






3月24日　　目白大学学位授与式
　　　　 　（中野サンプラザ）
　　　　　　　渡辺会長出席

11月9日  第5回幹事会開催
　　　　　　就職支援プロジェクトについて

9月7日  第3回幹事会開催
　　　　　   同窓会報Vol.14について

目白大学同窓会「支部」便り

平成25年度 目白大学同窓会 定期総会を開催しました！各支部からの最新トピックスをご紹介！

56

News

　平成26年1月25日（土）に開催された、「平成25年度 目白大学同窓会 定期総会」。本年度も多くの
同窓生の皆様から議案回答を頂き、さまざまな議決事項を承認させて頂きました。同窓会としましては、
同窓生の皆様からの叱咤激励の言葉を元に、今後さらに同窓生に還元できる運営方法を模索していき
たいと考えています。

　「槻（つき）の会」とは、目白大学看護学部同窓生で構成された新たな支部です。発足
は、2012年。卒業後1年目の同窓生を対象にした『ホームカミングデー』の支援など、現
在様々な活動を行なっております。「卒業生の皆さんが日々の活力を得られる場をどう作
るか」をテーマに、卒業年度・学年の枠を超えて、役員全員で話し合っている最中です。今
後の活動にぜひご期待ください！また皆様からのリクエストやお声もお待ちしております。

　桐榮祭2日目である、2013年10月27日（日）、「槻の会」2回目の総会を開催しました。当日は先生方を招
き、2013年度の活動内容をご報告。都度、的確なご意見を頂戴しながらも和気あいあいとした雰囲気の中で会
は進行しました。一通り、報告が終わった後に歓談タイムに。多くの卒業生が顔を見せに来てくれ、中にはお子さ
ん連れで訪れてくれた方も。明るい雰囲気の中、昔話に話を咲かせる愉しいひとときを過ごせました。

看護学部支部

Top
ics

　先日、第2回総会を開催致しました。
役員の仲間はもちろん、司会には役員会以外の卒業生にも協力をいただきました。
　参加者は先生方の人数を上回る事ができませんでした。それだけ先生方のご出
席をいただいたと言うことでもありますが、新しい組織を運営していく難しさと面白
さを感じております。
　役員会をするために大学に集まると、それぞれの病院や仕事や生活の事を聞くこ
とができて、毎回私もがんばろうと思えます。もちろん懐かしい先生方とも再会 でき、
「ご苦労様、そろそろ新人教育で悩む時期かしら？」 等と声を掛けて頂き、在学時と
変わらね暖かさを感じ、明日への活力となっています。槻の会の総会で、年に1度大
学へ帰るという、この喜びを、卒業生同士が 共有する場にしたいです。
　支部の活動としては一歩一歩、土台を築いて後輩に受け継いで行きたいです。

（目白大学同窓会 看護学部支部「槻の会」支部長：大村 佳代）

Information

たくさんの
同窓生より回答を
いただきました！

平成25年度 事業計画

承認　9,582（82）名／不承認　1名 ※（ ）内は返信はがきによる承認です。

※（ ）内は返信はがきに
　よる承認です。

任期：平成24～25年度

【現行役員】※任期 ： 平成23～25年度

１号議案

会 長
副 会 長
幹 事 長

：
：
：

渡辺 尚吾 （言語文化学科／平成９年度卒）
山西 茂 （地域文化学科／平成９年度卒）
田中 了 （言語文化学科／平成15年度卒）

事務局長： 田中 了 （兼任） 
幹 事： 山本 加奈子（言語文化学科／平成９年度卒）
幹 事： 松井 直樹 （言語文化学科／平成９年度卒）
幹 事： 太田 幸子 （心理カウンセリング学科／平成15年度卒）
幹 事： 鳴重 好也 （英米語学科／平成22年度卒）

 

財 務： 神田 瑞枝 （経営学科／平成17年度卒）
顧 問： 坂本 幸久 （地域文化学科／平成９年度卒） 

平成25年度 目白大学同窓会 幹事役員改選

承認　9,583（83）名／不承認　0名

承認　9,583（83）名／不承認　0名

※（ ）内は返信はがきによる承認です。

3号議案

4月2日 目白大学入学式（大宮ソニックシティ） 8月中　　  平成25年度書面総会発送

9月中　　  同窓会報Vol.14発行

5月11日 第１回幹事会開催

6月10日 桐和祭交流会

● ●
●
会報作成業者コンペティション
平成25年度書面総会について

●
●
同窓会支援について
同窓会賞企画について

6月28日　桐和奨学会運営委員会

 

