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平成 30 年度 豊橋技術科学大学同窓会 定例総会 議事次第 

日 時： 平成 30 年 8 月 25 日（土）17:15～ 

場 所： 豊橋技科大駅前サテライトオフィス（豊橋市松葉町 2丁目 10 番地） 
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 委任状集計結果     【資料番号 30TS-02】 

 平成 29 年度事業報告     【資料番号 30TS-03】 

 平成 29 年度めざましごはんプレミアムマンデー実施報告 【資料番号 30TS-04】 

 平成 30 年度事業計画     【資料番号 30TS-05】 

 平成 30 年度学長・同窓会懇談会概要   【資料番号 30TS-06】 

 平成 30 年度めざましごはんプレミアムマンデー実施報告 【資料番号 30TS-07】 

 平成 29 年度決算報告     【資料番号 30TS-08】 

 平成 30 年度予算案     【資料番号 30TS-09】 

 卒業生情報管理システム導入に向けた大学との連携協力 【資料番号 30TS-10】 

 

【議 題】 

1． 報告事項 

1.1. 平成 28 年度事業報告 

2. 審議事項 

2.1. 平成 29 年度事業計画 

2.2. 平成 28 年度決算報告＆平成 29 年度予算案 

2.3. 卒業生情報管理システム導入に向けた大学との連携協力について 

3. その他 

 



【資料番号：30TS-00】 

平成 30 年度 豊橋技科大同窓会定例総会 出席予定者一覧 

（8/21(火)現在，順不同・敬称略） 

 

No. 氏名 出身系 懇親会※ 備考 

1 古野 志健男 電気・電子工学（旧 3）系 ○ 同窓会会長・議長

2 高嶋 孝明 情報工学（旧 4）系 ○ 同窓会顧問 

3 戸高 義一 生産システム工学（旧 2）系 × 同窓会副会長 

4 稲田 亮史 電気・電子工学（旧 3）系 ○ 同窓会副会長 

5 石井 克明 建設工学（旧 6）系 ×  

6 小野 全子 建設工学（旧 6）系 ○  

7 滝川 浩史 電気・電子工学（旧 3）系 ×  

8 若原 昭浩 電気・電子工学（旧 3）系 ○ 会計監査 

9 中尾 賢治 機械システム工学（旧 1）系 ○  

10 古賀 忠直 建設工学（旧 6）系 ×  

11 堂原 武美 生産システム工学（旧 2）系 ○  

12 中川 真 生産システム工学（旧 2）系 ○  

15 日名地 輝彦 生産システム工学（旧 2）系 ○  

13 坂井 尚貴 情報工学（旧 4）系 ○ 同窓会役員 

14 Tan Wai Kian 電気・電子情報工学（新 2）系 × 同窓会役員 

16 松本 幸大 建設工学（旧 6）系 ○ 同窓会役員 

17 山根 啓輔 電気・電子工学（旧 3）系 ○ 同窓会役員 

18 宮路 祐一 電気・電子情報工学（新 2）系 ○ 同窓会役員 

19 栗田 弘史 エコロジー工学（旧 8）系 × 同窓会役員 

20 山本 一公 情報工学（旧 4）系 ○ 同窓会役員 

21 小笠原 志津枝 物質工学（旧 5）系 ×  

22 蒲原 弘継 エコロジー工学（旧 8）系 × 同窓会役員 

23 松尾 良夫 物質工学（旧 5）系 ○ 総会途中参加 

24 安部 洋平 生産システム工学（旧 2）系 × 同窓会役員 

25 中村 純哉 知識情報工学（旧 7）系 × 同窓会役員 

26     

 

