
慶應義塾大学理工学部同窓会
2021年度総会・特別講演会

今年度の慶應連合三田会大会は、10月17日（日）にオンラインにて開催されること
になりました。その方針に沿って、理工学部同窓会は、日吉キャンパスにリアルに
集まるのではなく、特別講演会の動画を会員の皆さまにご視聴いただくことで総会
とさせていただきます。

理工学部同窓会の動画は です。

理工学部同窓会公式ホームページでのご視聴はこちらからどうぞ。

https://www.dosokai.st.keio.ac.jp/info/sokai-2021-2/
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１．総会

役員挨拶 会長 落合正行

副会長 北城恪太郎

２．特別講演会

この時代の「学び」を問い直す
～知を深め、智を創造する～

上智大学 学長 曄道佳明
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上智大学 学長

曄道 佳明（てるみち よしあき）君

講演者略歴：
1985年 機械工学科卒
1994年 理工学研究科機械工学専攻

後期博士課程所定単位取得退学
学位：博士（工学）1994年7月

2017年 上智大学 第16代学長就任
2019年 矢上賞受賞（授賞理由： 機械力学研究の発展と

大学運営への貢献）
現在に至る

2021年慶應連合三田会大会

理工学部同窓会総会・特別講演会



2021年度 新・役員体制について
（赤字は新任者、敬称略）
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名誉会長 村上 俊之（Ｅ-46）
名誉顧問 北里 一郎 （C-13）
最高顧問 内田 勲 （Ｅ-18）
会 長 落合 正行 （A-32）
副会長 宮崎 吾郎 （M-23）

北城 恪太郎 （A-25）
中川 陽一郎 （Ｍ-28）
野村 雅行 （Ｍ-29）
数原 英一郎 （Ａ-29）
尾崎 元規 （Ａ-30）
渡邊 佳英 （Ｉ-30）
中村 吉伸 （Ａ-30）
田中 常雅 （Ｍ-32）
鈴木 譲治 （Ｃ-33）
佐藤 誠一 （Ｃ-40）
五藤 信隆 （Ｍ-47）
朝倉 浩一 （Ｃ-43）

常任幹事 川﨑 進 （Ｅ-26）

常任幹事（学内） 田中 敏幸 （Ｉ-40）
大橋 洋士 （Ｂ-47）
矢向 高弘（SD-47）
高尾 賢一 （Ｃ-48）
高田 眞吾 （Ｊ-48）
種村 秀紀 （Ｓ-40）
牛場 潤一 （I-59）
横森 剛 （Ｍ-56）
田邉 孝純 （Ｅ-58）
山本 崇史 （Ｋ-60）
柿沼 康弘（SD-60)
安藤 景太 （Ｍ-63）
松浦 峻 （Ａ-63）

会計監事 澤 孝一郎 （Ｅ-22）
大野 義夫 （A-26）



2020年度決算報告（１）
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■ 収入の部
（単位：円）

科 目 予算額 決算額 予算差異(決算 -予算)

事業活動収入 36,500,000 37,196,000 696,000

会費収入 36,500,000 37,196,000 696,000

寄付金収入 0 0 0

雑収入 175,000 24,819 ▲150,181

受取利息 0 1,279 1,279

頒布品販売収入 130,000 0 ▲130,000

その他 45,000 23,540 ▲21,460

【収入合計】 40,875,000 41,420,819 545,819



2020年度決算報告（２）
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■ 支出の部

科 目 予算額 決算額 予算差異(決算 -予算)

