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平成 22 年度同窓会総会開催さる！ 

２０１０年１０月１７日（日） 

神奈川大学ホームカミングディ終了後平成２２年度電

子情報フロンティア学科同窓会総会が開催され多数の

卒業生の参加を得て盛会のうちにお開きとなりました。 
 

同窓会会長挨拶 
岡 圭介（昭和４１年卒） 

みなさん、こんにちは、岡でございます。 

 この度の東日本大震災に罹災された皆さまに、

心よりお見舞い申し上げます。被災地域の安全

と一日も早い復興を心よりお祈りするとともに、

在学生、卒業生等をはじめ、そのご家族、ご友

人の皆さまが、健康で安全な日々を取り戻すこ

とができますよう、心からお祈り申し上げます。 

また、同窓会としても「東日本大震災義援金」

等の支援を実施して参りました。皆さまのご協

力に御礼申し上げます。 

同窓会会長に就任し今年で２年間が経過致し

ました。これまで活動してきた中で、私の思う

ところを２つほどお話させて頂きます。 

一つは、同窓会の活性化に向け、新たに組織

化した幹事会や同窓会活性化ＷＧの中で、魅力

ある同窓会として何ができるか検討し取り組ん

で参りました。検討会は、２ヶ月毎に実施し、

ご多忙の中先生方や卒業生に多大なるご協力を

頂き、深く感謝しております。同窓会活動の一

例をご紹介させて頂きますと平成２２年１０月

１５日に「テクノフェスタ」へ参加させて頂き

ました。テクノフェスタでは、各業界の同窓会

電気科卒ＯＢにより「各業界の 新情報」や「就

職情報」等を直接対話により意見交換し、学生

とのコミュニケーションも充実できたのではと

考えております。他にも、「同窓会ホームペー

ジリニューアル」、「新入生を対象としたセミ

ナーや懇親会への参加」、「電子情報特別講義

の講師」、「研究室交流会」、「OB同志」など、

卒業生と学生とのコミュニケーションをこれま

で以上に充実させ、取り組んで参りました。 二

つめは、皆さまへのご協力のお願いでございま

す。 同窓会については、今後も継続的に発展

していく必要がございます。 

＜テクノフェスタの活動状況＞ 

   

 

 

その一環としては、卒業生一人ひとりのご支

援 ご協力がこれまで以上に重要となってきて

お

や

ります。そのため、同窓会組織として、企業

ＯＢ会の新設を考えております。その目的は、

卒業生同志のつながりをより良くし、大学と企

業間のコミュニケーションをより充実していく

ことを期待しております。是非、ご協力を頂け

る方は、同窓会事務局までご連絡を頂けると幸

いに存じます。同窓会ホームページに活動実績

やこれからの活動計画を載せますので、これを

見て活動参加の可否も判断できるようにしたい

と思います。 是非、見ていただければと思い

ます。 引き続き、卒業生の皆様には、神奈川
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大学の電気の同窓会をさらに活性化し、卒業生

と学生の交流を充実させ、学科更には大学が発

展していけるよう、多大なるご支援をお願いし

たいと思います。 後に、同窓会の活動に対

し、ご理解とご協力を引き続きお願いし、同窓

会および学科の一層の発展のために、積極的な

ご意見・ご提言を頂けますよう、よろしくお願

い申し上げます。

総会・懇親会便り 
 平成 2 (日)2 年度総会・懇親会は 10 月 17 日

に開催されました。総会では、平成 21 年度収支

決算および平成 22 年度事業計画等がとどこお

りなく承認されました。総会に引き続き開催さ

れた懇親会では終始和やかな歓談が行われまし

た。 なお、今年度の同窓会総会・懇親会は大

学主催のホームカミングデーに合わせ、10 月

16 日(日)に開催されます。 会員の皆様方の多

数のご参加をお待ちしております。  

◆電子情報フロンティア学科の近況報告◆ 

学科主任挨拶 

的な円高、政治不信など日

 

