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■校友会役員等名簿（平成21年6月1日現在）　
○会　　長　
　　井上　明久 東北大学総長　

○代表理事　
　　野家　啓一 東北大学理事　　　　　　　　　

○理　　事　任期:平成20年10月1日～平成22年9月30日
　《会長推薦》　　
　　高橋　宏明 東北電力㈱取締役社長　　　　　　　
　　清野　　智 東日本旅客鉄道㈱代表取締役社長
　　奥山恵美子 前仙台市副市長
　　伊東　潤造 ㈳日本医師会理事、
 宮城県医師会会長
　　杉山　一彦 元東北大学理事、
 元松下電器産業㈱取締役副社長
　　山田　　豊 東洋エンジニアリング㈱取締役社長
　　小野寺　正 KDDI㈱代表取締役社長兼会長
　　仁田　新一 前㈶東北大学研究教育振興財団常務理事
　　渡邉　　誠 前東北大学理事
　　根元　義章 東北大学理事
　　北村　幸久 東北大学副学長・総長室長
　《部局別同窓会推薦》　　
　　松本　宣郎（文） 元東北大学文学研究科長
　　雪江　美久（教） 東北福祉大学特任教授、
 宮城教育大学名誉教授
　　及川　行翁（法） 東北大学法学部同窓会常任理事、
 前法学部同窓会事務局長
　　米山　　進（経） わかくさ幼稚園理事長、
 経和会記念財団理事長
　　今泉　俊文（理） 東北大学理学研究科教授
　　下瀬川　徹（医） 東北大学医学系研究科教授
　　伊藤　秀美（歯） 東北大学歯学部同窓会顧問
　　坂本　尚夫（薬） ㈱インテリジェント・コスモス研究機構代表取締役社長、
 元東北大学薬学研究科長
　　米本　年邦（工） 東北大学工学研究科副研究科長
　　秋葉　征夫（農） 東北大学総長特命教授(教養教育院)、
 元東北大学農学研究科長
　　石幡　直樹（国文） 前東北大学国際文化研究科長、
 前東北大学国際文化研究科同窓会会長
　　岩崎　祥一（情報） 東北大学情報科学研究科教授

　　高橋　　弘（環境） 東北大学環境科学研究科教授
　　江幡　　武（川内） 東北大学名誉教授
　　後藤　　孝（金） 東北大学金属材料研究所教授
　　黒木登志夫（加） 日本学術振興会・学術システム研究センター副所長、
 前岐阜大学長
　　神山　新一（流） 元東北大学流体科学研究所長

○顧　　問　　　　
　　西澤　潤一 元東北大学総長、
 ㈶東北大学研究教育振興財団理事長
　　阿部　博之 元東北大学総長
　　吉本　高志 前東北大学総長　　　
　　青木　生子 元日本女子大学学長
　　原田　夏子 元共栄学園短期大学教授
　　相沢雄一郎 ㈶東北大学研究教育振興財団常務理事
　　勅使河原安夫 勅使河原協同法律事務所弁護士
　　勝股　康行 ㈱七十七銀行相談役
　　丸森　仲吾 ㈱七十七銀行相談役
　　神津　康雄 日本臨床内科医会名誉会長
　　久道　　茂 ㈶宮城県対がん協会会長
　　豊田章一郎 トヨタ自動車㈱取締役名誉会長
　　楠　　兼敬 日野自動車㈱顧問
　　八島　俊章 ㈳東北経済連合会名誉会長
　　小田　　滋 前国際司法裁判所裁判官

○代 議 員　任期:平成19年10月6日～平成21年9月30日
　　佐藤　弘夫（文）
　　菅井　　茂（文）
　　小野寺淑行（教）
　　雪江　美久（教）
　　稲葉　　馨（法）
　　清水　廣行（法）
　　大滝　精一（経）
　　松川　　満（経）
　　橋本　　治（理）
　　荻野　　博（理）
　　岡村　州博（医）
　　道又　勇一（医）
　　遠藤　英昭（歯）
　　浅野　央男（歯）
　　伊藤　秀美（歯）