事業活動支出 31,352,000 28,905,590 ▲2,446,410

名簿関係費 7,000,000 6,392,760 ▲607,240

会報関係費 4,450,000 3,449,078 ▲1,000,922

奨学金事業 11,552,000 11,551,550 ▲450

総会関係費 0 0 0

幹事会関係費 0 0 0

支部関係費 1,350,000 1,062,640 ▲287,360

慶應義塾大学病院医療支援資金 1,000,000 1,000,000 0

理工学部1年生応援事業 6,000,000 5,449,562 ▲550,438

管理費支出 9,523,000 6,867,699 ▲2,655,301

会費管理費 2,850,000 2,157,690 ▲692,310

事務局関係費 5,445,000 4,710,009 ▲734,991

予備費 1,228,000 0 ▲1,228,000

奨学金事業積立支出 0 0 0

基本財産繰入支出 0 0 0

【支出合計】 40,875,000 35,773,289 ▲5,101,711

当期収支差額 0 5,647,530



2020年度決算報告（３）
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2020年度事業報告
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■奨学金制度について

出願者数： 50名 （2年生→26名、3年生→12名、4年生→12名）

採用者数： 20名 （2年生→9名、3年生→5名、4年生→6名）

課題作文として「卒業後の未来像」（800字以内）を課しました。

■奨学金の財源について

採用された優秀な20名に給付される奨学金は、会員の皆様から頂いた
「同窓会年会費」から成る同窓会予算〔1,102万円〕と、複数の篤志家か
ら寄せられた「使途指定寄付」〔98万円〕を基に成立しています。

理工学部同窓会奨学金への「使途指定寄付」は、採用者の

増員のための、非常に重要な資金源となっています。



2021年度事業内容

■年会費納入者限定・動画閲覧サービス
理工学部同窓会総会・特別講演の動画制作を行います。本動画は、2020年
度に同窓会年会費を納入した会員を対象に、今年11月に約1か月間の期間限
定で配信します。

閲覧方法については、同窓会ウェブサイトにパスワード付きのご案内記事を
掲載します。今年度の同窓会報（9月20日発行）を発送する際、会費納入者に
のみ、ご案内記事のURLおよびパスワードを記載したご案内状を同封します。

■理工学部同窓会奨学金採用者の増員
2021年度の「理工学部同窓会奨学金」（1名につき60万円の給付型奨学金支
給制度）は、従来「12名募集」のところ、採用者数について、同窓会奨学金へ
の「使途指定寄付」2020年度分（計98万円）を活用して1名増員し、更に「奨学
金事業積立」82万円を組み替え2名増員することにより、合計15名を採用する
こととします。

来年も採用者が増員できるよう、理工学部同窓会奨学金への

使途指定寄付に、ご支援ご協力を賜りますようお願いします。
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■理工学部同窓会名簿ウェブシステム運用方法の見直し
これまで、会員同士あるいは会員と同窓会が、相互に連絡が取り合えることを重視し、本システムにて名簿
情報の閲覧サービスを提供して参りましたが、会員および塾員センターより、「個人情報の取扱いがますま
す厳しくなってきている現状において、アクセスさえすれば名簿を見ることができてしまうという当システムは、
今の時代にそぐわないように思われる。また、個人情報に関する事故も発生しかねない」とのご指摘を頂き
ました。協議の結果、2021年7月31日をもって「名簿閲覧サービス」を終了することと致します。但し、「名簿
情報提供サービス*」 および「宛名ラベル（有料）」は、従来通り継続します。

運用方法の見直しに伴い、今後ご自身の登録情報の確認は『慶應オンライン』をご利用ください。

住所等変更や訃報のお知らせを頂く場合は『塾員（卒業生）ホームページ』 より申請して下さい。

・ご自身の登録情報の確認 『慶應オンライン』

https://www.jukuin.keio.ac.jp/kol/html/login/Login.html

・住所等変更や訃報の連絡 『塾員（卒業生）ホームページ』

http://www2.jukuin.keio.ac.jp/address/index.html

＊名簿情報提供サービスについて

同期会・クラス会の開催など、理工学部同窓会の名簿情報提供を希望する場合は、『会員名簿利用申請
書』を、同窓会あてにご提出下さい。お渡しできる名簿情報は、紙媒体あるいはPDFファイルのみです。

