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 校友会情報  http://www.tduaa.or.jp/

○「平成３０年度埼玉県支部総会」の開催 

 

５月１２日（土）に東京千住キャンパスにて開催しました。総会では役員改

選があり、大舘昌男支部長（Ｓ３９卒 工学部第一部電気工学科）が退任さ

れ、新支部長に小林幸宏氏（Ｓ４４卒 工学部第一部 応用理科学科）が就

任しました。また講演会も開催され、東京電機大学理工学部電子・機械工

学系の田中慶太先生を講師として「カナダ・トロント留学と医用工学」について

講演いただきました。 

 

詳細はこちら（ボタンをクリック）→ 

 

 

集合写真 

 

退任する大舘支部長へ感謝状 

 

小林新支部長の挨拶 

○「平成３０年度神奈川県支部総会」の開催 

 

５月１９日（土）に神奈川労働プラザ（横浜市）にて開催しました。総会では

役員改選があり、平山支部長を始め役員全員が再選された。また講演会を

開催し、講師に東京電機大学校友会理事の上西寛一郎氏を迎えて「ザ・リ

ニアモーターカー」と題して講演いただきました。 

 

詳細はこちら（ボタンをクリック）→ 

 

 

集合写真 

 

講演会の模様 

○「平成３０年度三重県支部総会」の開催 

 

５月１２日（土）に松阪シティホテル（松坂市）にて開催しました。総会では

役員改選があり、石田支部長が再選されました。 

 

 

集合写真 

五月晴れの下、大学アメフト試合で対戦校ＱＢ選手を負傷させるラフプレイが問題となりました。そし

て、やむなくラフプレイをした選手が在籍する大学は、いかにも「選手の勝手な誤解でやりました」という

対応でした。自校の学生を守ろうとしない大学の姿勢が校友会員としてちょっと切なかったです。 

東京電機大学校友会は、明るく、楽しく、すべての「電大人」を大切にしたいと思います。 

http://www.tdu-koyu.com/shibu/saitama/activity/event/2018meeting.html
http://www.tdu-koyu.com/shibu/kanagawa/activity/h29event/2018meeting.html
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○初代学長・故丹羽保次郎先生のお墓参りをしました！ 

 

三重県支部総会に先立ち、県支部設立２０周年を記念して、初代学長・

故丹羽保次郎先生の墓参の会を行いました。今回の墓参は１５年ぶりとなり

ます。住職による読経のもと、安田学長をはじめとして参列者は墓前に手を

合わせました。 

 

三重県支部総会とあわせて詳細はこちら（ボタンをクリック）→ 

 

 

集合写真 

 

墓参の模様 

○「平成３０年度東管支部総会」の開催 

 

５月２８日（月）に東京千住キャンパスにて開催しました。総会では講演会

を開催し、講師に工学部電気電子工学科の枡川重男教授を迎え、「パワー

エレクトロニクスと省エネルギー」と題して講演いただきました。 

 

詳細はこちら（ボタンをクリック）→ 

 

 

 

【ご案内】東京電機大学技術士会公開講演会の開催 

 

本学技術士会で公開講演会を開催します。公開講演会は入場無料で

す。お知り合いの方もお誘いの上、ぜひお越しください。 

 

日時 ： ７月１４日（土） １３：３０～１５：００ （開場１３：００） 

会場 ： 東京電機大学 東京千住キャンパス１号館２階 １２０４室 

講師 ： 工学部先端機械工学科 三井和幸 教授（工学博士） 

演題 ： 「新開発の機能性材料によるリハビリ・トレーニングシステム」 

 

 

三井和幸 教授 

【ご案内】「平成３０年度教職校友会総会」の開催 

 

６月２３日（土）に東京千住キャンパスにて、「平成３０年度教職校友会総

会」を開催します。（写真は昨年度の模様） 

 

１４：３０～１６：２０ … 総会 

１６：３０～１８：００ … 懇親会 

 

 

