
 

機械工学科同窓会の会報を、同窓会ホームページへアップしたことを連絡いたします。 

ホームページの更新が遅れましたことお詫び申し上げます。機械工学科ホームページの 

リンクから閲覧をお願いします。このため郵送いたしません。 

 

 

 

挨拶を同窓会の総会で行う予定の内容を記載します。 

３期目を振り返り４期目の活動に向けて 

1. 第３期の活動振り返り 

今期の活動は、川越キャンパス同窓会連合の議長としての活動と機械工学科

同窓会の会長として活動を行ってきました。同窓会連合は、川越キャンパス同

窓連絡協議会へ融合され移行期の役目を終了できたと思います。育成会の結成

から会長を環境デザイン(土木)からいずみ会（建築）と継続してきた川越キャ

ンパスの学科同窓会を機械工学科同窓会として役目の一端を担えたと自負し

ています。 

  機械工学科同窓会は、同窓生間の親睦を深めるの活動を模索し 2017～2018年 

度の間で 2つの大きな活動を追加いたしました。 

① 在校生へ就職活動の一環として同窓生の勤務する会社を紹介する機会を持つ 

 就職セミナーの開催を開始しました。 

② 在校生が働き方の窓口として同窓生の働く内容を知る機会を作る。 

 工場見学先の紹介と見学会の開催を開始しました。 

同窓会活動として在校生と同窓生の継続が出来る活動として相互に役割を感じら 

れることでき、在校生の同窓会加入率を高めながら親睦を深められる活動を目指 

ました。 

2. 今後の活動は 

活動方針は５項目をテーマとして活動しています。 

① 機械工学同窓会会報の継続的な発行 

② 同期会の開催へ呼びかけとその援助の実施 

③ 川越キャンパス同窓連協議会・同窓会連合活動へのサポート 

④ 会費納入キャンペーン 

⑤ 同窓会のホームページの活用 

具体的な活動として同窓生の親睦が重要ですが、在校生が同窓生になっていくこの時期に在校生と同

窓生が会って交流につながるような活動（就職支援を通じて、また授業が実際の実務適応に役立つこと

を知る工場見学）の開催の定着をさせたい。 

3. 機械工学科同窓会の３０年記念行事 

寄付のお願いを開始し新たな方々からの寄付を頂き感謝を致します。 記念行事を盛大に行うこと

８月 １日 

機械工学科同窓会長挨拶   



と川越キャンパスのホームカミングデーを多くの方々に見ていただく機会として活用出来ればと

考えています。具体的な開催に向けて検討会を 2019年度から開始しています。2021年の開催と開

催に向けた検討に参加し、同期会を開催するなど協力をお願いいたします。 

 

 

❑ 文部科学大臣表彰若手科学者賞を受賞した菊池謙次様が受賞されました。 

神田先生から受賞を連絡がありホームページやメカライフを調べて皆様にご紹介いたします。 

同窓生として受賞を誇りに思います。まことにおめでとうございます。 

機械工学会のホームページのご紹介 

蚊の吸血からバイオメカニクスへ  メカライフ No.1200,  

https://www.jsme.or.jp/kaisi/1200-46/ 

はじめに 日本機械学会より、文部科学大臣表彰若手科学者賞の受賞者に執筆依頼があり、今回 My

メカライフ執筆の機会をいただきました。蚊の研究から始まり、さまざまな生物種に関するバイオ

メカニクス研究を行うまでに至った小職の研究背景について紹介いたします。 

 

         