第１章　総　則
（名称）
第1条　本会は、東北大学校友会と称する。
（事務局）
第2条　本会の事務局は、仙台市青葉区片平二丁目1番1号東北大学本部事務機構内に置く。
（目的）
第3条　本会は、会員相互の交流と親睦を図り、また会員と大学との互恵関係のもと、相互が一
体となった大学運営を実現し、社会・文化の発展に貢献することを目的とする。
（事業）
第4条　本会は前条の目的を達するため、以下の事業を行う。
　一　東北大学と会員間及び会員相互間の交流及び親睦に寄与する事業
　二　会員により組織される同窓会等の団体（以下、基礎同窓会という。）に対する協力事業
　三　東北大学に対する協力事業
　四　その他本会の目的を達するために必要な事業
第２章　会　員
（会員）
第5条　本会は、次に掲げる者をもって会員とする。
　一　東北大学の学部卒業生・研究科修了生等
　二　東北大学の在校生
　三　東北大学の役員、教職員
　四　東北大学の役員、教職員であった者のうち、本会に入会を希望する者
　五　東北大学の在校生の保護者のうち、本会に入会を希望する者
　六　東北大学の諸活動に理解があり、貢献・協力のあった者で、会長が認めた者
　七　その他、東北大学に関係のある者で、会長が認めた者
2　前項第１号会員については、本学を最初に卒業または修了した年を基準とし、創立から数え
た年に従い、第○○期生と称する。
3　第1項第5号会員については、学生が卒業（修了）後も会費を納入する限り本会会員の資格を有する。
（会費）
第6条　会員は所定の会費を納入するものとする。
２　本会は、主として会費を納入した会員に対して事業を行う。
第３章　基礎同窓会
（基礎同窓会）
第7条　会員により組織され本会運営の基礎単位となる団体を基礎同窓会と称し、本会との連合
体としてその運営に協力する。
（構成）
第8条　基礎同窓会は、部局別同窓会、卒業（修了）年次別同窓会の他、会員により組織される
同窓会等の団体のうち本会に登録したもの（以下、登録同窓会という。）とする。
（部局別同窓会）
第9条　部局別同窓会は、学部、研究科、附置研究所等の別により組織される同窓会とする。
2　部局別同窓会の設置または改廃等により基礎同窓会の変更があったときは、理事会の議を経
るものとする。
（卒業（修了）年次別同窓会）
第10条　卒業（修了）年次別同窓会は、卒業（修了）年次別に学部・研究科横断的に組織され
る同窓会とする。
（登録同窓会）
第11条　登録同窓会は、代表者を定めて所定の申込書を本会に提出し、理事会の承認を得るも
のとする。
2　本会との連合体としてふさわしくない事由が生じたときは、理事会の決議により登録を抹消
することができる。
第4章　役員等
（役員構成）
第12条　本会に、次の役員を置く。
　一　会　長　　１名
　二　代表理事　１名
　三　理　事　　若干名
　四　代議員　　若干名
　五　監　事　　若干名
2　前項に定めるもののほか、必要に応じて顧問その他の役員を置くことができる。
（会長）
第13条　会長は、東北大学総長をもって充てる。
2　会長は、会務を総理し、本会を代表する。
（代表理事）
第14条　代表理事は、東北大学の担当理事または副学長をもって充てる。
2　代表理事は、会長を補佐し、事務局及び会務の執行を総括する。
（理事）