宛名ラベルの作成をご希望の場合は、1枚につき20円で承ります。但し、申請書記載の利用目的以外の使
用、また営利を目的とした使い方は固く禁じます。

・ 同窓会あて『会員名簿利用申請書』

https://www.dosokai.st.keio.ac.jp/wp-content/uploads/2021/03/meibo-riyo.docx 10

既存サービスの見直しについて
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年会費納入のお願い
2021年度年会費４千円納入のお願い
年会費は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの１か年の会費となります。皆さまからの会費は、主に同窓会

奨学金、同窓会報発行、理工学部同窓会ウェブサイトおよび名簿ウェブシステム運営等の同窓会活動に充てさせて

頂きます。下記のいずれかの方法でご納入下さいますよう、お願い申し上げます。

納入方法について https://www.dosokai.st.keio.ac.jp/info/20210310kaihi/

①振込用紙による振込

同窓会報に同封される指定の振込用紙をご利用の上、お近くのコンビニエンスストア・郵便局窓口にて、

４千円をお振込み下さい。振込手数料は、同窓会が負担します。

②口座振替サービスによる引落

銀行、信用金庫、ゆうちょ等ご指定の口座から、毎年8月に年会費４千円が自動引落になります。

申込方法：同窓会報に同封されるハガキ形式の「預金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、

金融機関お届け印を捺印の上、ご投函下さい。登録後の口座変更や自動引落の解除も可能です。

③ＡＴＭ、ネットバンキングからの振込

必ず依頼人名義に塾員番号をご入力の上、次のいずれかの口座あてに４千円をお振込み下さい。振込手数は

ご本人負担となります。 ⇒依頼人名義が無記入の場合、どなたからのお振込みか確認できません。ご注意下さい。

ゆうちょ銀行（9900） あるいは スルガ銀行 （0150）

〇一九支店（019） 横浜日吉支店 （214）

当座預金 ００４７９１４ 普通預金 ４３４８７６

慶應義塾大学理工学部同窓会 慶應義塾大学理工学部同窓会代表落合正行

お問合せは、塾員番号・氏名・住所を明記し、メールにて同窓会事務局 dosokai@st.keio.ac.jpにご連絡下さい。 11
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ご支援のお願い

■理工学部同窓会奨学金への「使途指定寄付」について
2018年度より「理工学部同窓会奨学金」への資金として、慶應義塾に対して直接寄付をすることが

可能になりました。2019年度より「理工学部同窓会奨学金」への活用を開始しています。

【ご寄付は、少額でも構いません。使途指定寄付は、採用者数の増員のための非常に重要な資金源となります。】

2018年度は計600,000円、2019年度は計449,000円 、2020年度は計980,000円のご支援を頂き、

3年連続で奨学生の増員（1名）が実現しました。

■寄付の方法 https://www.dosokai.st.keio.ac.jp/scholarship/scholarship_05/

所定の寄付申込書にて「理工学部同窓会奨学金への使途指定寄付金」として、

必要事項をご記入・ご押印の上、ご郵送下さい。

詳しいご案内（同窓会HP）

■税法上の優遇措置

卒業生が個人として「理工学部同窓会奨学金」として慶應義塾に直接寄付をした場合、

確定申告で所定の手続きをすることにより、最大約40％の寄付金控除を受けることができます。

詳しくは理工学部学術研究支援課ホームページをご覧下さい。

http://www.recsat.keio.ac.jp/kenkyushikin/kifu.html

ご寄付者塾員は、慶應義塾発⾏の機関誌『三⽥評論』へご芳名、使途並びに寄付⾦額の掲載が可能です。12
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同窓会オリジナルグッズの紹介

・ネクタイ ￥3,500（税込）

（日本製 8.5㎝幅 長さ144㎝）

以前販売していたものを再製作）

・スカーフ ￥4,000（税込）

（イタリア製 65㎝×65㎝）

女性会員向けに製作

・プチスカーフ ￥2,500（税込）

（イタリア製 43㎝×43㎝）

男女兼用

（ネイビー） （ブルー） 13

在庫わずか