《 工場見学会 》 

 卒業生・同窓会の協力を得て、学生向けに工場見学会を開催してきてい

ます。2018年度は、9 月 20 日（木）に日本無機（株）結城工場と京三電機

（株）結城工場（学生 23名、教員 4名＋田口会長、神田名誉教授）の 2 社

を見学し、学生の職業意識を高める上で有意義な機会をいただいています。 

《 川越フォーラム 》                          藤岡先生 Web 講座 

 ホームカミングデイに合わせて理工学部と大学院理工学研究科が共同で研究発表等を行なう理工学

フォーラムを開催してきています。2018年度は 10月 27 日（土）に川越キャンパス全学部・研究科が研

究発表・ポスター発表を行い、多くの卒業生や学生・ご家族の方々に来訪いただきました。食堂で行わ

れた夕方の懇親会では、優秀講演、優秀ポスター賞の発表・表彰も行われ大変盛大な会となりました。 

《 2018 年度卒業式、卒業証書・学位記授与式 》 

 2018 年度 3 月卒業の卒業式・学位記授与式が 2019 年 3 月 23 日に日本武道館において大学全体の式

として行われました。また、海外留学等において特に優れた業績を残した卒業生に贈られる「Toyo 

Global Leader Program GOLD」を機械工学科の井口すずかさんが受賞しました（全学での受賞者は 24

名）。 

 同日の午後には川越キャンパスにて、機能システム専攻修了生 10 名、および機械工学科卒業生 153

名に卒業証書・学位記が授与されました。機械工学科の全卒業生には卒業証書・学位記とともに JABEE

修了証が渡されました。なお、2018 年 9 月には 16名が機械工学科を卒業しています。 

 3 月の機械工学科の卒業証書授与式において、成績優秀者や優れた卒業研究を行なった学生に以下の

賞が授与されました。 

東洋大学校友会学生研究奨励賞  一ノ瀬 順識さん 

日本機械学会畠山賞       濱田 優人さん 

同窓会連合優秀卒業研究賞    藤田 慧さん 

機械工学科奨励賞（5名）     佐々木 陸さん、岡 敦也さん、横山 航さん、 

    大野 祐希さん、高橋 晃さん 

理工学部機械工学科の近況   

文部科学大臣表彰若手科学者賞を受賞した菊池謙次様が受賞  

https://www.jsme.or.jp/kaisi/1200-46/
https://www.jsme.or.jp/kaisi/1200-46/
http://www.toyo.ac.jp/nyushi/column/video-lecture/20151215_01.html


《 2019 年度入試および編入学状況 》 

 2019年 4月入学者を対象とした入学試験は、2018 年 11 月の附属高校、指定校などの推薦入試に始ま

り、2018年 3月実施の 3 月入試で全ての入試が終了しました。2019 年 4 月には機械工学科に 183名（男

性 176 名、女性 7 名、うち留学生 6 名）が入学いたしました。機能システム専攻には 16 名、学際・融

合科学研究科バイオ・ナノサイエンス融合専攻には 2名の博士前期課程への入学がありました。 

 また、機械工学科第 3学年にマレーシアから 3名（男性 1 名、女性 2名）の編入がありました。 

《 退職教員・新任教員 》 

 2019 年 3 月末をもって、根市勉講師が定年退職されました。長年に渡る勤務・貢献お疲れさまでし

た。 

 2019 年 4 月から機械工学科および機能システム専攻に新藤康弘准教授（2019 年 3 月までは理工学部

助教）が任用されました。それにともない、医用機械工学研究室が新設されました。 

《 機械工学科ホームページ 》 

 学生の受賞などの学科のイベントやニュース、教員紹介の詳細などは学科 HP に掲載し、随時更新し

ております。http://www.toyo.ac.jp/site/dmec/をご覧下さい。 

【2019年度機械工学科教員の主な役割】 

学科長  藤岡 照高 教授 

学科幹事 藤松 信義 准教授 

教務担当 吉野 隆 教授、山田 和明 准教授  

就職担当 松元 明弘 教授、横田 祥 准教授 

機械工学科教員数：16 名    （文責：藤岡） 

•  

 

 

 

