
東北大学電気系同窓会本部 2020年度 事業報告 

 

総会・東京支部総会 

１．概要 

2020 年度総会は、新型コロナ感染拡大防止のため、中止とした。 

総会議案は同窓会 Web ページに掲載し、議案への投票は葉書により実施した。投票結果は同窓会 Web

ページに掲載した。 

２．実施日程 

総会議案の掲載 2020 年 9 月 7 日(月)  

投票期間 2020 年 9 月 15 日(火) ～ 2020 年 10 月 23 日(金) 

結果の掲載 2020 年 10 月 30 日(金) 

３．議決結果 

 本部関連議案 5 件、東京支部関連議案 5 件は、全件承認された。 

４．議案、投票結果掲載 Web ページ 

• 総会議案 

o http://www.ecei.tohoku.ac.jp/dousokai/osirase/2020_soukai.html 

• 投票結果 

o http://www.ecei.tohoku.ac.jp/dousokai/osirase/pdf/20201030_kekka.pdf 

役員会 

第１回 2020 年 5 月 23 日 (土) 15:00～17:00 (オンライン会議) 

第２回 2020 年 8 月 1 日 (土) 15:00～17:00 (オンライン会議) 

臨時役員会 2020 年 10 月 24 日（土）15:00-16:00（オンライン会議） 

第 3 回 2021 年 2 月 6 日 (金) 15:00～17:00 (オンライン会議) 

東北大学 電気・情報 産学官フォーラム 2020 

日時 2020 年 11 月 12 日 (木) 14:00～17:10 

開催形式 オンライン開催 

テーマ 「新たな日常」を豊かにする電気情報技術 

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 52 号を 2022 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 

   2021 年 3 月 24 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 



東北大学電気系同窓会本部 令和２年度 会計報告(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） 3,978,716 総会案内状印刷，送料 1,672,059 

新入会員入会金等（注 2） 0 同窓会便り印刷，送料 978,409 

預金利息 17 会員データ管理費，謝金 409,450 

  総会 負担金 0 

  役員会会合費 0 

  東京支部各種交流会 負担金 0 

  東北支部総会 負担金 0 

  新入会員歓迎会 負担金 0 

  郵送料（受取人払），振込手数料 110,701 

    

単年度収入合計 3,978,110 単年度支出合計 3,170,619 

前期繰越金 15,092,857 次期繰越金 15,900,971 

収入合計 19,071,590 支出合計 
19,071,59

0 
    

（注 1）R1 年度：3,804,641 円 

（注 2）R1 年度：421,450 円 

 

 

 

  

議案② 



東北大学電気系同窓会本部 2021年度 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中止。総会議案をホームページに掲載し、郵便による議決を実施

する。 

役員会 

第１回 2021 年 5 月 22 日 (土) 15:00～17:00 (場所：オンライン会議) 

第２回 2021 年 7 月 17 日 (土) 15:00～17:00 (場所：オンライン会議) 

第 3 回 2022 年 2 月 4 日 (金) 15:00～17:00 (場所：通研 or オンライン会議) 

東北大学 電気・情報 産学官フォーラム 2021 

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 52 号を 2022 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/52.html に掲載。 

新入会員歓迎会 

未定。 

 

 

議案③ 



東北大学電気系同窓会本部 令和3年度 会計予算(案) 

 

会計年月 令和３年4月1日 ～ 令和４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） 1,300,000 

新入会員入会金等（注

2） 

550,000 同窓会便り印刷，送料（注 4） 1,100,000 

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 4,010,000 

前期繰越金 15,900,971 次期繰越金 16,640,971 

収入合計 20,650,971 支出合計 20,650,971 
    

（注 1）R2 年度：3,978,716 円, H31 年度：3,804,642 円, H30 年度：4,156,722 円 

（注 2）R2 年度：  0 円, H31 年度：421,450 円，H30 年度：519,750 円 

（注 3）R2 年度：1,672,059 円, H31 年度：1,291,174 円，H30 年度：1,577,861 円 

（注 4）R2 年度：978,409 円, H31 年度：1,005,297 円，H30 年度：975,175 円 

 

 

  

議案④ 



2022年度 東北大学電気系同窓会本部役員（案） 

 

 2022 年度本部役員 (案) 参考：2021 年度本部役員 

会
長 

小野寺 正 (電昭 45)   〔2017 年度就任〕  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
） 

津田 理 

東北大学 教授 

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 

                            

山田 博仁          〔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 

  

幹
事
（
庶

務
） 

松浦 祐司 (通昭 63)       〔2021 年度就任〕 

東北大学 教授 

東北大学大学院医工学研究科 

  

同左 

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)         〔2021 年度就任〕 

東北大学 教授 

東北大学大学院情報科学研究科 

  

同左 

  

議案⑤ 



2021年度 東北大学電気系同窓会役員 

本部    

会長  小野寺 正  (電昭 45)   

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)   松浦 祐司 (通昭 63) 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)   篠原 歩  (現教員) 東北大学大学院情報科学研究科 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(株) 

東北支部    

支部長  泉田 融 (電昭 58) 東北電力株式会社 常務執行役員 

幹事   宮本浩一郎 (子平 14) 東北大学大学院情工学研究科 電子工学専攻 准教授 

幹事   片野 諭 (現教官) 東北大学電気通信研究所 准教授 

東京支部    

支部長    桜田 新哉 (理物昭 63) 株式会社東芝 

副支部長   菅原 英宗 (通昭 62M) NTT コミュニケーションズ 

幹事     竹尾 昭彦 (通平 05) 東芝デバイス＆ストレージ株式会社 

副幹事    畠山 良平 (情平 08) NTT 東日本 

幹事補佐   関根 真弘 (情平 12) 株式会社東芝 

幹事補佐  山田 啓壽 (子平 19) 株式会社東芝 

副幹事補佐   齋藤 一賢 (子平 10) NTT 

副幹事補佐 小野 敦 (通平 18) NTT コミュニケーションズ 

東海支部    

支部長   石井 隆一 (電昭 45) 古庄電機産業(株)  

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   大林 幹生 (子平 9) トヨタ自動車(株) 

幹事   財満 鎮明 (子昭 52) 名古屋大学 

幹事   森 正和   (子昭 48) 愛知工業大学   

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 

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 