 

http://tdukoyumie.goraikou.com/topix/180512-16-sibusoukai/180512_16_sibusoukai.html
http://www.tdu-koyu.com/kounin/2018toukansoukai.html
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【ご案内】東京電機大学教職校友会公開講演会の開催 

 

教職校友会総会で公開講演会（入場無料）を開催します。講師に元横浜

Ｆ・マリノスコーチで現東京パラリンピックブラインドサッカー日本代表コーチで

もある福富信也先生をお招きして講演いただきます。ぜひお越しください。 

また、７月７日（土）の「かながわ県民センター」でも公開講演会を開催いた

します。詳しくは、電大広報誌「TDU Agora 10 号」１１ページをご覧ください。 

 

日時 ： ６月２３日（土） １３：００～１４：２０ 

会場 ： 東京電機大学 東京千住キャンパス１号館２階 １２０４室 

講師 ： 理工学部共通教育群 福富信也 講師 

演題 ： 「個を生かすチームビルディング」 

 

福富信也 講師 

 中学・高等学校情報  http://www.dendai.ed.jp/

○「高等学校体育祭」の開催 

 

６月２日（土）に小金井キャンパスにて高等学校体育祭が開催され、生徒７８４名が参加しました。来

賓として、中学校・高等学校同窓会の平野副会長と伊奈校友会理事が出席しました。また体育祭参加

記念として、校友会から生徒全員にタオルを贈りました。 

 

記念品のタオル 

選手宣誓 

体育祭の模様２ 

体育祭の模様１ 
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大学情報  http://web.dendai.ac.jp/

○「第３９回合同体育祭」の開催 

 

５月１３日（日）に鳩山キャンパスにて第３９回合同体育祭が開催され、総勢５３２名が参加しました。

来賓として大学同窓会の相原会長が出席しました。当日は生憎の雨模様でしたが、学生は持ち前の元

気さを発揮して、体育祭を盛り上げました。 

 学園情報  http://web.dendai.ac.jp/

○国際センター近藤特別専任教授が「日経産業新聞」に掲載 

 

世界知的所有権機関（WIPO）による特許出願件数を分野別で分析し、国債商標や国債意匠の出願

件数が他国に比べて少ない日本に対し、特許だけでなく他の知財の獲得に努め、高い技術を価値の獲

得に結びつけることを期待したいとのコメントがコラム「Techno Salon」に掲載されています。 

 

○徳永プロジェクト研究准教授が「日本経済新聞」に掲載 

 

５月７日「日本経済新聞」に、本学デザイン工学科インタラクション研究室

の徳永弘子プロジェクト研究准教授が掲載されました。 

１人で食事をする孤食化に関する記事の中で、タブレット端末を使った「テ

レビ会食」の実験についてコメントしています。 

 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

NIKKEI STYLE→ 

 
 

NIKKEI STYLE 

相原同窓会長も出席 体育祭の模様 

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO30020200R00C18A5EAC000?channel=DF010320171966
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○デザイン工学科武川教授と徳永プロジェクト研究准教授が日経ＢＰ社「未来

コトハジメ」に掲載 

 

デザイン工学科 武川直樹教授と徳永弘子プロジェクト研究准教授の研究

が日経ＢＰ社運営の情報サイト「未来コトハジメ」に掲載されました。 

１人で食事をする孤食問題に関する記事の中で、離れた家族とＩＣＴを介し

て食事を共にする「遠隔共食」の実証実験や、そのＱＱＬ評価などについてイ

ンタビューに答えました。 

 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

日経ＢＰオンライン→ 

  

日経ＢＰオンライン 

○卒業生関川さん（秩父市地域おこし協力隊）が「朝日新聞」（埼玉版）に掲載 

 

４月２１日、「朝日新聞」（埼玉版）の連載「さいたまトーク」に、本学卒業生

の関川亜佐子さんが掲載されました。 

秩父市地域おこし協力隊員である関川さんが、秩父を代表する絹織物

「秩父銘仙」のＰＲ活動などについて、インタビューに答えています。 

 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

朝日新聞デジタル（３月２４日）→ 

秩父市地域おこし協力隊→ 

 