※懇親会情報 

日時：平成 30 年 8 月 25 日（土）19:00～（総会終了後） 

場所：居酒屋ダイニング てんくう 豊橋駅前店（https://r.gnavi.co.jp/e55ex9et0000/） 

会費：3,000 円（予定） 



【資料番号 30TS-01】

担　当 名前 出身系（卒修年） 現所属 電話番号 Eメールアドレス

会　長 古野　志健男 旧3系(1982) (株)SOKEN  0561-57-0404 shigeo_furuno@soken1.denso.co.jp

顧　問 高嶋　孝明 旧4系(1982) 本学国際協力センター 6936 takashima@icceed.ignite.tut.ac.jp

副会長 戸高　義一 旧2系(2002) 本学1系(旧2系) 6704 todaka@me.tut.ac.jp

副会長 稲田　亮史 旧3系(2001) 本学2系(旧3系) 6723 inada@ee.tut.ac.jp

関下　信正* 旧1系(1996) 本学1系(旧1系) 6687 seki@me.tut.ac.jp

戸高　義一 旧2系(2002) 本学1系(旧2系) 6704 todaka@me.tut.ac.jp

○安部　洋平* 旧2系(2005) 本学1系(旧2系) 6705 abe@me.tut.ac.jp

山田　基宏 旧2系(2006) 本学1系(旧2系) 7081 yamada@me.tut.ac.jp

田崎　良佑 旧2系(2011) 本学1系(旧2系) 5236 tasaki@me.tut.ac.jp

秋月　拓磨 旧2系(2012) 本学1系(旧2系) 5235 akiduki@me.tut.ac.jp

○稲田　亮史 旧3系(2001) 本学2系(旧3系) 6723 inada@ee.tut.ac.jp

河野　剛士 旧3系(2004) 本学2系(旧3系) 6746 kawano@ee.tut.ac.jp

山根　啓輔 旧3系(2011) 本学2系(旧3系) 6747 yamane@ee.tut.ac.jp

宮路　祐一 旧4系(2013) 本学2系(新2系) 6780 miyaji@ee.tut.ac.jp

坂井　尚樹 旧4系(2013) 本学2系(新2系) 6825 sakai@ee.tut.ac.jp

後藤　太一 旧3系(2011) 本学2系(旧3系) 6991 goto@ee.tut.ac.jp

川島　朋裕 新2系(2013) 本学2系（新2系） 6728 kawashima@ee.tut.ac.jp

山本　一公 旧4系(2000) 中部大学 0568-51-9479 yamamoto@cs.chubu.ac.jp

加藤　博明 旧7系(1998) 広島商船高専 0846-67-3084 kato@hiroshima-cmt.ac.jp

○中村　純哉* 新3系（2007)
本学情報メディア基盤

センター（旧7系）
6638 junya@imc.tut.ac.jp

佐藤　裕久* 旧5系(1988) 本学4系(旧5系) 6792 hsato@ens.tut.ac.jp

○栗田　弘史* 旧8系(2008) 本学4系(旧８系) 5802 kurita@ens.tut.ac.jp

○岡辺　拓巳* 旧6系（2003） 本学5系(旧6系) 6850 okabe@ace.tut.ac.jp

松本　幸大 旧6系（2004） 本学5系(旧6系) 6845 y-matsum@ace.tut.ac.jp

松尾　幸二郎 旧6系（2012） 本学5系(旧6系) 6864 k-matsuo@ace.tut.ac.jp

蒲原　弘継 旧8系(2010)
グローバル工学教育

推進機構
6923 kamahara@cir.ignite.tut.ac.jp

Tan Wai Kian 新2系（2014） 総合教育院 6800 tan@las.tut.ac.jp

○印は新系連絡担当者
＊印は旧系連絡担当者
卒修年：最終卒業修了年

新3系 会報

海外
支部

新4系
援助
活動

新5系 会計

豊橋技術科学大学同窓会　平成30年度役員一覧

新1系
HP/ML
名簿

新2系
事務局
総会・
役員会



【資料番号:30TS-02】

2018年8⽉21⽇現在

懇親会
出席 委任状 出席

旧1系 15 1 14 1
旧2系 21 5 16 3
旧3系 14 5 9 4
旧4系 12 3 9 3
旧5系 9 2 7 1
旧6系 16 4 12 2
旧7系 7 1 6 0
旧8系 1 1 0 0
新1系 0 0 0 0
新2系 8 2 6 1
新3系 3 0 3 0
新4系 2 1 1 0
新5系 2 0 2 0
合計 110 25 85 15

H30役員総数 25
役員出席者 14
役員委任状提出者 6
出席＋委任状合計 20
役員外会員出席者 11

出⽋回答時の同窓⽣からのコメント等

定例総会議事次第の「技科⼤祭」の「祭」に、4箇所の誤字がありますので、念のためお知らせいたし
ます。

同窓会の運営は、何かとご苦労も多いと思いますが、これからもこのような良い運営を続けていってく
ださい。よろしくお願いします。

出⽋連絡もWEBになって、はがきのイメージ残しつつ、良いね︕

調整してみますが、出席はちょっと困難と思います。ご迷惑をおかけしますが、宜しくお願いいたしま
す。

平成30年度 豊橋技術科学⼤学 定例総会 出⽋・委任状集計結果

HP総会のトップページ︓25⽇（⽇）になっています。OG会についてもHPでご案内いただけますと幸
いです。

回答数
総会

次回から時刻をもう少し早めていただけると幸いです。（遠⽅なので） また、開催時期も暑い時期を
避ける事は可能ですか︖

学部中退等の場合、修了(卒業)を当然の前提とした（総会出⽋回答）フォーマットだと当て嵌まる箇所
が在りません。お⼿数掛けて恐縮ですが、御対応宜しくお願い申し上げます。

学年の同窓会のため名簿をいただきたくお願いしております。IDを忘れてしまったので、ご連絡をお待
ちしている状態です。宜しくお願いいたします。

出⾝系



【資料番号：30TS-03】 

豊橋技術科学大学同窓会 平成 29 年度事業報告 
 

豊橋技術科学大学同窓会事務局 
 

1 定例役員会の開催 
平成 29 年度に計 4 回の定例役員会を開催した。開催日と主な議題は以下の通り。 
[1] 第 1 回定例役員会 平成 29 年 5 月 28 日 @豊橋駅前サテライトオフィス 

役員名簿確認及び役割分担，事業報告・事業計画，決算・予算，総会準備，OG ネットワークの構築

及び活用，大学食堂朝食「めざましごはん」支援の提案，Web 名簿システム管理 
[2] 第 2 回定例役員会 平成 29 年 11 月 10 日 @C 棟 402 会議室 

OG 会キックオフイベント企画内容，同窓会 Web 名簿システム登録情報の収集に係る作業，同窓会

マレーシア支部支部長の来日（留学生懇談会），大学食堂朝食「めざましごはん」支援内容検討，同

窓会入会案内書類の作成，役員手当 
[3] 第 3 回定例役員会 平成 30 年 2 月 19 日 @C 棟 402 会議室 

同窓会会長賞表彰者，同窓会報 No.36 作成状況，OG 会（豊彩会）キックオフイベント準備状況， 

平成 29 年度卒業・修了生の住所登録，筑波技術大学同窓会アンケートへの対応，大学食堂朝食

「めざましごはんプレミアムマンデー」支援実施状況 
[4] 第 4 回定例役員会（メール持ち回り） 平成 30 年 2 月 27 日～3 月 5 日 

次年度の大学食堂朝食「めざましごはんプレミアムマンデー」支援の継続可否 
 

2 Web 名簿システムの運用 
3 年前より運用している Web 名簿システムに関して，新会員の登録・ID/Password 発行，案内等の返送情

報に基づく登録情報の更新，既登録会員の情報追加修正，会員登録方法・本人確認などの問合せ対応，

同窓会・大学からの一斉メール通知，名簿情報提供用データの作成等を行った。システム管理・運用業務

については，予算措置を行い事務補佐員 1 名に作業担当を依頼した。また，名簿登録情報収集の拡充に

向けて，平成 29 年 12 月に有効な会員住所宛に ID/パスワード通知書を再送付した。 
 

3 大西学長との懇談会の開催 
平成 29 年 6 月 27 日に華乃井テラスにて大西学長，井上理事・副学長，神野理事，児島事務局長，本会

の古野会長，高嶋顧問，稲田副会長との懇談を行った。同窓会より開学 40 周年記念事業，平成 29 年度

事業計画について説明を行い，大学－同窓会との連携（Web 名簿システム管理・運用，海外同窓会、大学

食堂朝食（めざましごはん）経費の一部支援）に関する意見交換を行った。 
 

4 定例総会の開催 
平成 29 年 7 月 23 日（日）に，豊橋駅前サテライトオフィスにて定例総会を開催し，平成 28 年度の事業報

告および収支決算報告，ならびに平成 29 年度の事業計画および収支予算案，新規実施事業（大学食堂

朝食「めざましご飯」支援，OG ネットワークの構築と活用）の内容について議論し、承認を得た。 
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5 同窓会会長賞の授与 

卒業記念パーティー冒頭に，古野会長より本学大学院に進学予定の学部 4 年次成績優秀者 19 名（1 系 6
名，2 系 4 名，3 系 4 名，4 系 3 名，5 系 2 名）に賞状＋副賞（商品券 2 万円）を授与した。平成 29 年 12
月に 1～5 系の系長に古野会長から依頼し、各系から受賞学生を選出いただいた。 
なお、受賞学生からは「光栄，励みになった」「副賞が有り難い」等のコメントがあった。 