今年は、機械工学科でバスを手配していただき学生が参加しやすく、卒業生が多くが勤務している、

リクルートなどで訪問していただいている会社様へ訪問時間や距離を考慮して選考致しました。 

京三電気様 実践職業論で講演をいただいている水谷様へお願いして、また日本無機様は川越 

フォーラムに参加いただいた井坂様から同じ工業団地であることを知り見学をさせて頂き感謝して 

います。 

工場見学に協力頂ける会社様がありましたら、同窓会室までご連絡をお願いいたします。 

東洋大学理工学部機械工学科のホームページに以下の掲示を頂きましたのでご紹介いたします。 

京三電気株式会社の就職のページ 

日本無機株式会社の就職のページ 

機械工学科の HP より（URL  https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/news/academics/faculty/sce/dmec/359570/ 

❑ 工場見学会（日本無機株式会社と京三電機株式会社） 

機械工学科同窓会の紹介で、日本無機株式会社 結城工場と京三電機株式会社 結城工場を見学させて

もらえることになりましたので、参加希望者を募って 1～4年生および院生合計 23 名と教員 6 名で見

学に行ってきました。川越キャンパスからバスで約 1時間半移動し、午前に日本無機株式会社、午後

に京三電機株式会社を見学しました。 

同窓生のご協力で京三電気（株）・日本無機（株）へ見学に行きました 

 

https://www.kyosan-denki.co.jp/
https://www.nipponmuki.co.jp/
https://www.kyosan-denki.co.jp/recruit/
https://www.nipponmuki.co.jp/recruit.html


日本無機株式会社は 1939年に創立された工業用フィルタの国内シェア No.1の企業です。また、ロケ

ット等に使われる特殊なガラス繊維製品も製造しています。見学会では、珍しいガラス繊維の製造工

程や、自動でフィルター用のろ紙を折りたたむ機械など、なかなか見ることができない設備や機械を

見学させてもらいました。また、HACCP（食品衛生管理）認証を目指した優れた環境の社員食堂で昼食

をいただきました。 

京三電機株式会社は 1949年に創立された自動車用燃料系部品を開発・製造する企業であり、デンソー

グループの自動車部品サプライヤーです。燃料噴射バルブの高度に自動化された製造工程や、燃料タ

ンク内のフューエルユニットの工夫された製造工程などを見学させてもらうとともに、生産技術や工

機設計の役割について説明をしていただきました。 

学生達は１日に異なる２社を見学させていただくことで、各企業の特徴や自分の興味をより意識する

ことができたのではないかと思います。帰りのバスの中でも、各々が異なる観点で感想を述べてい

て、視野を広げる良い機会になったと思いました。また、見学の中で本学ＯＢ、ＯＧの方々から現在

の仕事について直接話をうかがうことができ、より身近に感じたと思います。 

日時：2018 年 9 月 20 日（木）9 時 00 分～17 時 20 分 

場所：日本無機株式会社 結城工場，京三電機株式会社 結城工場  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

日本無機株式会社にて 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

京三電機株式会社にて 

機械工学科同窓生の協力で開催した見学会 

2015 年 本田技研工業 埼玉製作所 

2016 年 カルソニックカンセイ株式会社 研究開発センタ－、本社 

2017 年 京三電気株式会社 結城工場 

日本無機株式会社 結城工場 



 

 

