
第第第第95959595回多摩美術大学校友会理事会議事録回多摩美術大学校友会理事会議事録回多摩美術大学校友会理事会議事録回多摩美術大学校友会理事会議事録

日時： 2011年3月26日（土）　15：00～17：00　場所：本学上野毛キャンパス第3会議室（図書館3階）

出席：

委任出席：

欠席：

項目 内容 資料 P 担当

理事会進行次第理事会進行次第理事会進行次第理事会進行次第

1 議長選出

2 報告

東北関東大震災対応、措置、報告 当日 1～2

１・ 月次会計報告 当日 3

２・ 平成22年度　支部・会員グループ支援（企画助成） 送付 1

３・ 第3回企画委員会 送付 2～4

４・ 新入生お祝い 送付 5

５・ 出前アート大学 送付 6～7

当日 4

６・ 平成22年度校友会奨学生成果報告会 送付 8・DM

７・ 学内幹事会　ー冬ー 当日 5～8

８・ 事務局報告 送付 5

3 議題

１・ 平成23年度事業計画(スケジュール） 送付 9

□ホームカミングデー2011 送付 10～11

当日 9・配布

□平成23年度　支部・会員グループ支援（企画助成） 送付 12～14

□出前アート大学

２・ 平成23年度予算（案） 当日 10～14

３・ 役員改選

□推薦理事リスト 送付 15

□平成23年度役割分担〈案〉 当日 15

4 その他

議事録議事録議事録議事録

石田琴次・津田祥夫・清水満久・天野純治・野田裕示・森博美・和田則夫・菅原公
毅・柏木弘・坂井忠平・小林光男・関口尚・田中秀樹・塩川岳・齋藤敦子・末房志
野

神谷紀雄・松野勲・清水行雄・中野嘉之・松下宣廉・上田雄三・伊藤憲夫・水上嘉
久・杉浦充・矢野英樹・内海聖史



1111 議長選出議長選出議長選出議長選出

1 会則13条により会長（坂井忠平）を議長に指名 議長

2 定足数確認

・出席者数、委任（代理）出席者数、理事会成立の確認

・出席理事　16名

・代理委任による出席理事　11名

・欠席理事　0名

・以上により理事数27の過半の27名の出席を得ましたのでこれより
第94回理事会を始めます。

3 前回（第94回）理事会議事録確認

2222 報告報告報告報告

今回の震災に関する対応、措置について

□ 震災による影響について 当日 1～2 坂井

すでにご承知の通り、震災による被害・影響は現在も拡大の一途に
あります。
　被害にあわれた方々には心よりお見舞い申し上げます。幸いにも
理事、支部長など校友会役員・関係者におかれては現在のところ被
害報告は受けておりません。
　また甚大な被害を受けた地域には300名を超える卒業生が生活を
している模様です。
　本学においては卒業全体式典、卒業制作展が中止となりました。
卒業生、父兄、先生方をはじめ関係者の心痛は察するに余りありま
す。
　このような状況において校友会として即断・即応が求められる局
面もあり随時会長、副会長、事務局（長）連絡のもとに対処してま
いりました。
　詳細はこの後、事務局長より報告がありますが理事会を経ずして
方針決定に至った事情については何卒ご理解をいただきたくよろし
くお願いします。

□ 今年度スケジュール変更 柏木

・すでに理事会確認が行われた来年度事業計画については以下変
更、修正

・3/26支部長懇談会、懇親パーティ中止（関係者連絡済み）

・卒業式典中止に伴い祝辞取りやめ。ただし「お祝い・連絡カー
ド」は配布

□ 来年度スケジュール変更 当日 1～2

・「奨学金成果報告展」は開催予定であるが大学の事情を考慮しな
がら適宜開催可否を判断、対応とする。



・6/5　「ホームカミングデー」「支部長懇談会」は中止（期日を
定めない延期）。（卒業生への「お祝いカード」には訂正文を追
記、退職する先生方へは既通知（ご案内）を撤回済み）

□ 23年度事業計画修正、対応、措置 当日 1～2

・事業（活動）のうち「奨学金」「小品展」「会報」「理事会」等
は予定通り進める

・「支部・会員グループ助成」は総会まで凍結。

・役員改選手続きは延期。定期総会の承認をもって任期交代とす
る。

・予算執行、推進済み事業については延期する定期総会時に「事後
報告・追認」の形で了承を受ける。

□ 今後について 当日 1～2

・各事業について、担当以外も参加いただく拡大企画委員会（4/22
開催予定）で対応協議。

□ 意見

・名古屋在住の石田理事より、自粛ムードが蔓延するのは問題だ。
社会活動が沈滞してしまう。被災地支援を何かの形でやる必要があ
ると思う。また、校友会事業についても華美にならずに行えばいい
のでは？