 

6 OG 会（豊彩会）の立ち上げ及びキックオフイベントの開催 
OG ネットワークの活用に向けて，同窓会 Web 名簿システムの登録情報を元に，本学 OG の名簿情報を

整備した。また，OG 会を「豊彩会」と命名し，本学男女共同産学推進本部の共催の下，平成 30 年 3 月 13
日に本学図書館 1 階にてキックオフイベントを開催した。同イベントでは，下記 2 名の講師（うち 1 名は本学

OG）を招きご講演いただいた（写真）。また，平成 30 年 3 月 10 日放送の FM 豊橋「天白の城ギカダイ」に

て，豊彩会の発足・キックオフイベントの開催を中心に本学同窓会活動の PR を行った。 
 

○ 木野島 光美 氏 （（株）グランデイメモリー代表取締役，元 NHK 衛星放送キャスター） 
「企業でのコミュニケーション力とマナーについて」 

 

○ 山下 礼子 氏 （（株）マイクロ・シー・エー・デー 製造ソリューション事業部室長，電気・電子工学課程

卒業生） 
「企業でのワークライフバランスとキャリアアップ」 

 

  
 

7 同窓会報 No.35 の作成・発行 
同窓会報 No.35 を作成し，平成 30 年 3 月に発行した。同窓会 HP（http://www.alumni.tut.jp/）にて会報の

電子版を閲覧可能としている。 
会報発行に関する周知連絡は，Web 名簿システムを介したメール一斉送信にて行った。 
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8 学生課外活動支援 
学生課学生係と連携して課外活動支援を実施した。6 月中旬に各課外活動団体より提出された申請書に

ついて学生課との協議を行い，7 月末に支援 18 団体を下記の通り決定した。援助額は同窓会分 50 万円

（全体：300 万円）。同窓会報 No.35 に，各団体の活動内容報告・謝辞を掲載している。 
 

＜支援団体＞ 
ラグビー部，バドミントン部，硬式野球部，軟式野球部，空手道部，水泳部，弓道部，軽音楽部， 
JAZZ 研究会，アカペラサークル J.U.S.T，ロボコン同好会，自動車研究部，おちゃのかい，総合文化部 
模型部，ダンスサークル，ジャグリングサークルじゃぐだらりん，技科大祭実行委員会 

 

9 卒業記念パーティー開催 
平成 29 年 3 月 23 日にアイプラザ豊橋にて行われた大学院修了式・学部卒業式後に，大学学生食堂に

おいて学友会との共催で卒業記念パーティーを開催した。1 月に学友会からの開催費支援の申請があり，

例年通り 25 万円を支援した。記念パーティーには，古野会長，高嶋顧問，稲田副会長，安部准教授，蒲原

助教が出席した。 
 

10 同窓生懇親会／パーティー支援 
同窓生からの申し出に基づき，下記 14 件の懇親会／パーティーに関して総額 742,000 円を支援した。 
詳細は以下の通り（イベント名称，開催年月日，支援金の順に記載）。 
 

① 材料機能制御研究室 同窓会 2,000 円×19 人 = 38,000 円 
② 豊橋技術科学大学建設工学課程第 1 期還暦同窓会 2,000 円×19 人 = 38,000 円 
③ 第 8 回雲雀会（トヨタ自動車勤務 同窓会） 2,000 円×50 人 = 100,000 円 
④ 平成 29 年度同窓会定例総会出席者懇親会 2,000 円×12 人 = 24,000 円 
⑤ 藤江先生ご退職記念パーティー 2,000 円×33 人 = 66,000 円 
⑥ 森研究室同窓会 2,000 円×24 人 = 48,000 円 
⑦ 海岸工学研究室同窓会 2,000 円×20 人 = 40,000 円 
⑧ 電気電子・情報工学系 第一期生 還暦同窓会 2,000 円×24 人 = 48,000 円 
⑨ 計測システム研究室同窓会 2,000 円×27 人 = 54,000 円 
⑩ 豊橋技術科学大学バレーボール部 OB 会 2,000 円×9 人 = 18,000 円 
⑪ 豊橋技術科学大学関西支部同窓会 2,000 円×12 人 = 24,000 円 
⑫ 石田先生の還暦を祝う会 2,000 円×17 人 = 34,000 円 
⑬ 増山繁教授 退職記念パーティー 2,000 円×21 人 = 42,000 円 
⑭ 寺嶋一彦先生 定年退職記念祝賀会 2,000 円×84 人 = 168,000 円 
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11 大学食堂「めざましごはんプレミアムマンデー」経費支援 
平成 30 年 1 月～2 月の毎週月曜日の朝食について，総額 120,000 円を支援した。通常のメニューに追加

するサービス内容（パン/ライス選択可，コーヒー一杯無料，デザート・小鉢一杯無料，等）については，大西

学長，学生課，大学食堂業者（日本ゼネラルフード株式会社）と議論し決定した。また、平成 30 年 3 月 10
日放送の FM 豊橋「天白の城ギカダイ」にて，同支援に関する PR を行った。 
前年度（平成 29 年）1～2 月における月曜日朝食利用者数を比較して明らかな利用者数の増加が見られ、

サービス内容に関するアンケート結果も概ね好評であった（資料 30TS-04 参照）。 
 

12 海外同窓会活動（マレーシア支部） 
平成 29 年 8 月 5 日に本学ペナン校にて、「TUT 卒業生との研究ネットワーク・ワークショップ」を開催し，本

学及びマレーシアの大学に勤めている同窓生との共同研究に係る議論を行った。同窓生 10 名と本学の教

員７名が出席した。同日午後には「TUTマレーシア海外同窓生会議」を開催し（写真上），同窓会マレーシア

支部の活動状況と本学の最近の状況（GAC コース，図書館改修等）を共有した。 
平成 30 年 3 月 2 日に、マレーシア支部会長 Mr. Zaba bin Youn（1990 年卒業）と同窓生 Ms. Khalsom 
Mohd. Ali（1990 年卒業）が来学し，本学留学生との面談及び大学見学を行い、留学生懇談会に出席した

（写真下）。 
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平成 29 年度めざましごはんプレミアムマンデー実施報告（平成 30 年 1～2 月） 

（平成 30 年 5 月大学定例記者会見資料より抜粋） 
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豊橋技術科学大学同窓会 平成 30 年度事業計画 

 

豊橋技術科学大学同窓会事務局 

 