❑ 同窓生が働く会社で就職セミナーを同窓会主催で開催 

❑ 就職セミナーの開催１ 

趣旨 就職を開始する時期に機械工学科の卒業生が活躍している会社を紹介して卒業生として 

繋がりの維持を意識する機会を年３回開催する。 

第 1 回開催日  2018 年 2 月 28 日（月） １３；３０～１４：３０ 

参加企業 6 社 参加者 18 名 

開催方法  就職担当の先生を通じ学生への周知と同窓会幹事と総会などで名刺交換した同窓生から 

会社へ参加を呼びかけ開催した。 春休み中で、また企業の短期インターンシップ等が 

開始されているため周知や開催方法に課題を確認できた。 

❑ 就職セミナーの開催２ 

趣旨 就職活動を開始したが希望と会わず就職先を決められていない学生を対象に先輩 

たちの勤める会社とマッチングを図る目的で企業紹介を行う。自分の目指す仕事を出来る会社の存在を

模索する機会を提供する。 

開催日  2018 年 6 月 6 日（木） １３；３０～１６：３０ 

参加企業 7 社 参加者 １０名弱 

開催方法 対象は、機械工学科の就職担当の先生からのご紹介や同窓会幹事や総会などを通じて名刺 

交換した同窓生から会社の人事担当者を紹介いただき卒業生が参加でき会社として参加 

いただける企業に集合いただき開催した。 

❑ OB・OG 業界セミナーの開催 

趣旨 先輩たちの勤める会社がどのような業界で活躍しているのか、また企業活動を通じて自分の 

目指す仕事が存在するかを知ってもらえるような機会を提供する。 

開催日  2018 年 12 月 20 日（木） １３；３０～１４：３０ 

参加企業 7 社 参加者 １０名弱 

開催方法 同窓会幹事や総会などを通じて名刺交換した同窓生から会社の人事担当者を紹介いただき 

卒業生が参加でき会社として参加いただける企業に集合いただき開催した。 

また就職担当の先生からご紹介いただき趣旨にご賛同いただいた会社様をお誘いして参加 

の拡大を目指しています。 

❑ 展開の周知期間が短く、また授業が終盤で就職活動に気が回っていない学生が多く集まりがよくないた

め周知や開催方法に課題を確認できましたので次年度へ生かします。 

 

 

川越フォーラムと同日開催で機械工学科同窓会年次総会を開催しました。 

同窓生が活躍する会社の就職にセミナーを開催しました。 

 

機械工学科同窓会(年次)総会の開催 
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機械工学科同窓会年次総会を開催し、平成 29年活動報告、決算報告、Ｈ30年 

活動計画、予算を承認いたしました。 

同窓会総会を約 30 名の参加を頂き 2018 年 10 月 21 日 14:00～

14:40 で開催しました。会社をリタイアし時間に余裕が出ましたら総会

に参加し機械工学科の旧交を温める機会のしていただけますよう、参加

をお願いいたします。 

❑ 同窓会長あいさつ 要旨        田口会長 

平成２９年度活動として、川越フォーラム・ホームカミングデー開催

時に総会開催した理由を報告 

し、また中期的な課題としての「大同期会」の開催に向けて準備を開始、今期の課題として同期会 

の開催推進、同窓生の会社で歓迎会など近況などを情報収集して会報で展開、終身会員の加入拡大 

へ活動する説明を行い承認を得た。 活動について会員各位のご協力をお願いした。 

❑ 機械工学科ご挨拶      機械工学科 山川主任教授 

❑ 総会内容 

1. 議事―１ 

①. 29年度活動報告について拍手で確認いたしました 

・ 平成 29年度活動報告 ･････････････････配布資料 

・ 平成 29年度決算報告及び監査報告 ･････配布資料 

②. 30年度活動計画について挙手で確認いたしました。 

・ 平成 30年度活動方針 ･････配布資料 

・ 平成 30年度予算（案）･････配布資料 

 

＜収入と支出の対比グラフ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 配布資料 》  平成２９年度  機械工学科同窓会 活動報告 