第15条　理事は、代議員その他の会員のうちから代議員会の議を経て会長が委嘱する。
2　理事は、事務局と連携し会務を分掌する。
（代議員）
第16条　代議員は、基礎同窓会の代表者その他の会員のうちから代議員会の議を経て会長が委嘱する。
2　代議員は、代議員会を構成し、第20条第3項に掲げる事項を審議する。
（監事）
第17条　監事は、会員のうちから代議員会の推薦を受けた者に会長が委嘱する。
2　監事は、本会の会計及び会務を監査する。
（顧問）
第18条　顧問は、会長が委嘱する。
2　顧問は、会務に関する重要事項について助言する。
（任期）
第19条　理事、代議員及び監事の任期は、2年とする。ただし、補欠の理事、代議員及び監事の
任期は、前任者の残任期間とする。
2　理事、代議員及び監事は、再任されることができる。
第５章　会議
（代議員会）
第20条　代議員会は、会長、代議員、代表理事及び理事をもって組織し、会長が招集する。
2　代議員会の議長は、会長をもって充てる。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、
代表理事がこれにあたる。
3　代議員会は、次に掲げる事項を審議する。
　一　規約の改廃に関する事項
　二　事業計画及び事業報告に関する事項
　三　予算及び決算に関する事項
　四　第5条第1項第6、7号の会員の資格の準則に関する事項
　五　その他会長が諮問する事項
4　監事は、代議員会において本会の会計及び会務の監査結果を報告するものとする。
（理事会）
第21条　理事会は、会長、代表理事及び理事をもって組織し、会長が招集する。
2　理事会の議長は、会長をもって充てる。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、
代表理事がこれにあたる。
3　理事会は、次に掲げる事項を審議する。
　一　基礎同窓会の変更及び基礎同窓会のうち登録同窓会の登録・抹消に関する事項
　二　細則の改廃に関する事項
　三　代議員会に付議すべき事項
　四　代議員会の審議を要しない業務の執行に関する事項
4　前項第1、2号については、代議員会に報告するものとする。
（執行委員会）
第22条　執行委員会は、代表理事及び会長から指名された理事をもって組織し、代表理事が招集する。
2　執行委員会の委員長は、代表理事とし、委員会の議長となる。議長に事故があるとき、又は
議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する理事がこれにあたる。
3　執行委員会は、次に掲げる事項を審議する。
　一　理事会の決議執行に関する事項
　二　理事会の委任事項
（定足数）
第23条　会議は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。た
だし、委任状をもって出席とみなすことができる。
2　議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
第6章　会計
（経費）
第24条　本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
（会計年度）
第25条　本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
第7章　東北大学経営協議会学外委員候補者の推薦
（候補者の推薦）
第26条　本会は、東北大学の大学運営に寄与するため、第5条第1項第1、5号に定める会員のうち
から、東北大学経営協議会学外委員の候補者を推薦できるものとする。
2　候補者は、各基礎同窓会等から推薦を受けた者のうちから代議員会及び会費納入者による投
票にて最終候補者を決定するものとする。
第8章　雑則
第27条　この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附　則
１　この会則は、平成19年10月6日から施行する。
２　東北大学全学同窓会会則（昭和62年4月16日制定）は、廃止する。
３　東北大学全学同窓会の財産は、本会が引き継ぐものとする。
４　本会の設立当初の会計年度は、本会規約にかかわらず設立日から平成20年9月30日までとする。
５　本会の会計事務は、当分の間、東北大学に委任する。

東北大学校友会規約　　　制定　平成19年10月6日

　　平澤　典保（薬）
　　戸田　紘子（薬）
　　星　　友典（薬）
　　米本　年邦（工）
　　石井　敏夫（工）
　　伊藤　幸博（農）
　　高橋　平馬（農）
　　江幡　　武（川内）
　　楠田　　格（国文）
　　西関　隆夫（情報）
　　飯島　敏夫（生命）
　　高橋　　弘（環境）
　　小林　典男（金）
　　安井　　明（加）
　　小濱　泰昭（流）
　　矢野　雅文（通）
　　外山　芳人（通）
　　一色　　実（多）
　　田中俊一郎（多）
　　山田　勝芳（東アジア）
　　菅井　邦明
　　大西　　仁
　　庄子　哲雄
　　高田　敏文
　　中塚　勝人
　　阿部　純二
　　井口　泰孝
　　仁田　新一
　　福田　　寛
　　石亀　希男
　　吉村　　敦

○監　　事　任期:平成19年10月6日～平成21年9月30日
　　青木　雅明　　　　　　　　　　　　　
　　矢崎　　卓

会　長（東北大学総長）

理 事 会

執行委員会

代表理事…東北大学の理事又は副学長
理事（30 名程度）
　・部局別同窓会、卒業年次別同窓会、
　　登録同窓会から各若干名
　・その他会長推薦者若干名

顧問

部局別同窓会

会長が委嘱した者

代議員会の推薦
学内　1名
学外　1名

監事…2名

代議員会 代議員（100 名程度）
　・部局別同窓会、卒業年次別同窓会、
　　登録同窓会から代表者各 1名及び推薦者
　・在校生代表者　若干名
　・保護者代表者　若干名
　・その他会長推薦　若干名

基礎同窓会

学部、研究科、附置研究所等の別により組織される同窓会

卒業（修了）
年次別同窓会 卒業（修了）年次別に学部・研究科横断的に組織される同窓会

登録同窓会 会員により組織される団体のうち本会の登録した同窓会

代表理事、会長から指名された理事

創 刊 特 集 東北大学校友会

※現在の代議員及び監事は、校友会の運営が確立するまでの
期間を考慮し、校友会規約及び細則にかかわらず、平成21
年9月30日までを任期として東北大学全学同窓会解散時の
評議員及び監事が就任している。