1 Web 名簿システムの管理・運用 

会員向け Web 名簿システムを継続して管理・運用する。同窓生の登録情報の更新，同窓生による懇親会

等の開催案内周知のサポート，大学からのニュース（広報誌天伯，TUT Research 発行等）の定期配信を

行う。また、大学で導入を計画している「卒業生情報管理システム」について、卒業生連携室と連携・協力し

て必要な作業（保有個人情報の相互提供に関する協定の策定、等）を進める。 

システムの維持・管理費（54 万円/年）と、管理業務を行う事務補佐員の人件費（2.5 万円/月，30 万円/年）

に対する予算措置を行う（予算での審議）。 

 

2 定例役員会の開催 

役員会は年 4 回開催予定である。第 1 回は平成 30 年 5 月 30 日（水）に開催した。第 2～4 回の役員会日

程は，別途調整する。 

 

3 学長懇談会の開催 

平成 30 年 8 月 1 日に、学長・執行部との懇談会を実施した。執行部からは大西学長，大貝理事・副学長，

寺嶋理事・副学長，児島事務局長、同窓会からは古野会長，高嶋顧問，戸高副会長、稲田副会長が出席

した。平成 29 年度に同窓会で実施した大学支援・連携に係る活動報告と平成 30 年度の活動計画を説明

し，大学で導入を計画している「卒業生情報管理システム」に係る同窓会との協力や、導入に先立ち必要と

なる卒業生連携室との連携・協力（保有個人情報の相互提供に関する協定の策定、等）の進め方について，

意見交換を行った。 

（懇談会概要は資料 30TS-06 を参照のこと） 

 

4 定例総会の開催 

平成 30 年 8 月 25 日（土）17 時 15 分から豊橋駅前サテライトオフィスにて定例総会を開催する。平成 29

年度の事業報告及び決算報告，ならびに平成 30 年度の事業計画及び予算案の審議を行う。 

 

5 同窓会報 No.36 の発行 

会報 No.36 を作成・発行する。 

 

6 同窓会会長賞の授与 

本学大学院に進学予定の学部 4 年次成績優秀者 19 名（1 系 6 名，2 系 4 名，3 系 4 名，4 系 3 名，5 系

2 名）に，同窓会会長賞として賞状＋副賞（商品券 2 万円）を授与する（予算での審議）。表彰学生の選出

は各系に一任する。 
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7 学生課外活動支援 

前年度と同様，学生課学生係と連携して課外活動支援を実施する。学生係と協議して、下記 15 団体に支

援を行うことを決定している。支援経費として 50 万円を計上している（予算での審議）。 

＜支援団体＞

硬式野球部，バドミントン部，空手道部，水泳部，弓道部，吹奏楽団，JAZZ 研究会， 

アカペラサークル J.U.S.T，ロボコン同好会，自動車研究部，おちゃのかい，模型部，技科大祭実行委員会，

留学生スポーツクラブ，豊橋日曜学校

8 卒業記念パーティーの開催 

例年通り開催する予定で，援助額もこれまでと同様 25 万円を計上する（予算での審議）。なお，今年度の

卒業式・修了式は 2018 年 3 月 22 日（金）の予定で，パーティー冒頭で同窓会会長賞の授与式を行う。 

9 懇親会／パーティー援助 

前年度と同様，同窓生からの申し出に基づき支援を実施する。支援経費として 100 万円を計上している（予

算での審議）。

10 大学食堂「めざましごはんプレミアムマンデー」経費支援 

大学食堂の朝食「めざましごはんプレミアムマンデー」について，5 月以降の講義開講期間における毎週月

曜日の朝食費用の一部を同窓会から支援する。1 食 400 円のうち 200 円を支援し，200 円で 100 食の提

供を行う予定。本支援に必要な予算措置（月 8 万円程度×8 ヶ月（5, 6, 7、10, 11, 12, 1, 2 月） = 64 万円）

を行う（予算での審議）。

（平成 29・30 年度の 4～6 月における毎週月曜日の朝食利用状況は資料 30TS-07 を参照のこと） 

11 各系・海外同窓会・豊彩会（OG 会）等での活動 

各系，海外同窓会および豊彩会等での活動を行う。既に実施済み，あるいは実施が確定している活動は

下記の通り。これらの活動に必要な予算措置（100 万円）を行う（予算での審議）。 

＜豊彩会＞

平成 30 年 6 月 7 日（木）に本学男女共同参画推進室との共催で。学長－本学女子学生懇談会を開催し

た。24 名の女子学生が参加し，記念品としてソーイングセットを配布した。また，10 月に男女共同参画推進

室との共催でキャリア講演会を開催する（本学女子学生からのリクエストによる）。

日時： 平成 30 年 10 月 4 日（木）14：40～15:40 

場所： 豊橋技術科学大学附属図書館１Ｆマルチプラザ

講師： 永田 麻子 氏 （（株）デンソー）

　「頑張っていれば、きっと！～あきらめずに頑張るコツ～」

＜海外同窓会＞

各支部での活動は検討中。
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豊橋技術科学大学 学長－同窓会懇談会 概要 

 

日時：   平成 30 年 8 月 1 日（水）18:30～21:00 

場所：   華乃井テラス 

出席者： 【大学執行部】 大西学長，大貝理事・副学長，寺嶋理事・副学長，児島事務局長 

【同窓会】 古野会長，高嶋顧問（本学グローバル工学教育推進機構教授）， 

戸高副会長（本学 1 系教授），稲田副会長（本学 2 系准教授） 

 

