET2051 �水野　理絵 �× 

87 �1987ET2063 �佐藤　弘幸 �X 

88 �1987ET2077 �本城　哲 �× 

89 �1988ETlO18 �越部　活東 �○ 

90 �1988ETlO39 �増田　和則 �○ 

91 �1988ETlO62 �土岐　晴美 �○ 

92 �1988ET2073 �佐々木俊秀 �○ 

93 �1989ET3051 �大畑　博敬 �× 

94 �1990ET3023 �小西　和成 �× 

95 �1991ETlO45 �元野　嘉一郎 �× 

96 �1992ET2053 �辻　　　直樹 �× 

97 �1994ETlO18 �中井　宏 �× 

98 �1994ET2003 �石川　昌宏 �× 

99 �1994ET3049 �下山　琢実 �× 

100 �1996ETlOO4 �石川　剛 �0 

101 �1997ET4020 �三浦　清春 �0 

102 �1998ET3008 �黒須　歩刀 �× 

103 �1999ETlO57 �本多　穣 �○ 

104 �1999ET3002 �有田　　美幸 �× 

105 �1！は9ET4010 �霜田　　一将 �× 

106 �2000ET4014 �土屋　如右 �× 

107 �2002ET2122 �福原　雅朗 �× 

108 �2004ETlO55 �良知　秀哉 �× 

109 �2004ET5201 �Pitak　Thumw即納 �× 

110 �2005DT2025 �小久保　亮太 �○ 

111 �2006DTlO17 �薪倉　康司 �× 

112 �2007DT2019 �宇津　圭祐 �× 

113 �2008DTOO26 �韓　　　旭 �× 

114 �2009DTlO22 �壌　　　彩 �× 

115 �2010DJ2001 �熊谷　数馬 �× 
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