し

学科名変更について（お知らせと主旨）

当学科は1939年に「電気工学科」として発足

て以来、時代の先端を行く多くの技術者を世に

送り出してきました。創設当時は「電気工学」

の名称が電気系 の工学分野を総称するもので

したが、その後の急速な分野拡大に対応して

2000年にはより広範囲な名称の「電気電子情報

工学科」に変更しました。 2006年度から改称し

た「電子情報フロンティア学科」という学科名

は、今までの電気～電子～情報にわたる一大技

術分野をすべて含み、今後の電子・情報技術を

中心とした発展をも取り込むだけでなく、より

広大な技術分野として探求・推進していこうと

いう、開拓者精神(フロンティア・スピリッツ)

の意味が込められていました。そして、2012年

度より、学科の対象とする分野は「電気・制御・

エネルギー」「電子・材料・機能デバイス」「電

子生命科学」 「コンピュータ・情報エレクトロ

ニクス」であるという原点に立ち返り、学科名

を「電気電子情報工学科」に回帰することにい

たしました。「電気」は 受験生の高校生相手に

解りやすく、特に電気系分野の「電気・制御・

エネルギー」の勉強ができるということを高校

生等に示す言葉です。 また、『電気電子情報工

学科』という学科名には、これまでも基幹技術

として次々と夢の製品やサービスを生み出して

きた先端的な領域である「電気」「電子」 「情

報」の各技術を融合させ、より広大な技術分野

として探求・推進していこうという意味が込め

られています。 

東日本大震災、歴史

本を取り巻く環境は大変厳しくなっています。

大学においても少子化に伴う全入時代の到来と

就職難は深刻な問題となっており、これからは、

社会における大学の役割が問われる時代になっ

ています。大学の役割は、先端的な基礎研究や

社会に貢献できる人材を供給することが大切で

すが、在学生や教職員はもちろん、同窓会の構

成員である卒業生の皆様に、大学のコミュニテ

ィを通して如何に満足していただけるかという

が重要です。そのためには、大学の講義などだ

けでは吸収することのできない、実社会での豊

富な経験をお持ちの卒業生の皆様のご協力が必

要不可欠です。また、卒業生の皆様にも同窓会

をより魅力あるものにするために、年一度の会

合だけではなく、Webやメーリングリスト、 

Facebook や Twitter などのIT技術を用いた交

流を積極的に活用し、卒業後間もない方々にも

参加しやすいものにしたり、フロンティアセミ

ナーや特別講義でのご講演など、大学と同窓会

の連携の機会を増やしていきたいと思います。

学生に在学中に人生をより豊かに過ごし、社会

に貢献するための教養と知識を吸収のためのス

キルを身に着けられるように卒業生の皆様のお

力をお貸し頂ければと思いますので、今後とも

よろしくお願いいたします。 

 

に続き参加」 
同窓会の活動 

2008年当学科の元電気工学科 許瑞邦教授が工学研

究所の所長時に、「神大テクノフ として昨年ェスタ2011に同窓会 工学部活性化の起爆剤として、工
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学部及び工学研究所が中心となり、工学部教員によ