1． 古野同窓会会長挨拶 

2． 平成 29 年度同窓会活動報告（大学支援・連携関係） 

稲田副会長より，昨年度の活動報告のうち大学支援・連携関係の活動を中心に説明。 

 課外活動支援 

学生課学生係と連携して課外活動援助を実施した。6 月中旬に申請書を集め，7 月末に支援団体（18

団体）を決定した。同窓会からは活動経費支援として 50 万円を助成した。同窓会報 No.35 に，各団体

の活動内容報告・謝辞を掲載している。 

＜支援団体＞ 

ラグビー部，バドミントン部，硬式野球部，軟式野球部，空手道部，水泳部，弓道部，軽音楽部， 

JAZZ 研究会，アカペラサークル J.U.S.T，ロボコン同好会，自動車研究部，おちゃのかい， 

総合文化部，模型部，ダンスサークル，ジャグリングサークルじゃぐだらりん，技科大祭実行委員会 

 「豊彩会（OG 会）」発足およびキックオフイベント開催（主催：同窓会，共催：男女共同参画室） 

OG ネットワークの活用に向けて，同窓会 Web 名簿システムの登録情報を元に，本学 OG の名簿情報

を整備した。また，OG 会を「豊彩会」と命名し，本学男女共同産学推進本部の共催の下，平成 30 年 3

月 13 日に本学図書館 1 階にてキックオフイベントを開催し，下記 2 名の講師（うち 1 名は本学 OG）を

招きご講演いただいた。また，平成 30 年 3 月 10 日（土）放送の FM 豊橋「天白の城ギカダイ」にて，豊

彩会の発足・キックオフイベントの開催を中心に本学同窓会活動の PR を行った。 

木野島 光美 氏 （（株）グランデイメモリー代表取締役，元 NHK 衛星放送キャスター） 

「企業でのコミュニケーション力とマナーについて」 

山下 礼子 氏 （（株）マイクロ・シー・エー・デー 製造ソリューション事業部室長，本学旧電気・電子工

学課程卒業生） 

「企業でのワークライフバランスとキャリアアップ」 

 

 卒業記念パーティー支援（主催：学友会，共催：同窓会） 

平成 30 年 3 月 23 日（金）にアイプラザ豊橋にて行われた大学院修了式・学部卒業式後に，大学

学生食堂において学友会との共催で卒業記念パーティーを開催した。1 月に学友会からの開催費

支援の申請があり，例年通り 25 万円を支援した。記念パーティーには，古野会長，高嶋顧問，稲

田副会長，野田准教授（1 系役員），蒲原助教が出席した。 

 

 「めざましごはんプレミアムマンデー」経費支援 

平成 30 年 1 月～2 月に試行された「めざましごはんプレミアムマンデー」に関して，講義開講期間

の毎週月曜日の朝食について，総額 120,000 円を支援した。通常メニューに追加するサービス内
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容（パン/ライス選択可，コーヒー一杯無料，デザート・小鉢一杯無料，等）については，大西学長，

学生課，大学食堂業者（日本ゼネラルフード株式会社）と議論し決定した。朝食利用者数も増加し，

アンケート結果も概ね好評であったため，平成 30 年度も継続して実施する。 

 

 同窓会会長賞（学部 4 年生対象）の授与 

卒業記念パーティー冒頭に，古野会長より本学大学院に進学予定の学部 4 年次成績優秀者 19

名（1 系 6 名，2 系 4 名，3 系 4 名，4 系 3 名，5 系 2 名，選出は各系に一任）に賞状＋副賞（商品

券 2 万円）を授与した。 

受賞学生からは「光栄」「励みになった」「副賞は有り難い」等の意見があった。平成 30 年度も継続

して実施する。 

 

 海外同窓会マレーシア支部活動 

平成 29 年 8 月 5 日に本学ペナン校にて、「TUT 卒業生との研究ネットワーク・ワークショップ」を開

催し，本学及びマレーシアの大学に勤めている同窓生との共同研究に係る議論を行った。同窓生

10名と本学の教員７名が出席した。同日午後には「TUTマレーシア海外同窓生会議」を開催し（写

真左），同窓会マレーシア支部の活動状況と本学の最近の状況（GAC コース，図書館改修等）を

共有した。 

また，平成 30 年 3 月 2 日に、同窓会マレーシア支部会長 Mr. Zaba bin Youn（1990 年卒業）と同

窓生 Ms. Khalsom Mohd. Ali（1990 年卒業）が来学し，本学留学生との面談及び大学案内を行い、

留学生懇談会に出席した。 

 

3． 平成 30 年度の同窓会体制および主な活動 

稲田副会長より，今年度の同窓会体制（役員一覧）および主な活動計画を説明。 

 同窓会から大学への支援 

 課外活動支援（50 万円） 

硬式野球部，バドミントン部，空手道部，水泳部，弓道部，吹奏楽団，JAZZ 研究会， 

アカペラサークル J.U.S.T，ロボコン同好会，自動車研究部，おちゃのかい，模型部， 

技科大祭実行委員会，留学生スポーツクラブ，豊橋日曜学校，計 15 団体 

 卒業記念パーティーの共催および支援金（25 万円） 

 めざましごはんプレミアムマンデー経費支援（64 万円，講義開講月（5, 6, 7, 10, 11, 12, 1, 2

月の 8 ヶ月間）） 

 同窓生の交流活性化（懇親会・パーティー開催）支援 

 100 万円を予算計上（平成 29 年度実績：14 件，総計 742,000 円を支援） 

 Web 名簿システム管理 

 同窓生の登録情報の更新，同窓生による懇親会等の開催案内周知のサポート，大学からの

ニュース（広報誌天伯，TUT Research 発行等）の定期配信を行う。 

 システム維持費 54 万円/年に名簿システム管理業務の事務補佐人件費 30 万円/年を合わせ

た 84 万円を予算計上。 

 大学管理の「卒業生情報管理システム」の導入計画があり，本システムを介した同窓会への情

報提供・情報共有を行うことになるため，大学内に設置された卒業生連携室にて，大学－同
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窓会間での保有個人情報の相互提供に関する協定およびシステム利用費用負担に関する

覚書の策定を進めている。8 月開催の定例総会にて，本件に係る大学（窓口：卒業生連携室）

と同窓会との連携・協力内容や今後の作業の進め方について説明・協議する予定。 

 男女共同参画推進室と豊彩会との協力

平成 30 年 6 月 7 日（木）に開催された学長－本学女子学生懇談会を本学男女共同参画推進室と

共催した。24 名の女子学生が参加し，記念品としてソーイングセットを配布した。また，男女共同参

画推進室との共催で下記キャリア講演会を企画している。

日時： 平成 30 年 10 月 4 日（木）14：40～15:40

場所： 豊橋技術科学大学附属図書館１Ｆマルチプラザ

講師： 永田 麻子 氏 （（株）デンソー）

　「頑張っていれば、きっと！～あきらめずに頑張るコツ～」

 同窓会年次総会（平成 30 年 8 月 25 日（土）17:15～18:50＠豊橋技科大駅前サテライトオフィス）

主な議題： H29 年度活動・決算報告，平成 30 年度活動計画・予算審議

総会後 19:00 より，出席者中心に懇親会を予定。

 同窓会報 No.36 発行
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平成 30 年度めざましごはんプレミアムマンデー実施報告 

（平成 30 年 4～7 月） 
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平成 29 年度および 30 年度の 4～7 月食堂利用者数の比較 
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平成30年8月25日

