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2020年度 東北大学電気系同窓会東京支部 総会資料 

  

１．議事  

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

 

 

  



 
 

2019年度 東北大学電気系同窓会東京支部 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 (火) 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－”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 

若手交流会 
日時 2019年 12月 6日 (金) 18:30～20:40 (懇親会︓21:00～) 
場所 学士会館 本館 (懇親会︓学士会館付近の飲食店) 
参加企業 (順不同)富士通、KDDI、日立、NTT、沖電気、ソニー、東芝 

 
 

議案① 



 
 

2019年度 東北大学電気系同窓会東京支部 会計報告 
 

会計年月 2019年 4月 1日 ～ 2020年 3月 31日 

 
収入 (単位︓円) 支出 (単位︓円) 

前期繰越金 2,461,581   
総会会費 438,000 総会・懇親会 (注 2) 895,436 
総会本部負担 (注 1) 500,000 若手交流会 108,537 
若手交流会本部負担 108,537 若手交流会懇親会 (注 3) 52,000 
預金利息 18 役員交通費 88,760 
  文具、郵送料、振込手数料 4,140 
  次期繰越金 2,359,263 
収入合計 3,508,136 支出合計 3,508,136 
(注 1) 定額。 
(注 2) 総会特別講演における謝金および交通費、総会事務用品等運営費用を含む。 
(注 3) 若手交流会懇親会の費用は東京支部で負担。 
 

 
 

  

議案② 



 
 

2020年度 東北大学電気系同窓会東京支部 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 (オンライン開催) 
 第２回  2020年 8月 1日 (土) 15:00～17:00 (オンライン開催) 
 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。 

若手交流会 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催中止。 

議案③ 



 
 

2020年度 東北大学電気系同窓会東京支部 会計予算（案） 
会計年月 2020年 4月 1日 ～ 2021年 3月 31日 

 
収入 (単位︓円) 支出 (単位︓円) 

総会会費 0 総会・懇親会 0 
同窓会本部負担 0 若手交流会 0 
若手交流会本部負担 0 若手交流会懇親会 0 
預金利息 17 文具、郵送料、振込手数料 3,000 
  役員交通費 198,000 
単年度収入合計 17 単年度支出合計 201,000 
前期繰越金 2,359,263 次期繰越金 2,158,280 
収入合計 2,359,280 支出合計 2,359,280 
 
 
 

 
《会計予算の考え方》 
① 新型コロナ影響で総会・若手交流会は開催中止として計上 
② その他は昨年度並みで計上 
③ 第 3回役員会分の役員交通費を往復 22,000*9名分を計上 

 
 
 
 
  

議案④ 



 
 

2021年度 東北大学電気系同窓会東京支部 役員選出（案） 

 2021年度東京支部役員 (案) 参考︓2020年度東京支部役員 

支
部
長 

桜田 新哉 (理物昭 63) 
株式会社東芝 

酒井 瑞洋 (子平 02) 
株式会社日立製作所 
 

副
支
部

 

菅原 英宗 (通 S62M) 
NTT コミュニケーションズ株式会社 

桜田 新哉 (理物昭 63) 
株式会社東芝 
 

幹
事 

竹尾 昭彦 (通平 05)  
東芝デバイス＆ストレージ株式会社 
 

植松 裕 (子平 08)  
株式会社日立製作所 
 

副
幹
事 

畠山 良平（情 H08M） 
東日本電信電話株式会社 
 
 

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 

関根 真弘 (情平 12)  
株式会社東芝 
 

小澤 洋司 (電通平 15) 
株式会社日立製作所 
 

伊東 孝幸 (情平 20)  
株式会社東芝 
 

岡田 尚也 (電通平 22) 
株式会社日立製作所 
 

副
幹
事
補
佐 

齋藤 一賢（子 H10M） 
日本電信電話株式会社 

関根 真弘 (情平 12)  
株式会社東芝 
 

小野 敦（通 H18M） 
NTT コミュニケーションズ株式会社 

伊東 孝幸 (情平 20)  
株式会社東芝 
 

 

議案⑤ 