1. 新入生ガイダンスで同窓会活動を紹介 4月 4日  入学祝辞 

2. 第１回幹事会の開催    5月 28日 

報告事項 ①加入活動報告 新入会員 24名、 ②表彰の報告 

議事  ①同窓会総会（定期）の総会内容の確認、②在校生へ向けた活動などについて検討 

3. 工場見学の参加 機械工場 

4. 卒業式で新入会員の加入勧誘   9月 17日 新入会員 １名 

5. 機械工学科同窓会（年次）総会   10月 21日 



6. 第２回幹事会の開催 

報告事項 活動報告、会計報告を確認した。 

議事    活動計画、予算案を承認した。会則所在地の名称変更に伴い同窓会室へ変更した。 

7. こもれび祭「落語会」へ実行委員で参加 11月５日 

8. こもれび祭「山車コンテスト２０１７」へ同窓会賞を表彰 11月６日 

9. 同窓会活動 在校生説明  201８年１月 5・16・17・22･26日 

資料（会報の号外、会費納入のお願い）で同窓会加入を説明する。 

10. 第３回幹事会・新年会の開催  1月 27日 

①報告事項 研究室訪問の報告  ②議事  加入勧誘の検討     ③新年会の開催 

11. 就職セミナを開催    2月 28日 7社 19名 

12. 卒業式で加入勧誘   3月 23日  加入活動報告  平成 30年度 新入会員 11+1名 

13. 平成２９年度  同窓会連合活動報告   ＜2018 年 4 月 1 日～2019 年 3 月 31 日＞ 

具体的活動として ①川越キャンパスの川越フォーラム２０１８・ホームカミングディに各同窓会の 

開催通知で参加を呼びかけ１００名弱が参加した。（開催日：10 月 21 日） 

卒業式・学位授与式、優秀論文賞は、同窓会表彰に追加表彰を行う。（9/16 卒業・3/23）またこもれび祭の 

「落語会」へ同窓生の参加促進などを７号館入り口で開催し、来校した同窓生へ記念品(大学名入りハンド 

タオル等)を配布した。記念品の提供・設営で総務部と行い在校生、同窓生、近隣住民や各学科同窓生と 

交流した。（開催日：11 月 4 日）  ② 川越キャンパス在校生へ同窓生として帰属意識を高める運動 

として建築学科の協力で実践職業論が開催でき同窓生の職業体験を通じた社会参加へ具体的な 

イメージが伝えられた。今後課題として学科別に機会を増やす検討していく。 ③川越キャンパス 

卒業生の親睦を深める活動へ 同窓会・同期会の開催支援へ郵送に対する情報提供支援、川越フォー 

ラム開催時交流会が開催でき卒業生・教員・職員間の懇談機会とすることが出来た。 

 