予算 決算

収入 収入

入会金（380名×5,000） 1,900,000 入会金（380名×5,000） 1,900,000

会費（380名×10,000） 3,800,000 会費（380名×10,000） 3,800,000

預金利息 1,000 預金利息 692

郵便普通 6

銀行普通（三井住友） 298

銀行定期（三井住友） 388

H29年度収入計 5,701,000 H29年度収入計 5,700,692

H28年度からの繰越金 59,115,182 H28年度からの繰越金 59,115,182

合計 64,816,182 合計 64,815,874

支出 支出

会報No.35経費 300,000 会報No.35経費 290,500

役員経費 130,000 役員経費 46,530

2017/5/28 役員会（古野会長2,000円＋役員1,000円×9名＋山本先生交通費2,560円） 13,560

2017/7/23 総会（古野会長2,000円＋役員1,000円×7名＋山本先生交通費2,560円） 11,560

2017/11/10 役員会（古野会長2,000円＋役員1,000円×6名） 8,000

2018/2/19 役員会（古野会長1,000円＋役員1,000円×11名＋古野会長交通費1,410円）※ 13,410

庶務経費 150,000 庶務経費 40,356

各種振込手数料 8,856

入会案内書類一式印刷費 13,500

学長懇談会経費 15,000

会計監査作業謝金（赤井先生） 3,000

海外同窓会出張費 500,000 海外同窓会出張費 0

卒業記念パーティ援助金 250,000 卒業記念パーティ援助金 250,000

学生活動援助金 500,000 学生活動援助金 500,000

課外活動援助 500,000

同窓生懇親会開催援助 800,000 同窓生懇親会開催援助 742,000

2017/4/8 材料機能制御研究室 同窓会 2,000円×19人 38,000

2017/4/20 第8回雲雀会（トヨタ自動車勤務　同窓会） 2,000円×50人 100,000

2017/5/6 豊橋技術科学大学建設工学課程第1期還暦同窓会 2,000円×19人 38,000

2017/6/3 藤江先生ご退職記念パーティー 2,000円×33人 66,000

2017/7/23 平成29年度同窓会定例総会出席者懇親会 2,000円×12人 24,000

2017/9/2 森研究室同窓会 2,000円×24人 48,000

2017/9/9 海岸工学研究室同窓会 2,000円×20人 40,000

2017/9/16 電気電子・情報工学系 第一期生 還暦同窓会 2,000円×24人 48,000

2017/9/16 計測システム研究室同窓会 2,000円×27人 54,000

2017/10/28 豊橋技術科学大学バレーボール部OB会　2,000円×9人 18,000

2017/11/26 豊橋技術科学大学関西支部同窓会　助成金額　2,000円×12人 24,000

2017/12/16 石田先生の還暦を祝う会　2,000円×17人 34,000

2018/3/9 増山繁教授 退職記念パーティー　2,000円×21人 42,000

2018/3/25 寺嶋一彦先生 退職記念祝賀会 2,000円×84人 168,000

各系・海外同窓会等活動支援経費 1,000,000 各系・海外同窓会等活動支援経費 138,826

豊彩会（OG会）キックオフイベント参加者記念品（ソーイングセット） 50,976

豊彩会（OG会）キックオフイベントポスター印刷費 5,400

豊彩会（OG会）キックオフイベント講師宿泊費〈木野島さん） 10,500

豊彩会（OG会）キックオフイベント講師謝金（木野島さん30,000円＋山下さん10,000円） 40,000

豊彩会（OG会）キックオフイベント講師交通費（木野島さん18,640円＋山下さん3,310円） 21,950

豊彩会（OG会）キックオフイベントお花代 10,000

同窓会Web名簿システム経費 840,000 同窓会Web名簿システム経費 810,636

会員管理システム事務局＋会員利用料（44,928円/月×12月） 539,136

事務補佐員名簿システム管理業務補助費 271,500

同窓会Web名簿システム登録情報収集経費 1,000,000 同窓会Web名簿システム登録情報収集経費 828,653

会員ID/パスワード通知書再発送料 828,653

同窓会会長賞経費 395,000 同窓会会長賞経費 394,121

賞状及び筒費 14,121

副賞費（\20,000×19名） 380,000

「めざましご飯」支援経費 400,000 「めざましご飯」支援経費 120,000

H29年度支出計 6,265,000 H29年度支出計 4,161,622

H30年度への繰越金 58,551,182 H30年度への繰越金(A) 60,654,252

合計 64,816,182 合計 64,815,874

※2018年2月より役員手当は1,000円/時間とし，学外から来られる同窓会役員には交通費を支払うこととした。

三井住友（普通）① 2018年4月2日 16,416,515
三井住友（普通）② 2018年4月2日 15,444,446
三井住友（定期） 2018年4月1日 4,574,192
郵便局振替 2017年10月1日 23,519,569
郵便 2018年4月1日 699,218
現金 2018年4月2日 312
合計（B） 60,654,252
(A)-(B) 0

平成29年度　豊橋技術科学大学同窓会 決算報告
会計：　稲田　亮史　　　　
監査：　若原　昭浩　　　　



【資料番号：30TS-09】
平成30年8月25日

収入

入会金（5000円×354人） ¥1,770,000

会費（10000円×354人） ¥3,540,000

預金利息 ¥1,000

H30年度収入計 ¥5,311,000

H29年度からの繰越金 ¥60,654,252

合計 ¥65,965,252

支出

同窓会報No.36経費 ¥300,000

役員経費 ¥130,000

庶務経費 ¥150,000

卒業記念パーティ援助金 ¥250,000

学生活動援助金 ¥500,000

同窓生懇親会開催援助 ¥1,000,000

各系・海外同窓会等活動支援経費 ¥1,000,000

¥840,000

　　システム管理・運用費 ¥540,000

　　事務補佐員業務補助費 ¥300,000

同窓会会長賞経費（賞状＋副賞） ¥395,000

「めざましごはんプレミアムマンデー」支援経費 ¥640,000

H30年度支出計 ¥5,205,000

H31年度への繰越金 ¥60,760,252

合計 ¥65,965,252

平成30年度　豊橋技術科学大学同窓会 予算（案）



【資料番号：30TS-10】 

 

卒業生情報管理システム導入に向けた大学との連携協力 

 