る先端的研究の紹介と大学院生によるポスター発表

及び企業展示を企画しました。ここに当同窓会も参

加し、３年次、大学院生の将来の進路に体験談を交

えて相談コーナーを設けたところ、約100名以上の学

生が押し寄せ、学生や工学部長からも好評でしたの

で、今年度も参加を計画しています。卒業生の方で

企業体験談をお話してくださる方を広く募集してい

ます。昨年の同窓会ブースの写真（大槻様、羽山様、

増淵様、河上様、輪島様）と院生のポスター発表の

写真です。写真には載っていませんが，多数の卒業

生の方にも参加していただきました。この場を借り

て心より御礼申し上げます。 

今年度も１０月１４日（金）に神大テクノフェス

タ、１０月１５日（土）に全国同

、

窓会の支部長会議、

１

（電気工学科，電気電子情報学科、電子情報

テ

ェスタ 2011 の大まかな日程 

30 

作品展示・

器報告会 13：00～14：10 

室、画像工学

連絡先： 

０月１６日（日）にホームカミングデー、その後、

電気工学科の同窓会を催します。是非、電気工学科

支援をお願いする次第です。周りのOB/OGの方に声を

かけていただき、参加していただければと思ってお

ります。 

神大テクノフ

日時：2011 年 10 月 14 日（金） 13：00～17：

場所：神奈川大学 2 号館（同窓会による相談窓口，

大学院生のポスター発表、企業展示）、 

内容：講演会・ポスター発表・実演展示・

研究・就職相談窓口 

第 1部 工学部重要機

第 2部 テーマ講演会 14：25～16：20 

第3部 特別講演 16：30～17：30 

ポスター発表：光・波動電子工学研究

研究室、電子材料研究室、半導体工学研究室，生体・

超音波研究室を予定． 

電気工学科同窓会幹事の

フロン

ィア学科）の卒業生の皆様方の積極的な参加とご

幹事会大槻：otsuki@jdserve.co.jp、羽山：

hayama.shigeru@tepco.co.jp、 

 

        
写真（左）同窓会の就職セミナー             写真（右）院生の発表の様子 

学内幹事：平岡：hiraoka@kanagawa-u.ac.jp,土屋：

kenshin@kanagawa-u.ac.jp,

電気電子情報工学科同窓会の活動報告

東日本大 礼 たしました。5 月初旬に案内を郵送してから 6 月末

相

で，

震災被災学生支援寄付金の報告と御

 東北地方太平洋沖地震により被災された方々には、

心よりお見舞い申し上げます。また被災地の一日も

早い復興を心よりお祈り申し上げます。電子情報フ

ロンティア学科同窓会では、東日本大震災で被災し

た本学の学生を支援するために、会長の呼び掛けに

より会員の皆様に対して寄付金を募集することにい

の締め切りまでに、59 名の方々よりご厚意・ご支援

をお寄せ頂き、寄付金総額は 41 万円となっておりま

す。この同窓会寄付金は大学の募金制度が整い次第、

大学を通じて全額被災学生に寄付させて頂きます。

ご支援・ご協力いただきました多数の会員の皆様の

ご厚意に対しまして、心より御礼申し上げます

電子情報特別講義（3･4 年生院生対象）の講師派 に講演いただいています．講師は毎回変わること

遣と研究室交流会の紹介 

同窓会の目的である「学科の維持発展」と「会員

互の親睦」を具体的な施策として､電子情報特別講

義の講師派遣と研究室交流会の紹介をいたします｡

電子情報特別講義は正規の単位を有する講義で，主

に3年生と4年生，大学院生を対象とした講義です．

電気工学・電子工学・情報通信に関する内外のトピ

ックスおよび産業界の現状と将来，その他学生諸君

の今後に役立つことなどを外部の大学，研究所，企

業の著名な方々および第一線で活躍している卒業生

14 名の研究者や専門家の様々な分野の話を聞くこ

とで学生の将来を見据えるための指標となる内容の

講義が行われ，毎年，非常に有意義な講義となって

おります．本年 22 年度は同窓会より以下の 5名の卒

業生を推薦して講演を実施いただきました． 

独古 康昭様（富士通セミコンダクター株式会社） 

池田 紀芳様（株式会社協和エクシオ  

     ネットワークエンジニアリング本部） 

河上 芳朗様（日本アイ・ビー・エム株式会社） 

武尾 英哉様（神奈川工科大学 工学部 

mailto:otsuki@jdserve.co.jp
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          電気電子情報工学科 教授） 