《 配布資料 》    機械工学科同窓会の会計状況報告   

   会計状況を小林会計担当から、古谷会計監査より会計監査結果を報告した。 

《 配布資料 》    平成３０年度機械工学科同窓会の活動方針（案） 

1. 機械工学同窓会会報の継続的な発行 

大学、卒業生、在校生の情報誌として継続的に発行する。会報発行は、年１回とし経済面を重視 

して、同窓会会報の発行形態を電子発行と会報発行と内容を連絡する「号外」を8000枚作成し 

学校行事と開催を合わせて郵送費を低減する。 

2. 同期会の開催へ呼びかけとその援助の実施 

人生の節目を迎えた対象期の、同期会開催、卒業後５年、１０年、１５年目を期に同期会の開催 

などを積極的に呼びかけるとともに費用の一部を援助することを周知する。節目として、１１期 

（年金年齢６５歳到達）から１６期（還暦）へ呼びかける。具体的活動：幹事を中心に会報など 

でＰＲ活動を行い開催の促進をはかる。同窓会として開催支援できる内容を明示する。 

3. 川越キャンパス同窓連協議会・同窓会連合活動へのサポート 

協働会活動のサポートを通じて各同窓会共通の問題点を大学側と協議し同窓会の活動の活性化を 

図る。同窓会連合活動を通じて各同窓会共通の問題点の解決を図る。 

4. 会費納入キャンペーン 

新卒の入会者５０人以上を目標とする。このための対策として 

①  在校生との懇談機会を増加させる 

⬧ 同窓会総会にて在校生の活動を表彰する。 



⬧ 工場やものづくりの現場をテーマとし工場見学を開催し、同窓生の働き方を紹介する。 

⬧ 卒業式で「優秀卒業論文」を表彰する。 

② 研究室向け説明会を継続開催する。 

③ 同窓会30周年記念大同期会開催へ向けた寄付活動で新会員加入増を行う。 

5. 同窓会のホームページ活用 

①  ＨＰを新設したが活用について検討する。・・・・・同期会の開催呼びかけ検討など 

②  同窓会ホームページから会報の電子閲覧と印刷形態で入手を可能とし、活動計画や活動記録 

がホームページから閲覧できる。 

③ メール連絡先の提供をHPから呼びかける。連絡を電子化することを始める。 

年間スケジュール 

４月４日～ 新入生オリエンテーリングで同窓会を紹介 

５月２６日 第１回幹事会（年間活動方針・総会準備） 

６月７日  就職セミナーの開催 

７月下旬  会報の号外版を発行し郵送 

９月１５日卒業式（卒業生の住所登録、終身会費の勧誘） 

９月２０日 工場見学 

１０月２７日 川越フォーラム・同窓会総会・在校生懇談会（テーマ）・第２回幹事会 

１１月  機械工学科「山車ロボットコンテスト2018へ審査員参加 

11～1月  研究室(在校生）へ同窓会の加入勧誘 

１２月  機械工学卒業生の業界説明会（仮） 

１月末  第３回幹事会＆新年会（会報の準備） 

３月２３日 卒業式（卒業生の住所登録、終身会費の勧誘） 

 

 

 

交流機会として在校生有志が参加する、高崎市青年商業者研究会の主催「TSK キッズ広場 Withゴム動力

自動車コンテスト」へ向けて製作した実車を紹介し奨励賞を贈り激励した。 

ご確認ください。       （東洋大学機械工学）advanced ゴム動力車 2号機  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜＜募集します＞＞ 

  
① 同期会の開催 

卒年毎の同期会開催を援助します。 

・同期生の郵送先 

・連絡用の例文など提供、近郊の飲食場所 

・開催の郵送費（Max：20千円） 

開催報告作成と提供連絡先への追加変更を提供 

＜＜会報記事の募集いたします＞＞ 

 
②企業内の新入生歓迎会の開催報告 

 新規入社の歓迎会や会社定年退社の送別会など 

会社での卒業生同士の開催報告 

・開催写真と参加者の氏名 

・開催報告を２００字程度で 

・最近の活動やリクルートの状況など 

③会社見学会の開催協力 

  低学年の学生達に工場見学の機会を与え、実際の

｢ものづくり現場｣の見学で、学生に将来の進路を意識さ

せ、大学での勉学の意欲向上へつなげたいと考えます。

協力頂ける会社の卒業生からの連絡をお願いします。 

同窓会への連絡方法 

 同窓会室へ「機械工学同窓会宛」のメールで

連絡ください。 

川越キャンパス同窓会室<k-dosokai@toyo.jp> 

在校生と交流会の開催 

 



 

 

 

 

 

