


校友会の目的 

学校法人東京電機大学と緊密に連繋を保持し、
その発展に協力し、会員相互の親睦研修と、
教育、学術及び文化の発展に寄与する。 
(定款第3条に規定) 
 



校友会会員① 

正 会 員   ： 校友会費を納入している卒業生 
準 会 員   ： 会費切れの卒業生 
在学会員 ： 在籍している大学生、中高生徒 
特別会員 ： 学園の設置する学校の教職員 
賛助会員等 
 
卒   業   生  数      214,110名 
住所判明者数        87,802名 
    住所の判明している正会員   27,934名（31.8%） 
               （平成28年5月1日現在） 



住所判明の正会員  
27,934名 

校友会会員② 

  

住所判明者 87,802名 

全卒業生 214,110名 

正会員 31,607名 

住所判明の準会員 59,868名 

住所不明の正会員 3,673名 

（平成28年5月1日現在） 



実施している事業① 

１．会員に対して 
（1）卒業生を対象とした支援 
 ・地方支部総会・講演会等の 
   開催支援 
 ・クラス会、クラブＯＢ会援助 
 ・見学会の開催など 
（2）広報誌の発行 
 ・「工学情報」 
 ・「校友会のしおり」の発行 

  
（3）メールマガジンの配信 
 ・平成28年9月より開始 
（4）その他の会員サービス 
 ・法律・特許の相談窓口 
 ・相続・遺言無料相談 
 ・大学出版局の書籍割引販売 
 ・宿泊協定施設の紹介 
 ・日本フィルハーモニー交響楽団 
        チケット優待 
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実施している事業② 

２．学園との連携活動 
 ・東京電機大学サポート募金への協力 
 ・教職校友会による大学推薦入試への協力 
 ・学園理事・評議員として参画 
３．在学生（在学会員）に対して 
 ・「東京電機大学校友会奨学金」の貸与 
 ・就職活動の支援 
 ・「ＫＪ」（在学生向就職特集号）の発行 
 ・学園祭、体育祭への支援 
 ・クラブ活動への支援 
 ・入学式・卒業式での記念品贈呈 
４．社会への活動 
 ・著名人による講演会の開催 
 ・科学技術に係る講演会などの開催 
 



校友会の運営について 

• 代議員制 
 正会員から代議員（社員）を選出 

     今年度は代議員選挙の年 
• 最高議決機関 
 社員総会（旧法人では評議員会・総会） 
• 理事会 
 社員総会で選ばれた理事による。任期は２年 

• 事務局 
  事務局長以下、７人のスタッフで対応 



校友会の組織 

総会開催 １６ 件  
     （平成28年度） 



公認団体（職域電機会）への支援 

① 総会開催への支援 
  ・総会会場の提供 
  ・総会開催に際して、援助金（20,000円）を支給 
② 電機会と学園との連携支援 
  ・学園情報の提供 
  ・校友会情報の提供 
  ・会長相互の情報交換 
③ 都道府県支部との連携強化（地方支部の情報提供） 
  ・職域の個人が職場のある地方支部に参画 
  ・地方支部会員との情報交換 



都道府県支部と職域電機会の連携現況 

• 山形県支部  山口支部長  ⇒ 教職校友会 
• 福島県支部  網田支部長  ⇒ 教職校友会 
• 福島県支部  樫村副支部長 ⇒ 民間放送校友会 
• 群馬県支部  町田支部長  ⇒ 教職校友会 
• 埼玉県支部  大舘支部長  ⇒ 東京電機大学技術士会 関電工電機会 
• 千葉県支部  松本支部長  ⇒ 東洋熱工業電機会 
• 東京都支部  石塚支部長  ⇒ 東京電機大学技術士会 関電工電機会 
• 神奈川県支部 平山副支部長 ⇒ 関電工電機会 
• 神奈川県支部 藤川副支部長 ⇒ 京三電機会 
• 山陰支部   平尾事務局長 ⇒ 民間放送校友会 
• 九州支部   山口支部長  ⇒ 九電工電機会 
• 大分県支部  安部支部長  ⇒ 教職校友会 
• 鹿児島県支部 山口支部長  ⇒ 東洋熱工業電機会 



職域電機会と学園との連携① 

会員の行っている大学・大学院の講義 
① 特許電機会 
  工学部・未来科学部共通科目 
   「情報化社会と知的財産権」 
   「特許法」  
② 民間放送校友会 
  未来科学研究科 情報メディア学専攻 
   「デジタル放送論」  
③ 技術士会 
  工学部 電気電子工学科 
   「パワーエレクトロニクス」 
  



職域電機会と学園との連携② 

大学入試での教職校友会からの推薦 
・教職校友会独自の制度により会員所属校から推薦 
・平成29年度入試では 全国16校 から 28名推薦 
  



校友会からのお願い① 工学情報への記事提供 

• 最近の工学記事と執筆者 
掲載号 掲載記事タイトル 所属 執筆者 

2012春号 テレビの素顔 NHK解説主幹 柳澤 秀夫 様 

2012夏号 テレビ放送のデジタル化と東京スカイツリー 
株式会社日テレ・テクニカル・リ
ソーシズ 代表取締役会長 

田村 信一 様 

2013冬号 時空を超えたランドスケープの創出 
株式会社日建設計 
設計部門デザインパートナー 

吉野 繁  様 

2014秋号 
トルコ１００年の夢 －アジアとヨーロッパ
を結ぶ海峡横断鉄道トンネル－ 

理工学部教授 
大成建設 
大成建設 

安田 進  様 
竹内 勇夫 様 
髙見澤 計夫様 

2015春号 インテルの事業戦略と取り組み インテル株式会社 
土岐 英秋 様 
(荒木 義満  様) 

2016秋号 
特別座談会    
東京電機大学が誇る人工心臓開発者 

本学理工学部 理工学科  
電子・機械系  教授 
茨城大学 工学部機械工学科 教授 
国立循環器病研究センター研究所 
人工臓器部  特任研究員 
桐蔭横浜大学 
医用工学部 生命医工学科 講師 

本間 章彦   様 
 
増澤 徹   様  
住倉 博仁  様 
 
大沼 健太郎 様 
 

（本学教員を除く） 

・会員各社からの記事提供をお願いします 



校友会からのお願い② メールマガジン購読 

• この場で登録！ 
  代理出席等の方は本日のご登録をお願いします 
   会長の皆様へは配信中 
 
• 各会会員へ登録をお勧めください 
      メールマガジンを会員の皆様へ「転送」願います 
    



校友会からのお願い③ 会費納入 

東京電機大学校友会は、正会員の皆様方の会費により 
運営されております。引き続き会費の納入を御願い申し上げます。 
 
１年分会費       2,000円 
  2年分会費4,000円 5年分会費10,000円 終身会費 60,000円 
 
納入方法 
・郵便局からの払込（手数料無料） 
・インターネットバンキングからの振込 
・銀行自動引き落とし  
・クレジットカード・コンビニ決済 
 クレジットカード（VISA/MASTER/Diners） 
 コンビニエンスストア（セブンイレブン、ファミリーマート、 
  ローソン、セイコーマート、サークルＫ、サンクス、ミニストップ） 
 



終わりに 

 

ご清聴ありがとうございました。 

今後とも、学園と緊密に連繋を保持し、その発展に
協力し、会員相互の親睦研修と、教育、学術及び文
化の発展に寄与に努めてまいりますので、ご理解・
ご協力の程、よろしくお願い申しあげます。 
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