●渡辺会長、山西副会長出席

7月6日 第2回幹事会開催
●総会について
●会報について

10月19日・20日 第45回桐和祭開催（新宿キャンパス）
●同窓生の部屋開設

10月26日・27日 第20回桐榮祭開催（岩槻キャンパス）
●

●

同窓生の部屋開設

平成25年度予算案2号議案 （自　平成25年4月1日）　
（至　平成26年3月31日）

平成25年度 目白大学同窓会 
定期総会のご報告

「槻（つき）の会」NEWS

「槻（つき）の会」 総会開催のご報告

目白大学同窓会作業療法学科支部が新設されました！

　これまで約5年間活動してきた「目白大学作業療法研究会（通称：め
じ研）」が、2014年1月に支部設立申請が提出され、承認されました。
今後は『めじ研』の名称を継承しつつ、支部として活動していきます。
　めじ研の掲げるテーマは、「目白大学作業療法学科のつながりを保
つ」ということ。その為に様々な取り組みをしていきたいと考えていま
す。来年度の最初の活動としては、めじ研定例会（2014年5月25日
開催予定）にて「面接テクニック講習会」などを開催します。その他、6
月の「第16回世界作業療法士連盟大会・第48回日本作業療法学会」
での発表など、幅広く活動していく予定です。今後さらに活動の幅を広
げたいと考えておりますし、また同窓生たちと協力しながら、支部全体
を盛り上げていきたいと考えていますので、どうぞ宜しくお願いします！

同窓生の皆さんからの
ご意見お待ちしております！

槻の会、第2回目の総会がスタート。まずは大村支部長から活動内容の報告が行
われました。
続いて、先生方からもメッセージを頂戴しました。学部ならびに同窓生のことを
第一に考えた貴重なご意見に感謝しております。
この看板を目印に、多くの同窓生が顔を見せに来てくれました！
目白大学同窓会長からのスピーチ。同時に福利厚生サービス「目白大学同窓会
クラブオフ」についても告知させていただきました。
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承 認
されました

すべて

科目 24年度予算額 24年度決算額  増　減 摘　要

卒業生会費 終身会費：＠25,000円
1,300名卒業予定（9月卒業者含む）
桐和祭出店御礼

平成25年度卒業生会費
その他の収入 
預金利息 

本年度帰属収入計 A

33,625,000
10,000
12,489

33,647,489
155,382,585
189,030,074

32,500,000
10,000
20,000

32,530,000
165,895,488
198,425,488

1,125,000
0

△7,511

1,117,489
△10,512,903
△9,395,414

前年度繰越金 

合計 

収入之部

科目 24年度決算額 25年度予算額 増　減 摘　要
A － B 10,512,903 8,630,000 △2,317,097

本年度帰属収支差額

科目 24年度決算額 25年度予算額 増　減 摘　要

事業費（合計）
広告宣伝費
福利厚生費
支部組織運営費
大学祭協賛費
デュアルサポート費
事務局運営費（合計）
業務委託費
通信費
旅費交通費
消耗品費
会議費
人件費
交際費
慶弔費
賃借料
支払手数料