1972 年(昭和 47 年)卒 8 期生が「古希」になる仲間が出始める前に同期会を開催しました。 

65 歳の年金支給年に開催し 8 期生第一回をこもれび祭で開催しましたが参加者 29 名、連絡先 105、卒業性は約

180 名で 7 名が逝去されていました。2 度と会えない人が増加しないできるだけ早い時期に追加開催をホームカ

ミンディに合わせて開催しました。 

川越キャンパスの出身者は、ほぼ白山に行ったことがないこと方々も多く、参加率に影響を与えるかの参考に

するために白山のホームカミングディで集まりました。 

この年は、川越キャンパスのホームカミングディ 10 月 27 日(土)、白山キャンパスのホームカミングディが 10

月 28 日(日)でした。同窓会の総会を 10 月 27 日(土)に開催していますので幹事の方にはご迷惑ですが 2 日連日

の学校を訪問となりました。 

 参加状況は、参加者 17 名、連絡先 108、 卒業性は

約 180 名で逝去者が 7⇒13 名となりました が、週刊誌

で有名となった白山キャンパスの食堂を体 験、また

2020 東京オリンピックで世界の頂点を目指す べく、産学

連携で国際カヌーを試作品展示で窪田先生に も説明を

いただきました。機械工学同窓生の株式会 社ルミエ

ール(会報 6 号参照)のワインが残念でした が購入で

きませんでした。 

在職中の体験談や、近況や趣味などで話 題は尽き

ませんでした。最後に学校の写真館と写真部は記念写真を撮影していただき再会を約束して開催といたしました。 

参加いただいた、長谷部 斉藤 松下 長谷川 大沢 平山 小野寺 田口 豊島 吉池 永瀬 小嶋 澤合 

寺山(飯村) 中沢 杉山 亀田さんありがとうございました。 

連絡の記事を自筆の内容で紹介します。 

吉井さん    山形さん（校友会） 

 

① 「古希」を迎える前に卒業の同期で集まってみよう(^^♪ 
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村木さん    三上さん 

 

三井さん 

 

 

 

向原さん    松本さん 

 

林さん         鶴田さん 

 

 

 

 

中田谷さん 

 中田さん

  

 

 

中島さん 

高 井 さ ん

 

 

                谷島さん 

醍醐さん    佐藤(正)さん 

 

 

 

 

    鈴木(孝) さん 

河野さん                義野さん 



 

栗原さん    

栗村さん 

片岡さん 

風戸さん 

岡本さん 

大隅さん 

印南さん 

 

薄井さん       飯田さん 

 

安住さん

 

 

 

   

石 川 さ

ん 

 

 

 

 

 

 

 



1972 年の卒業アルバムと現在の川越キャンパスアルバムの写真から選択して同窓会室で撮影をお願いして作

っていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同窓会室へメールでご連絡ください。 

 

 卒業生間で親睦を図る場として同窓会を維持しております。今後の発展・拡大を目指して会報発行などの活動を会

費・寄付に支えられ継続できています。在学生は準会員として参加、卒業後は自動的に会員へ移行いたします。寄付の

お願いから 2021 年開催までの数年間を同窓会活動３０年大同期会開催へ向け積立て金へ準備いたします。活動のご理

解と参加のご検討をお願いし卒業生各位から終身会費、又は寄付をお願いいたします。 

終身会費５０００円の納入 および 寄付（初回の５千円は終身会費と扱います。） 

郵便振替口座  東洋大学機械工学科同窓会 ００１５０－２－７５２８５４ 

 寄付（同窓会結成 30周年大同期会)と終身会費納入のお願い 

工学科同窓会へ寄付のお願い 

ントのご案内 

 



昨年の寄付総金額 

１６３,０３５円 

開催基金へ積立 

１４０千円 

(現在／目標 

 400／600千円) 

 

 

ご寄付を頂いた方々 

 「ありがとうございます。」 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

イベントのご案内 

 

１１月 ９日 機械工学科同窓会 総会・交流会 の開催：総会の開催時間、教室は別紙のご案内を参照くださ 

   い。 ホームカミングデーin 川越を川越キャンパスで開催し交流会もあります。 

 

 

年度別の計画を製作中し活動を開始しました。協力者を募集中で次回開催は 9 月に開催予定です。 

年度 2019年度 2020年度 2021年度 

検討

項目 

開催計画を作成 

開催内容の検討・決定 

開催の実行計画を検討 

展開方法の検討 

参加者へ展開・集約 

【 開催 】 

 

記入例

卒業年 

氏名 

住所 

川越キャンパス同窓会室 同窓会連合 ４号館４階 

      TEL：049-239-1679 URL：http://www.toyo.ac.jp/site/kawagoe/ 

機械工学科同窓会(川越キャンパス同窓会室内) 

      TEL：049-239-1679 URL：http://www.toyomec.jp/ 

 

同窓会ホームページ および連絡先 

 

イベントのご案内 

 

 同窓会シンボルマーク 

機械工学科結成 30周年大同期会の計画を検討 

 


