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 校友会情報  http://www.tduaa.or.jp/

○全国支部長会の開催 

６月８日（土）に東京千住キャンパスにて開催しました。 

 

夏になると、千住キャンパスのペディストリアンデッキには、あっちこっちにコガネムシがいます。しかも

大体が仰向けです。はて？あれは一体なんでしょう。じつは鳩山キャンパス近くの高坂駅ホームもそう

です。床が冷たくて気持ちがいいのかしら？それじゃ、どこかの酔っぱらいと同じです。学生たちに踏ま

れちゃいますよ！…蟲たちにも愛されている電機大学です。そんな電大人の活動報告です。 

支部長会の模様 松尾理事長のご挨拶 

柏崎副学長が大学の現況を説明 

大学の新たな取り組みも説明 

安達学生支援センター長が就職状況の報告 

吉田入試センター長が志願者推移を解説 多くの支部に関する質問がありました 

集合写真：ほぼ全国を網羅！ 
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○東京電機大学校友会社員総会を開催 

議事は全て承認され、役員改選後の理事会で上西栄太郎（Ｓ４９ １Ｍ）氏が理事長に就任しました。 

 

学園・校友会の両理事長がお見えです 松尾理事長の開会挨拶 加藤学園理事長のご挨拶 

総会の模様 全国から代議員の皆さんが勢ぞろい 対する校友会役員の方々 

会計報告はパワーポイントで明確に… 監事による監査報告 新役員候補者の提案が承認されました 

総会後の理事会で新理事長が決定 懇親会にて：新役員の紹介 

上西理事長の就任挨拶 上西理事長による乾杯

親しい者たちと…退任する松尾理事長へ記念品贈呈 中締めの音頭は田村副理事長 
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○山陽支部総会を６月１日（土）に広島グランドインテリジェントホテル（広島市）にて開催 

○千葉県支部総会を６月１日（土）に東京千住キャンパスにて開催 

集合写真 

飯田会長のご挨拶 

和田情報環境学部長による講演

集合写真 

懇親会にて 乾杯！ 

大石博新支部長 

役員改選：新役員の紹介 渡辺副理事長のご挨拶 

柏﨑教授による「感性工学」の講演 総会の模様 開会には校歌斉唱
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○東管神奈川電機会総会の開催 

６月１３日（木）に熱海温泉湯宿一番地（熱海市）にて開催しました。 

 

○東光電気工事電機会総会の開催 

６月１４日（金）に東京千住キャンパスにて開催しました。 

 

集合写真 

新人会員の自己紹介 

宮下先生と教え子の草野氏のご挨拶 松村副会長のご挨拶 瀬尾副会長による乾杯

中締め 

平瀬会長のご挨拶 乾杯！ 橋場会員による恒例(?)のマジックショー 

集合写真 
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○短期大学縦の会総会を６月１５日（土）に千住キャンパスにて開催 

○あぶの会（建築学科同窓会：縦の会）総会を６月２２日（土）に千住キャンパスにて開催 

総会の模様 千葉氏が金田元学長の挨拶文を代読 

向芝常務理事のご挨拶 相原大学同窓会長のご挨拶 退任される前田会長のご挨拶 

総会後、本間教授の「人工心臓」講演 

懇親会にて 乾杯！ 集合写真 

目玉は「ザハ・ハディド国立競技場」講演 講演会の模様 

懇親会の模様 野崎理事のご挨拶 日建設計から講師をお招きしました 
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○教職校友会総会を６月２２日（土）に千住キャンパスにて開催 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

 学園情報  http://web.dendai.ac.jp/

○鳩山キャンパス恒例「子ども大学はとやま」を６月２２日（土）に開校！ 

土肥先生による「情報」の講演 総会の模様 加藤学園理事長のご挨拶 

学園報告：今野先生の教職課程報告 懇親会にて：豊田前会長の乾杯 各学部長ご挨拶：石川未来科学部長 

集合写真 

先生のお話を聞いて… 

また来てね！ 

やってみる！ 電子回路をつなげてみました 

テーマは「電子回路をさわって学ぼう」 講義が始まります…ワクワク 入学式：川井子ども大学長からご挨拶 
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○福富講師がＳＢＣ信越放送「らじカン」に出演！「THE SANKEI NEWS」に掲載！ 

 