広報誌・書面総会作成・ホームページリニューアル
クラブオフ運営委託費・広報活動
支部組織設立準備資金
大学祭協賛金・食券費用
就職支援活動

同窓会事務局委託費
事務局電話代・広報誌送料

事務局消耗品・PC新規購入
学内外の団体との打ち合わせ

学園行事の御祝、告別式の生花他
サーバレンタル・グループウェア

11,655,350
10,950,570

0
0

704,780
0

11,479,236
7,770,000
1,445,978
654,290
215,897
548,164

0
119,657
347,880
254,520
122,850

23,134,586
165,895,488

189,030,074

12,000,000
7,000,000
3,400,000
500,000
800,000
300,000

11,900,000
7,700,000
1,500,000
900,000
400,000
500,000

0
100,000
300,000
400,000
100,000

23,900,000
174,525,488

198,425,488

3,950,570

△95,220

70,000
△54,022
△245,710
△184103
48,164

0
19,657
47,880

△145,480
22,850

3,434,586
△12,830,000

△9,395,414

本年度帰属支出計 B
次年度繰越金 

支出之部

※但し、増員に伴う役員改選のため、任期は現任者の残存期間を参照し平成25年度までとする

幹 事： 石井 未菜 （社会情報学科　平成21年度卒）≪新任・増員≫

幹 事： 中沢 祐介 （韓国語学科　平成23年度卒）　≪新任・増員≫

11月中　 　「就職支援プロジェクト」開催：
　　　　　  同窓会・大学キャリアセンター共催
　　　　  　（新宿キャンパス）

1月18日　　第6回幹事会開催
　　　　　　　会報Vol.15について

3月15日　　第7回幹事会開催
　　　　　　　平成25年度反省、
　　　　　　　平成26年度活動予定について

3月中　　　　同窓会報Vol.15発行

●

●

●

合計 



目白大学同窓会ホームページ　リニューアルのお知らせ「目白大学同窓会クラブオフ」 活用術のススメ！

新しいホームページは魅力がいっぱい！同窓生のための「福利厚生サービス」をもっと知ろう！
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   Information

　同窓生の皆さんに、「同窓会のイマ」そして最新情報を提供したい――。そんな想いから、今回ホームページをリニューアルする
ことになりました。同窓会報Vol.15では、その魅力を徹底解剖！ 様々な情報を発信しますので、ぜひ皆さんご覧ください！

　2013年3月よりスタートした、「目白大学同窓会クラブオフ」。皆さん、利用した事ありますか？本サービスは約20万軒のメニュー
を割安に利用できる、同窓生限定の優待サービスです。専用ホームページに、旬の情報が掲載されていますので、ぜひご覧ください！

　目白大学同窓会クラブオフは、Webサービスになります。専用ホームページでは、宿泊やグルメ、
レジャー、カラオケなど約20万軒のメニューの割引をいつでも自由にご覧頂けます。今回は
その利用方法をご紹介します。

どうしたら使えるの
？ 会員登録をして頂ければ、すぐに使えます！

　目白大学同窓会では支部設立を支援しています。現在、誕生している支部は「看護学部」と「作業療法学科」の2支部
です。少しでも興味のある方、この機会に検討してみてはいかがですか？必要書類の提出方法や支部設立の流れなど、細
かな面まで同窓会のほうでサポートします。ぜひお気軽にご相談くだ
さい！ また、学科や学部、サークルなどの単位で支部を設立できます。
気になる方は、ぜひお声掛けください！！

クラブオフ専用ホームページを見てみましょう！

▲画像はイメージです。

ログインIDに関するお問い合わせ先 目白大学同窓会 本部事務局 TEL.03-5996-6361／サービスに関するお問い合せ先 目白大学同窓会 クラブオフ受付センター TEL.0120-934-873
（10:00～18:00 年末年始除く）（9:00～17:00 月～金曜日）

検索キーワードで検索するか、直接URLを打ち込み、
「目白大学同窓会 クラブオフ」のホームページにアクセスしてください。1

「ログインID」と「パスワード」を入れて、
「ログインする」をクリックしてください。2

会員規約に同意、次に会員スタイル（VIP会員／
スタンダード会員）を選び、必要事項を入力します。3

入力が完了し「登録完了通知メール」が送られてくれば
登録完了です。サービスをご利用いただけます。4

「ログインID」と「パスワード」は、以下の
内容を入力してください。

大学・同窓会からの郵送物の宛名シールの
氏名の下にある“後半”7桁の数字

初期パスワード mejiro
※初めてログインされる際、当クラブ会員規約へ
　同意の上、パスワードを変更していただきます。

宛名シールイメージ

〒160－0000
東京都新宿区○○○○○
1234

目白　太郎 様

（ 0000000000－1234567 ）

ログインID

目白大学同窓会 クラブオフ

目白大学同窓会

http://www.club-off.com/mejiro-dousou

会 員 登 録 方 法

しかも嬉しい特典多数！
● 会費、登録費はすべて無料！ ※ＶＩＰ会員の方は月額540円（税込）の会費が必要です。
● メニュー利用の回数制限なし！ ※一部、メニューにより異なります。
● ご家族やご友人の方も一緒にご利用いただけます。