・工芸学科教授の小林理事より、新卒業生は延期となっても理解し
てくれるだろう。工芸学科は謝恩会も中止だった。

・昭和女子大教授の清水理事より、校友会は営利企業ではないの
で、組織をきちんと維持して、会員への連絡を適切に行い、復興し
たら活動をするのでよいのではないか？

・高崎健康福祉大学高等学校に勤務の森理事より、甲子園が開催さ
れているが、非常に励みになっている。やり方やコンセプトではな
いかと思う。生徒会では寄付活動を行っている。計画停電の影響
で、交通状態が悪く、終業式に来られない生徒がいた。直接的な被
害はないが、影響は出てきている。

・以下、理事会資料によって確認。

1 月次会計報告 当日 3

2 平成22年度　支部・会員グループ支援（企画助成） 送付 1

□ 報告事項

・議案書説明

・「支部」からの応募件数＝（5）、申請総額＝（437,497円）

・「会員」グループからの応募件数＝（1）、申請総額＝（60,267
円）

・3/4に会長、副会長（神谷）、事務局長、支部担当理事（松野、
杉浦）により審査会を行う。結果は別紙のとおり。



3 「企画委員会」報告 送付 2～4

□経過説明

4 「新入生お祝い」報告 送付 5

□ 報告

・色校正調整でき、1,450部、3/28納品予定。オリジナルスケッチ
ブック（無地クロッキー100枚）＠536円（￥776,475）

5 「出前アート大学」報告

□ 開催報告

No.37板橋区立常盤台小学校　2/4実施 送付 6～7

No.38港区立麻布小学校　2/25実施 当日 4

6 「平成22年度校友会奨学生成果報告会」 送付 8・DM

・「議題」で報告・説明

7 学内幹事会　ー冬ー　

□ ・【八王子】春の幹事会を5月中旬に開催し、学生も招集し開催を
する。4月に各研究室に3、4年生の分のみ変更の有無を確認をす
る。リストに従って、春の幹事会に招集する。またその際に、総会
アルバイトは20名程度を予定しているので、出席者からスタッフを
募集する。次年度については、2年生を秋以降に各学科に依頼し選
出いただく。

・【上野毛】5月19日（木）に学生を交えて春の幹事会を開催する。幹事会
には、昨年、参加した学生ならびに昨年度の芸祭実行委員を招集予
定。

8 事務局報告 送付 5

□ 福岡支部研修会報告　（2/16実施）

□ 神奈川支部展報告　神奈川多摩美2011

・2011年3月6日～3月11日　横浜市民ギャラリーにて開催

・初日、坂井・柏木オープニングパーティともに訪問。

□ ニューヨーク支部役員改選報告

□ 四美大校友会・同窓会会議報告（3/8実施）

・坂井会長・末房副会長・事務局栗原で出席。

□事務局員契約更新 坂井

・事務局員体制を現行1人を23年度より2人とする。

当日 5～8



・事務局員（森さやか）の新規契約（１年契約）（H23.4.1～
H24.3.31）

・長期パートタイマー（佐藤芳）の継続更新（１年契約）
（H23.4.1～H24.3.31）

3333 議案議案議案議案

1 平成23年度事業計画(スケジュール） 送付 9

・以下議案については全て次回理事会における審議事項とする。

□ ホームカミングデー2011 送付 10～11

当日 9・配布

□ 平成23年度　支部・会員グループ支援（企画助成） 送付 12～14

□ 出前アート大学

２・ 平成23年度予算（案） 当日 10～14

・議案については全て次回理事会における審議事項とする。

３・ 役員改選 柏木

□推薦理事リスト 送付 15

・岡田忠明（'75日本画）・青木榮二（'80GD）・小野範子（'84油
画）・岡田みおり（'84ID）

・以上候補者について「理事候補者選定委員会」において確認・承
認を受けた。

・委員会承認後、下記3名の候補者本人に理事就任の意向について
確認済みである。

・岡田忠明（'75日本画）・青木榮二（'80GD）・小野範子（'84油
画）

・6月定期総会における承認を持って新任・退任理事の交代とする
予定であったが延期される総会まで「留任」をお願いする。

清水、菅原、塩川各理事の了解を得た。

・７月度理事会において新任理事をご紹介し、以後定期総会まで暫
定理事として理事会に出席して頂く方針としたい。

□ 議決

・質疑・意義なく３号議案は了承された。

□平成23年度役割分担〈案〉 当日 15 柏木



・「カード」「広報」など事業部の統廃合に伴い、新体制で23年度
よりスタートしたい。

・留任理事におかれては暫定的に参画をお願いする。

・リストに記載されている氏名は「案」につきご本人の意向もふま
えながら事務局でまとめさせていただく。

□ 議決

・質疑・意義なく３号議案は了承された。

4444 そのそのそのその他他他他

□ 質疑

・石田理事より、愛知支部展に岐阜から参加したい卒業生が2人い
る。許可は本部から必要か？

□ 応答

・柏木事務局長より、神奈川支部でも東京都在住者が支部展に参加
をしていた。規定はない。

・坂井会長より、支部は設立時より独立採算で行ってきた経緯があ
る。

・石田理事より、何か問題が起こりましたら報告いたします。

以上