理工学部共通教育群の福富信也講師が、６月１１日（火）放送

のＳＢＣ信越放送ラジオ「らじカン」に出演しました。 

また、６月１５日（土）の「THE SANKEI NEWS」に「脱トップダウン

思考」の著者として掲載され、令和時代の組織のあり方として注目

されるビジネスシーンやスポーツにおける組織づくりについてコメント

しています。 

 

詳細はこちら（ボタンをクリック） 

「らじカン」 

「THE SANKEI NEWS」 

 

○学園広報誌「ＴＤＵ Ａｇｏｒａ」第２２号の発行 

 

学園広報誌「TDU Agora」第２２号が発行となりました。今回の特集は、

「ケンブリッジ大学ホマートン校講師による模擬講義」「豊島岡女子学園との

協定締結 ～中高大連携の発展を目指す～」になります。ぜひ下記のボタ

ンよりお進みください。 

 

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 

 

らじカン ＨＰ ＳＡＮＫＥＩ ＮＥＷＳ 

福富信也 講師 
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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寄付感謝の集い』 開催 

令和元年６月１５日（土）に東京千住キャンパスに

おいて、『学校法人東京電機大学サポート募金寄

付感謝の集い』を開催し、１０９名の方々にご出席

いただきました。当日は具体的な実施事業の概要

及びサポート募金により実施した海外留学やクラブ

活動について、学生よりご報告させていただきまし

た。 

インターネット利用の募金

寄付のご報告/Web 芳名帳・事業報告

【ご案内】校友会神奈川県支部公開講演会を開催します 

本学先端機械工学科の三井和幸教授をお招きして公開講演

会「新開発の機能性材料(EAM)によるリハビリ・トレーニングシステ

ム」を開催します。

三井和幸教授と学生達によって開発された「EAM ブレーキデ

バイス」は、藤倉化成(株)の新製品「RoboChemia® GS Knee(ロボ

ケミア・ジーエス・ニー)」に採用されています。

日時 ： 令和元年７月２０日（土） １４:００～１５:３０ 

会場 ： かながわ県民センター ２階ホール 

横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－２ 

【ご案内】東京電機大学技術士会研修見学会を開催します 

立川市にある防衛装備庁航空装備研究所を見学します。ご希

望の方は、氏名・年齢・メールアドレス・住所・携帯電話番号・技術

士会会員の有無を記載の上、下記アドレスにお申し込みください。 

日時 ： 令和元年１０月１１日（金）１３：３０～１６：３０ 

見学 ： 防衛装備庁 航空装備研究所 

申込 ： kouyu-g@jim.dendai.ac.jp 

締切 ： ９月１３日（金）締切 先着２０名 

備考 ： 当日は身分確認ができるものを持参 

ロボケミア・ジーエス・ニー
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 電機学校同窓会  http://www.tdu-koyu.com/ecr-doso/

【ご案内】令和元年度見学研修会を開催します 

 

今年も見学研修会を開催します。興味のある方

は校友会事務局までお問い合わせください。募集

は、定員の４０名になり次第終了です。 

 

日時 ： 令和元年９月２８日（土） 

見学 ： 足利学校、藪塚温泉（入浴可） 

費用 ： ４，０００円 

集合 ： ７：５０に東京千住キャンパス前 

備考 ： 欠席・キャンセルは、キャンセル料が発生することがあります 

 

 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-reports2018/ 

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 

 

次回発行は令和元年９月１１日を予定しています 

 

【編集長より】 

７月に入っても東京千住キャンパスのまわりでは、気温が２０度代前半という涼しい日々が続いてい

て、このまま夏は来るのだろうかと気分が滅入ってしまいます。そんな小職とは対照的に校友会会員の

方々の活動は活発で、今回のメールマガジンでも紹介したように、地方支部総会や縦の会などが各地

で開催され、皆さんのお元気さから、小職もエネルギーをもらい、滅入った気分も解消できそうな気が

してきました。 

このメールマガジンも、東京電機大学のお盆休みの影響も有り、来月はお休みしますが、９月から

は、読者の皆様に支えられて、いよいよ４年目に突入します。これからも校友会会員の皆様への情報

提供の場となるよう、校友会事務局の方々とともに、より一層努力して参りますので、本メールマガジン

を宜しくお願い致します。では、次回をお楽しみに！ 

昨年度の模様 リニア見学センターにて 
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