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１．議事 
 (1) 本部関係 

① 2019年度 東北大学電気系同窓会本部 事業報告 
② 2019年度 東北大学電気系同窓会本部 会計報告 
③ 2020年度 東北大学電気系同窓会本部 事業計画（案） 
④ 2020年度 東北大学電気系同窓会本部 会計予算（案） 
⑤ 2021年度 東北大学電気系同窓会本部 役員選出（案） 

 

2．参考資料 
     2020年度 東北大学電気系同窓会本部・支部役員紹介 

 
 

 

  



2019年度 東北大学電気系同窓会本部 事業報告 
 

総会・東京支部総会 
日時 2019年 9月 6日 (金) 17:00～20:30 
場所 学士会館 本館 
内容 第一部 総会 

※特別講演 
「東芝における「音声合成技術実用化」と東北大学の「人工知能エレクトロニクス」卓越プログラム」 

    東北大学工学部電子情報システム・応物系 人工知能エレクトロニクス卓越大学院 
      特任教授 赤嶺政巳 様 

  第二部 懇親会 
対象者 東北大学電気系同窓生全員 
参加費 卒業年により以下 (最終学歴卒業年、社会人博士は除く) 
  2018年以降          0円 
  1969年以前、2015年～2017年    3,000円 
  1970年～2014年       5,000円 

役員会 
第１回 2019年 6月 1日 (土) 15:00～17:00 (東京八重洲ホール) 
第２回 2019年 8月 3日 (土) 15:00～17:00 (東京八重洲ホール) 
第 3回 2020年 2月 7日 (金) 15:00～17:00 (通研) 

東北大学 電気・情報 東京フォーラム 2019 
日時 2019年 11月 26日 (木) 10:30～19:00 
場所 学術総合センター 
テーマ 「Society5.0 を支える IoT技術」 
主催 東北大学電気通信研究所 
共催 東北大学電気・情報系、“電気・情報未来戦略―２１世紀を拓く情報エレクトロニクスー“懇談会 
後援 内閣府、総務省、文部科学省、東北大学電気系同窓会、東北大学萩友会 

同窓会便りの発行 
同窓会便り第 50号を 2020年 1月末に発行し、会員に送付すると共に、 
ウェブページ http://www.ecei.tohoku.ac.jp/dousokai/tayori/50.html に掲載。 

新入会員歓迎会 
   2020年 3月 25日 (水) に予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止し、会長・副会長

名の祝辞・歓迎の辞と弁当を配布 
  

議案① 



2019年度 東北大学電気系同窓会本部 会計報告 
 

会計年月 平成 31年 4月 1日 ～ 令和 2年 3月 31日 
 

収入 （単位：円） 支出 （単位：円） 

会費（注 1） 3,804,641 総会案内状印刷，送料 1,291,174 

新入会員入会金等（注 2） 421,450 同窓会便り印刷，送料 1,005,297 

預金利息 19 会員データ管理費，謝金 200,000 
  総会 負担金 500,000 
  役員会会合費 54,847 
  東京支部各種交流会 負担金 108,537 
  東北支部総会 負担金 0 
  新入会員歓迎会 負担金 481,408 
  郵送料（受取人払），振込手数料 91,724 

    

単年度収入合計 4,226,110 単年度支出合計 3,733,987 

前期繰越金 14,600,734 次期繰越金 15,092,857 

収入合計 18,826,844 支出合計 18,826,844 
    

（注 1）H30年度：4,171,722円 

（注 2）H30年度：519,750円 

 

 

 
  

議案② 



2020年度 東北大学電気系同窓会本部 事業計画（案） 
 

総会・東京支部総会 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催中止。 

役員会 
第１回 2020年 5月 23日 (土) 15:00～17:00 (Web開催) 
第２回 2020年 8月 1日 (土) 15:00～17:00 (Web開催) 
第 3回 2021年 2月 5日 (金) 15:00～17:00 (場所：通研（注１）) 

（注 1）新型コロナウイルスの状況に応じて、オンライン開催 

東北大学 電気・情報 産学官フォーラム 2020 
オンラインでの開催を検討中。 

同窓会便りの発行 
同窓会便り第 51号を 2021年 1月末に発行し、会員に送付すると共に、 
ウェブページ http://www.ecei.tohoku.ac.jp/dousokai/tayori/51.html に掲載。 

新入会員歓迎会 
未定。 

 
 

議案③ 



2020年度 東北大学電気系同窓会本部 会計予算（案） 
 

会計年月 令和 2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月 31日 

 

収入 （単位：円） 支出 （単位：円） 

会費（注 1） 4,200,000 総会案内状印刷，送料（注 3） 1,500,000 

新入会員入会金等（注 2） 550,000 同窓会便り印刷，送料（注 4） 1,200,000 

預金利息 0 会員データ管理費，謝金 340,000 

  総会 負担金 0 
  役員会会合費 60,000 
  東京支部各種交流会 負担金 0 
  東北支部総会 負担金 100,000 
  新入会員歓迎会 負担金 1,000,000 
  郵送料（受取人払），振込手数料 100,000 