 

朝日新聞デジタル 

○アマチュア囲碁で電子・機械工学系の松原仁さんが「朝日新聞」に掲載 

 

４月２３日、「朝日新聞」（東京版）に理工学部電子・機械工学系の松原仁

さん（３年）が掲載されました。 

第１３回朝日アマチュア囲碁名人戦の都大会にて、第３位の成績をおさめ

ました。 

 

 
松原さん３位入賞が記載された記事 

http://business.nikkeibp.co.jp/atclh/NBO/mirakoto/food/h_vol25/
https://www.asahi.com/articles/ASL3R43T6L3RUTNB00P.html?iref=pc_ss_date
http://www.city.chichibu.lg.jp/3708.html
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○日本フルードパワー工業会「フルードパワー」に三井和幸教授が掲載 

 

一般社団法人日本フルードパワー工業会が、フルードパワーの研究を行う

研究室として本学工学部先端機械工学科の医用精密工学研究室(三井和

幸教授)を取材し、機関誌「フルードパワー」３２号の「企業サイドから見たフル

ードパワー研究室訪問（第７３回）」にて４ページにわたり紹介しました。 

 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

日本フルードパワー工業会会員サイト→ 

 

三井和幸 教授 

○「Formula SAE Project」「Space Project」が「新電気」に掲載 

 

本学「Formula SAE Project」と「Space Project」が電験三種受験と電気技

術の専門誌「新電気」（オーム社）５月号に掲載されました。 

 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

電大Ｆｏｒｍｕｌａ ＳＡＥ Ｐｒｏｊｅｃｔ→ 

電大Ｓｐａｃｅ Ｐｒｏｊｅｃｔ→ 

 

 

新電気５月号 

○アマチュア無線部が日本アマチュア無線連盟「登録クラブ対抗年間総合」の第２位になりました！ 

 

東京千住キャンパス・アマチュア無線部が、日本アマチュア無

線連盟主催「平成２９年度登録クラブ対抗年間総合（学校部

門）」第２位に入賞しました。これは年間を通して６大コンテストの

成績を集計して行われるもので、今回初めての入賞となります。 

これからもアマチュア無線部の活躍にご期待ください。 

 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

東京千住Ｃアマチュア無線部→ 

第二部アマチュア無線部→ 

 

アマ無２位入賞の賞状 

http://www.jfpa.biz/publications/journal/
http://tdu-card.jp/
http://www.n.dendai.ac.jp/space/results.html
http://www.ja1yaq.com/
http://www.sg.dendai.ac.jp/s2b-ja1yqn/
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○テレビアニメ「シュタインズ・ゲート ゼロ」のエンディングテロップに本学が登場 

 

４月１１日より放送中（TOKYO MX ほか）のアニメ「シュタインズ・ゲート ゼロ」のエンディングテロップに

本学が掲載されています。 

前作の「シュタインズ・ゲート」では、秋葉原のラボ「未来ガジェット研究所」を舞台とした本学の学生が

主人公という設定です。そこで東京神田キャンパス（平成２４年３月に閉館）が描かれました。 

東京電機大学神田キャンパスに通学されていた方には、今回の作品の中にも懐かしいキャンパスが

登場するかもしれません。 

 

○学園広報誌「ＴＤＵ Ａｇｏｒａ」第１０号の発行 

 

学園広報誌「TDU Agora」第１０号が発行となりました。今回の特集は、「グ

ローバルＩｏＴ時代におけるセキュアかつ高度な生体医工学拠点の形成」にな

ります。是非ご覧下さい。 

 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

「TDU Agora」最新号→ 

「TDU Agora」トップページ→ 

  

劇中の神田Ｃ本館正門 

劇中の本館学生支援センター 劇中の神田Ｃ７号館 

シュタインズ・ゲート 

https://www.dendai.ac.jp/about/gakuen/publicity/tduagora/e5vdec00000173ze-att/e5vdec000001h7i8.pdf
https://www.dendai.ac.jp/about/gakuen/publicity/tduagora/
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○「学校法人東京電機大学サポート募金」について 