1． 卒業生情報管理システムの導入について（大学卒業生連携室） 

○ 導入の目的 等 

大学と同窓会との更なる連携強化を図るべく、同窓会 Web 名簿管理システムが持つ全ての機能を有す

ると共に、Web ブラウザ利用による在学時からの入力・更新を可能とする他、本学教職員、教職員 OB・

OG も登録可能な拡張性の高いシステムとすることで、教職員 OB・OG ネットワークを強化し、卒業生

との両輪で本学との相互支援関係の構築および連携強化を図る。 

○ 導入予定時期 

平成 31 年 1 月（納期 4ヶ月） 

※平成 30 年 9 月中旬に発注を希望 

（平成 31 年 3 月卒業生、平成 31 年 4 月入学生を処理可能とするため。） 

○ 現在の検討状況（同窓会関連事項） 

 卒業生情報管理システム導入後、同窓会 Web 名簿管理システムとの二重システムとはせず一元化

する方針（具体的な進め方は今後要検討。導入後の然るべきタイミングで、同窓会 Web 名簿管理

システムの稼働は停止？）。 

 システムの導入費用は大学負担。システム維持費は大学と同窓会双方で負担（今後検討予定だが、

半々だと双方 40 万円/年ずつ負担となり、同窓会 Web 名簿管理システムの維持費 54 万円/年より

廉価） 

 同システムの導入にあたり、管理・運用に関して本学と同窓会の協定（覚書）の見直しを検討中。

今後大学作成の協定案をたたき台に同窓会と協議予定。 

 

2． 協議事項 

○ 卒業生情報管理システムでの同窓会 Web 名簿管理システム登録情報の共有 

同窓会 Web 名簿管理システムに登録している情報を、「会員名簿の管理と利用に関する規約」 

「4. 情報は、同窓会報や総会の案内等、同窓会会員の交流活性化等の目的で使用する。また別途覚

書を定め、豊橋技術科学大学から同窓生への案内等に用いるために共有・共同管理し活用する。」 

に即して、大学で導入を予定している卒業生情報管理システムに登録する。 

○ 「会員名簿の管理と利用に関する規約」の改訂 

大学・同窓会との保有個人情報相互提供に関する協定を現在策定中、同協定の内容が固まった上で、

これに準拠するように、現行の「会員名簿の管理と利用に関する規約」（別添資料）を改定する。改

訂案は、H30 年年末までに臨時総会を開催し協議・承認を得る。 

 

 



豊橋技術科学大学同窓会 「会員名簿の管理と利用に関する規約」

（平成２５年１０月制定）

1. 本会の会員名簿（正会員の連絡先）を適切に更新管理し、個人情報の保護のもと、本会の目的

である会員相互の親睦と豊橋技術科学大学の発展に有効活用するために、本規約を定める。

2. 豊橋技術科学大学同窓会では、正会員の以下の項目（以下、情報）を会員名簿として収集・管

理する。
・学籍番号、氏名、出身系、卒業・修了年、研究室、出身高校・高専、メールアドレス、勤務先名、勤務先

住所・電話、自宅住所・電話、帰省先住所・電話

3. 情報は、大学卒業・修了時点の情報を元とし、会員からの申し出により随時更新する。

4. 情報は、同窓会報や総会の案内等、同窓会会員の交流活性等の目的で使用する。また別途覚書

を定め、豊橋技術科学大学から同窓生への案内等に用いるために共有・共同管理し活用する。

5. 情報の開示は、覚書にもとづく豊橋技術科学大学とその関連組織への提供、および、会員相互

の親睦を図るために連絡を取る目的で会員から開示を希望された場合に限るものとする。開示

する場合は、要求者の本人確認と利用目的を役員が確認の上、必要と判断する範囲の情報に限

定して、開示するものとする。

6. 開示情報にもとづく会員間の相互連絡など結果、情報の更新が確認された場合には、開示を受

けた者は、会員本人の了承を得て同窓会に提供し、会員名簿の情報更新に資するように取り計

らうものとする。

7. 個人情報保護に関する基本方針を以下と定める。

(1) 同窓会の目的にのみ限り、本規約にもとづいていて個人情報を使用する。

(2) 会員の個人情報に関する照会には、法令に基づくものと 4.に基づくもの以外は対応し

ない。

(3) 規約に沿ったものであっても会員が自己の個人情報を他への開示を望まない場合（非開

示）や、名簿からの削除を希望する場合は、同窓会への書面による届出により、いつで

も将来に向けて変更できるものとする。その届出がない場合は、規約に基づく開示、お

よび役員会が必要であると判断した開示に同意したものとみなす。

付則

この規約は平成２５年１０月１２日の総会承認を経て、平成２５年１０月１３日より施行する。



卒業生情報管理システム導入イメージ

在学生

卒業生・修了生

住所等変更登録

【大 学】
卒業生名簿（卒業生情報管理システム）の管理
卒業生への連絡
卒業生への大学情報の発信
同窓会の会員加入確認
 その他卒業生との連携及び交流を深める活動

豊橋技術科学大学
同窓会

学籍情報
（教務課）

（入学時）
学籍情報の登録

（卒業・修了時）
進路情報の登録

就職情報
（学生課）

卒業生情報の集約化

会員情報

同窓会事務局

大学が保有する学生の学籍・就職
の基本情報

同窓会が保有する
会員情報

卒業生連携室

卒業生情報の管理・
登録・入力・更新支援

卒業後の大学からの情報提供を円滑に
行うため、将来（卒業後）も利用する可
能性の高いフリーアドレス等のメールア
ドレスの入力を推奨。

なお、大学からの恒久アドレス付与につ
いても検討中。

教職員・教職員OB/OG

※大学支援ネットワークの強化
（退職時に入力。大学OB,OG名
簿として活用。同窓会特別会員
への入会も可。）

入力・更新

留学生情報
（国際課）

①システムへのアクセス窓口
②大学からのイベント案内、ホームカミングデー等の開催通知
③システムの利用に関する個人情報の取扱いを含む情報提供
④大学支援のお願い など相互連携による情報共有の場となるよう活用

※「卒業生連携室ポータルサイト」を開設

卒業生情報管理システム
（卒業生データベース）

【同窓会】
 会員登録、会員名簿の管理
 会報の発行
 総会の開催
 会員相互の交流支援
 その他、同窓会の目的を達成するために必要とされる事業

個人情報（卒業生情報）の利用範囲

協定締結により同窓会との相互利用

卒業生は大学の
重要な構成員

卒業生情報の集約化



豊橋技術科学大学同窓会会則

第 1章 総則

第 1条 本会は、豊橋技術科学大学同窓会と称する。

第 2条 本会は、本部を豊橋技術科学大学内に置く。

第 3条 本会は、会員相互の親睦を図り、豊橋技術科学大学の発展に寄与することを目的とする。

第 2章 事業

第 4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 会員名簿（正会員連絡先）の管理

(2) 会報の発行

(3) 総会の開催

(4) 会員相互の交流支援

(5) その他、本会の目的を達成するために必要とされる事業

第 3章 会員

第 5条 本会は、次の会員をもって組織する。

(1) 正会員 豊橋技術科学大学にかつて学籍を置いた者

(2) 準会員 豊橋技術科学大学に現在学籍を置いている者

(3) 特別会員 豊橋技術科学大学の現職及び退職教職員

(4) 賛助会員 本会の目的を賛助する個人または法人で、役員会または総会において推薦された者

2 本会会員は、その所在を変更の都度、本会に通知する義務を負う。

第 4章 組織

第 6条 本会に次の役員を置く。

(1) 名誉顧問 (豊橋技術科学大学学長)