  その他（慶弔費・事務費等） 10,000 

単年度収入合計 4,750,000 単年度支出合計 4,310,000 
前期繰越金 15,092,857 次期繰越金 15,532,857 

収入合計 19,842,857 支出合計 19,842,857 
    

（注 1）H31年度：3,804,642円, H30年度：4,156,722円，H29年度：4,121,640円 
（注 2）H31年度：421,450円，H30年度：519,750円，H29年度：558,000円 
（注 3）H31年度：1,291,174円，H30年度：1,577,861円，H29年度：1,130,116円 
（注 4）H31年度：1,005,297円，H30年度：975,175円，H29年度：1,192,388円 

 
 

 
 
 

  

議案④ 



2021年度 東北大学電気系同窓会本部 役員選出（案） 
 

 2021年度本部役員 (案) 参考：2020年度本部役員 

会
長 

小野寺 正 (電昭 45)   〔2017年度就任〕 
KDDI株式会社 相談役  

同左 

副
会
長 

根元 義章 (通昭 43)   〔2017年度就任〕 
東北大学 名誉教授 
 

同左 

幹
事
︵
総
務
︶ 

山田 博仁 (子博昭 62)   〔2020年度就任〕 
東北大学 教授 
東北大学大学院工学研究科 通信工学専攻 
  

同左 

幹
事
︵
庶
務
︶ 

松浦 祐司 (通昭 63)              【新任】 
東北大学 教授 
東北大学大学院医工学研究科 
  

吉信 達夫           〔2019年度就任〕 
東北大学 教授 
東北大学大学院医工学研究科  

幹
事
︵
会
計
︶ 

石山 和志 (電昭 61)     〔2018年度就任〕 
東北大学 教授  
東北大学電気通信研究所 
  

同左 

幹
事
︵
会
報
︶ 

篠原 歩 (現教員)                【新任】 
東北大学 教授 
東北大学大学院情報科学研究科 
  

大町 真一郎           〔2019年度就任〕 
東北大学 教授 
東北大学大学院工学研究科 通信工学専攻  

  

議案⑤ 



2020年度 東北大学電気系同窓会本部・支部役員紹介 

本部    
会長  小野寺 正  (電昭 45)  KDDI株式会社 相談役 
副会長 根元 義章 (通昭 43) 東北大学 名誉教授 
幹事(総務)   山田 博仁 (子博昭 62) 東北大学大学院工学研究科 通信工学専攻 教授 
幹事(庶務)   吉信 達夫 (現教員) 東北大学大学院医工学研究科 教授 
幹事(会計)   石山 和志 (電昭 61) 東北大学電気通信研究所 教授  
幹事(会報)   大町真一郎  (情昭 63) 東北大学大学院工学研究科 通信工学専攻 教授 
北海道支部    
支部長  泉 高明  (通昭 53) ほくでん情報テクノロジー(株)  
幹事   葛西達也  (情平 22) 北海道電力ネットワーク（株） 
東北支部    
支部長  曽根 秀昭 (電通修昭 55) 東北大学サイバーサイエンスセンター 教授 
幹事   高橋 和貴 (子博平 18.9) 東北大学大学院工学研究科 電気エネルギーシステム専攻 准教授 
幹事   亀田 卓 (子博平 13.9) 東北大学電気通信研究所 准教授 
東京支部    
支部長    酒井 瑞洋 (子平 02) 株式会社日立製作所 
副支部長   桜田 新哉 (理物昭63)  株式会社東芝 
幹事     植松 裕 (子平 08) 株式会社日立製作所 
副幹事    竹尾 昭彦 (通平 05) 東芝デバイス＆ストレージ株式会社 
幹事補佐   小澤 洋司 (電通平 15) 株式会社日立製作所 
幹事補佐  岡田 尚也 (電通平 22) 株式会社日立製作所 
副幹事補佐   関根 真弘 (情平 12) 株式会社東芝 
副幹事補佐 伊東 孝幸 (情平 20) 株式会社東芝 
東海支部 （2019年度）  
支部長   石井 隆一 (電昭 45) 古庄電機産業(株) ：退任予定 
幹事   清水 将一 (電昭 54) ＭＨＩエアロスペースシステムズ(株) 
幹事   森 正和 (子昭 48) 愛知工業大学 
幹事   吉住 直彦 (電平 06) 三菱重工業（株） 
幹事   西村 清彦   (電昭 53) 核融合科学研究所 
関西支部   
支部長   佐藤 裕之  (電昭 63) 三菱電機(株) 
幹事   日下 博也  (子修平 01) パナソニック(株) 
九州支部    
支部長   本田 崇 (電平 01)   九州工業大学 
幹事   本郷 賢和 (通昭 62)   九州電力(株) 
幹事   野海 茂昭 (通平 05)   メルコ・ディスプレイ・テクノロジー(株) 

 

 
 

 

参考資料 