● 期間限定のおトクなキャンペーン価格も多数！
※会員様同行の場合。　※一部、会員本人様のみのサービス有。

※予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

映 画 ポップコーン付き「映画チケット」が９００円！

グルメ ホテルの「ランチブッフェ」が850円～！

旅 行
人気の「東京ディズニーリゾート®・
オフィシャルホテル」が、1泊4名で
4,800円～！※お一人様あたりの最安値になります。

レジャー 遊園地フリーパス最大60％ＯＦＦ！

　例えば、全国の宿泊施設やレジャーランド、映画、グルメ、育児サービスなど多種多様なメ
ニューをご用意。最大割引は、90％OFF！目白大学同窓会クラブオフのホームページから、いつ
でも気軽にご利用いただけますので、ぜひチェックしてみてください。

利用できるメニューは？

※画像はイメージです。

「目白大学同窓会クラブオフ」とは？
　2012年の総会で承認されて、2013年3月よりスタートした目白大学同窓会会員を対象にし
た福利厚生サービスです。目白大学の同窓生ならだれでもカンタンな登録（登録料・会費は無料※）
をするだけで、日本全国の施設を優待価格でご利用いただけます。ぜひ利用してみてください！ 
※当サービスは、目白大学同窓会が株式会社リラックス・コミュニケーションズとの提携により提供しています。 
※登録時にVIP会員を選んだ方は月額540円（税込）が必要です。

http://www.mejiro-dousou.org/まずは検索！！▶
URLは

以前のホームページと
同じです！！

新しい支部を設立しませんか？

TwitterやFacebook
なども利用して、目白大学
ならびに同窓会の最新情
報を発信します。ぜひ皆さ
んフォロー＆いいね！を宜
しくお願いします。

同窓会からのお知らせ

TEL：03-5996-6361
受付時間 ： 平日9：00～17：00
※不在の際はご面倒ですが、再度ご連絡ください。

または、 E-mail honbu@mejiro-dousou.org

支部設立のご相談は、
同窓会本部事務局まで！

目白大学同窓会
クラブオフとは？

しかもカンタン！

※一度の会員登録でOK！ 既にご登録頂いている方は、そのままご利用頂けます。
　2014年3月卒業の同窓生のご利用は2014年4月10日前後からとなります。

まずは、専用ホームページへGO！ 目白大学同窓会クラブオフ
https://www.club-off.com/mejiro-dousouブックマークもお忘れなく！

検索機能も万
全！気になるメ
ニュをチェックし
てみましょう！！

こちらから全カテゴ
リーのメニューをご
利用いただけます

旬の情報を掲載。
都度、企画内容が
更新されますの
で、お見逃しなく！

クラブオフ限定のプレゼ
ント企画も毎月実施中！
宿泊やグルメ関連の商
品が抽選で当たります！

支部設立のメリットをご紹介

年間活動資金を付与
同窓会報、同窓会ホームページ、Facebookでの支部活動内容の告知が可能
支部会員からの問い合わせ対応を事務局にて一次請け
事務局より、総会開催のアドバイス等を実施

住所変更や支部設立申請書などの
各種書類をダウンロードできます。 福利厚生サービス「目白大

学同窓会クラブオフ」ホー
ムページにリンクしていま
す。旬のお得情報が満載で
すので、ぜひご覧ください。

定期総会や就職支援プ
ロジェクトなどの活動内
容をご報告。他にも「目
白大学同窓会報の発刊」
や「桐和祭・桐榮祭のお
知らせ」など、同窓生の
ための情報を発信したい
と考えています。

同窓会の組織図や、今
後の方向性などを随時
アップしていきます。

ログインID

メリット 1
メリット 2
メリット 3
メリット 4

将来的には…
支部組織同士の交流の場も広げていきたいと考えております。
皆さまのご参加お待ちしております！

NEW！ 目白大学同窓会ホームページ大解剖！！

同窓生の
皆さんの

訪問、

　　　心
待ちにして

います！

▲詳細ページの一例