 

「学校法人東京電機大学サポート募金」は使途を指定することができ、奨学金、施設・設備充実およ

び後輩達の課外活動を応援することができます。 

今回の合同体育祭の開催にもサポート募金からのご支援もいただいております。その他の様々な課

外活動にも、「学校法人東京電機大学サポート募金」を通じてご支援することができます。 

なお募金の活用内容は、下記ホームページから確認することができます。 

 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

インターネット利用の募金は、こちら→ 

寄付のご報告（Web 芳名帳・事業報告）→ 

 大学同窓会  http://dendai-dosokai.net/

○短大縦の会「宿泊研修会」の開催 

 

５月６日（日）・７日（月）に鬼怒川パークホテルズ（日光市）にて開催しまし

た。 

 

 

集合写真 

【ご案内】「短期大学卒業生の会（縦の会）総会」の開催 

 

６月１６日（土）に東京千住キャンパスにて、「短期大学卒業生の会（縦の

会）総会」を開催します。 

 

 

 

昨年度総会の模様 

【ご案内】「建築学科同窓会（あぶの会）」の開催 

 

６月２３日（土）に東京千住キャンパスにて、「建築学科同窓会（あぶの

会）」を開催します。 

 

 

 

昨年度総会の模様 

https://www.dendai.ac.jp/about/gakuen/foundation/guide.html
https://www.dendai.ac.jp/about/gakuen/foundation/report.html
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 中学・高等学校同窓会  http://www.tdu-chukodoso.com/

○「平成３０年度中学・高等学校同窓会総会」の開催 

 

５月１９日（土）に小金井キャンパスにて、「平成３０年度中学・高等学校同

窓会総会」を開催しまし、新卒者２名を含む６６名が参加しました。 

 

詳細はこちら（ボタンをクリック）→ 

 

 

集合写真 

 

校歌斉唱 

 電機学校同窓会  http://www.tdu-koyu.com/ecr-doso/

【ご案内】今年も「見学研修会」を開催予定です！ 

 

電機学校同窓会では、今年も見学研修会を開催予定です。現在、鋭意

検討中です。９月の開催を予定しています。 

  

昨年度の模様 澁澤像の前で 

 クラス会・ＯＢ会開催状況   

 

各同窓会のＨＰにて、クラス会・ＯＢ会の開催報告を確認できます。 

大 学 同 窓 会 ： http://dendai-dosokai.net/activity/activity-reports2017/ 

中 高 同 窓 会 ： http://www.tdu-chukodoso.com/classkaisai.html 

電機学校同窓会 ： http://www.tdu-koyu.com/ecr-doso/classmeeting.html 

 

次回発行は平成３０年７月１１日を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tdu-chukodoso.com/event/h30soukai/index.html
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【編集長より】 

6月に入り、各地で梅雨入りの便りが聞こえ始めました。こんなうっとうしい季節であっても、校友会各

支部では総会が開催され始め、皆様の活発な活動の情報が届けられております。 

小職も先日開催された千葉県支部総会に参加する機会を頂き、先輩諸氏のお元気な姿に圧倒さ

れてしまいました。ただ、やはり総会への参加者の高齢化が目立つのも事実で、校友会広報委員会と

しても何らかの対応を検討し、若い会員の皆様と高齢の会員の皆様の交流を深めねばならないと痛感

したのも事実です。その対策の一つとは言い難いですが、大学では今月の 16 日には埼玉鳩山キャン

パスで、17 日には東京千住キャンパスでオープンキャンパスが開催されますので、本来は高校生向

けのものですが、一般の参加も可能なので、これを機会に皆様もキャンパスをお尋ね頂くのもいかがで

しょうか。 

学生の元気な姿に刺激されるだけではなく、懐かしい先生方にもお会いできるかも知れませんよ。で

は、次回をお楽しみに！ 