木田 雄三様（株式会社 JP ビジネスサービス） 

ま

の

びに講

師

れました．

同

です．） 

ドレスは下記となっております．（旧HP

の

sokai.jimdo.com/

た，電子情報特別講義の講演に引き続き，各講師

方々には，出身研究室にて３・４年生との研究室

交流会を実施しました．研究室交流会では，予め卒

業生のへ質問事項を収集して，それに対する回答を

用意することで，卒業生から在校生へのアドバイス

を行うと共に，研究室教員との旧交を温める会で，

今年度より初めて実施したもので好評を得ておりま

す．同窓会の目的の一つである「学科の発展」のた

めに同窓会主体で計画されました.同窓会として講

師の派遣と共に，僅かばかりではありますが研究室

交流会実施の補助を行っており，来期も継続して行

っていく予定です．同窓会員の方々で我こそはと思

われる方は同窓会役員までご連絡下さい． 

特別講義をお引き受けいただいた方々なら

同窓会ホームページ更新のお知らせ 

をご紹介いただきました皆様，研究室交流会の実

現にご尽力いただきました各位にこの場を借りて御

礼申し上げます． 

同窓会のホームページ（HP）が更新さ

窓会のホームページをより見やすく，会員が参加

しやすいように，メニュー形式の HP にリニューアル

しております．総会や各種のイベントの写真をスラ

イドショーにて表示可能となり，過去の同窓会会報

も入手できます．（将来，会員専用ページを設定予定

新HPのア

アドレスにはリンク先が示されていますので，ク

リックいただければ新しいページにジャンプしま

す）同窓会HP新アドレス：

http://kanagawauniv-denki-do  

 

　　　　　平成21年度神奈川大学電子情報フロンティア学科同窓会収支（案）

単位　　円

　　　　　収　　　　入 　　　　　支　　出

会費 通信費

2000円ｘ137名 274,000 　総会案内・会報郵送費 32,310

     （359通）

　返信はがき用切手400通x50円 20,000

幹事会開催連絡用切手 2,300

印刷用消耗品費

　封筒（500枚） 2,890

預金利息（2009年10月1日） 659 　A3用紙（500枚） 1,030

　クリアファイル 450

郵便振り替え受取人払い

　　  　93ｘ120円 11,160

　　　　19ｘ80円 1,520

20年度懇親会黒字 512

レンタルサーバー代 8,820

　代金振込み手数料 262

平成20年繰越金 3,546,420 次年度繰越金 3,740,849

収入合計 3,821,591 支出合計 3,821,591

収入合計-支出合計 0

　　　　　収　　　　入 　　　　　支　　出

会費 300,000 通信費 70,000

預金利息（４月１日） 3,000 郵便振替受取人払い 18,000

印刷費 10,000

会合費 2,000

レンタルサーバー代 8,820

事務用品 5,000

懇親会予備費 50,000

活動活性化費 350,000

平成21年繰越金 3,740,849 次年度繰越金 3,530,029

収入合計 4,043,849 支出合計 4,043,849

収入合計-支出合計 0

平成22度神奈川大学電子情報フロンティア学科同窓会予算（案）

　　　　　　　　平成２2年10月1日から平成23年9月30日まで 　　　　　　  （単位円）

同窓会からのお知らせとお願い 

・ 会費の払い込みについて 

振替口座（００２００-８-４２８５１）にお振り込みください。

、FAX:045-491-7915,E-mail:dousoukai@or.tv または会費払込の際

九州）、クラス（年度）委員

平成 23 年度会費を同封の払込用紙で郵便

年会費２千円で、その際卒業年度、１部、２部・短大・大学院を必ずご記入ください。本同窓会は神奈川

大学の同窓会であります「㈳宮陵会」とは別組織となっております。その点をご理解して戴き、ご支援・

会費の納入をお願いいたします。 

・ 現住所の連絡について 

住所変更がありましたら同封のハガキ

に通信欄にてお知らせください。本同窓会会員の住所は「㈳宮陵会」のデータに基づいておりますので住

所変更等の連絡は、どちらかにお願い致します。 

・ 役員・クラス委員・支部長の推薦のお願い 

同窓会では役員、支部長（北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・

の推薦をお願いしております。自薦、他薦いずれでも結構です。連絡をお待ちしております。 

http://kanagawauniv-denki-dosokai.jimdo.com/