(2) 会長 1名

(3) 副会長 2名

(4) 幹事 原則として各系 2名（再編前の系組織からは最低１名）

(5) 顧問 若干名

第 7条 本会役員の選出は、次の各号に定めるところにより行う。

(1) 名誉顧問は、現豊橋技術科学大学学長とする。

(2) 会長、副会長は、正会員のうちから役員会が推薦し、役員会の決議を経て選任する。

(3) 幹事は、正会員のうちから役員会が推薦した者及び会長の委嘱による者とする。

(4) 顧問は、役員経験者もしくは特別会員のうち役員会において推薦された者とする。

第 8条 本会役員の任期は 2年とする。但し留任は妨げないものとする。

第 9条 本会の議決機関として役員会及び総会を開催する。

第 5章 役員

第 10条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。副会長 2名のうち、１



名は庶務責任者として役員会や総会等の開催の責務を負う。

3 幹事は、役員会において意見を述べ、また会務を分掌して本会運営の責務を負う。

4 名誉顧問および顧問は、本会の運営について助言を与え，会長の要請に応じて本会の会務に出席

し意見を述べることができる。

第 11条 幹事は、本会の次の具体的な業務の実行を担当する。

(1) 事務局・総会等の庶務運営

(2) 会計

(3) 会報の編集、発行

(4) 交流支援・名簿管理システムおよび電子情報の管理

(5) 会員名簿の更新管理、および会員相互の交流親睦の支援

(6) 各系の同窓会組織の代表

(7) 海外同窓会活動の総括（海外支部）

2 (1)～(5)の業務担当は系毎に割り当て、1 年毎に順送りしながら遂行することを原則とする。

3 (6)、(7)は任期一年で再任を妨げないものとする。

4 各々に責任者を定めて業務を遂行する。

5 業務は必要に応じて、役員会の承認を経て外部への委託・委嘱することができるものとする。

第 6章 役員会

第 12条 役員会は、第 6条に定められた役員のうち、会長、副会長、幹事により構成される。

第 13条 役員会は、会長が招集し、庶務責任者の副会長が開催の責務を負う。

第 14条 役員会は次の事項を審議する。

(1) 本会の事業の運営に関する事項

(2) 事業報告及び決算報告

(3) 事業計画案及び予算案

(4) 賛助会員の推薦に関する事項

(5) その他、本会の運営に関する議案

第 15条 役員会は構成員の過半数の出席をもって成立する。

2 役員会に出席のできない構成員は、他の構成員又は議長に表決を委任することができ、これによ

り役員会に出席したものとみなす。

3 役員会の議長は会長が務める。

4 役員会の議決は、役員会出席者の過半数の賛成を必要とし、可否が同数のときは、議長が決める。

第 7章 総会

第 16条 総会は、定期総会と臨時総会とし、会長が召集し、役員および正会員により構成される。

2 定期総会は、毎年開催することを原則とする。

3 臨時総会は、会長が、その必要を認めた時、開催する。

4 会長は、総会を召集するとき、少なくとも 4週間前までに文書または電磁的方法で正会員に通知

しなければならない。

第 17条 総会は次の事項を審議し、承認または議決する。

(1) 会則の制定・改廃

(2) 前回総会以降の事業報告及び収支決算案

(3) 事業計画及び収支予算案

(4) その他、本会の運営に関し重要な事項

第 18条 総会は役員の３分の２以上の出席をもって成立する。

2 総会に出席できない構成員は、議長に議決を委任することができ、これにより総会に出席したも



のとみなす。

3 総会の議長は会長が務める。

4 総会の議決は、総会出席者の過半数の賛成を必要とし、可否が同数のときは、会長が決める。

第 8章 会計

第 19条 本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。但し、

必要に応じ、役員会での議決、総会での承認を得て臨時費を徴収することができる。

第 20条 本会の正会費は、次のとおりとする。

(1) 入会金 5,000円

(2) 終身会費 10,000円

2 会費の納入は入学時に一括して行い、本会で管理する。在学中は、準会員としての資格を得る。

第 21条 既納の会費は原則として返納しない。但し、準会員が、卒業もしくは修了以前に学籍を離

れる場合に限り、半年以内に請求があれば、返納する。その場合、会員資格を失う。

第 22条 本会の会計年度は、4月 1日に始まり翌年 3月末日に終る。

第 23条 本会の収支は予算に基づいて執り行う。予算は、年度毎に役員会への事業計画の提出を受

け、総会での審議・承認を経て決定する。

2 会計を担当する役員は、会計年度終了後、速やかに決算を行い、監査を受けなければならない。

第 9章 会計監査

第 24条 会計監査の担当は，本会役員以外が行う。

2 会計監査は、年度毎に会計業務に係る収支の状況等を監査し、その結果を総会に報告し承認を得

る。

3 会計監査は、役員会に出席し、必要に応じて意見を述べることができる。

第 10章 会員名簿

第 25条 本会の会員名簿（正会員の連絡先、以下、会員名簿）を適切に更新管理し、個人情報の保

護のもと、本会の目的である会員相互の親睦と豊橋技術科学大学の発展に有効活用するために、「会

員名簿の管理と利用に関する規約」を別途定め、この管理規約にもとづき管理利用するものとする。

第 11章 雑則

第 26条 本会会則の改訂は、役員会の議決を経て総会の承認を必要とする。

第27条 本会会則施行に必要な規約ならびその他必要な事項は、役員会の議決を経て会長が定める。

付則

平成 4年 12 月 19日の総会において会則改定の承認を得て、平成 4年 12月 20日から施行

平成 4年度及び 5年度在学生は，第 20 条における会費の納入を卒業，修了時に一括して納入する。

本会則は、平成 26 年 8 月 30 日の総会において、会則改定の承認を得て、平成 26 年 8 月 31 日から

施行する。
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