平成２０
平成２０年
２０年 第６回幹事会議事録
日時：平成 20 年１０月８日（水）午後６時３０分～８時００分
＊場所 ： 東京知道会 西日暮里事務所
＊議題
（１）人事選考委員会の件
（２）会報委員長人事・・・高野委員長の辞意意向に伴う・・・
（３）平成２１年度総会担当学年（５５年卒）による活動報告
（４）各委員会報告（企画、組織、財務、会報、
）
（５）第３回「水戸一高へ講師を送る・・・先輩と語ろう」10 月 16 日（木）の件
（６）茨城新聞社「県立水戸第一高等学校創立 130 周年記念」企画・広告掲載依頼の件
（７）館氏（29 年卒）からの要請：
「東京知道会 50 年史・母校校門」
（油絵）を東京知道会
から水戸一高に寄贈してもらえないかという件
（８）その他
●参加者
参加者：１６名
参加者
高橋幸子（２９）
、丹佐迦生（３５）
、海老根宏（３６）
、小岩井忠道（３９）
、小貫裕文（４０）
、
佐渡本真理子（４１）
、菅井英夫（４２）
、助川裕（４２）
、高野宏彦（４２）
）
、植村滋（４３）
、
檜山雅顕（４４）
、谷田海孝男（４６）
、江幡秀則（４７）
、
阿部鉄弥（５５）
、佐藤昌樹（５５）
、三ツ石浩（５５） （敬称略）
● 議題報告
１．人事選考委員会の報告
谷田海幹事長
①日時
9 月 18 日（水） 18：30
②場所
西日暮里事務所
③参加者 高橋副会長、福富顧問、檜山参与、江幡委員長、谷田海幹事長
④内容
１）福富委員長、檜山副委員長を選出
２）福富委員長が小岩井会長の意向を確認後、現在の役員にそれぞれ意向を電話で
確認する。
３）副会長の人数は、次年度も 3 名とする。
第 2 回目は、11 月 15 日開催予定
２．会報委員長人事について
高野宏彦前委員長より、体調不良等により引退表明あり。
副委員長の蒲原氏には谷田海幹事長より正式に委員長要請を連絡する。
３．平成 21 年度総会担当学年（55 年卒）による活動報告
佐藤昌樹
①2008/8/31（日）15：00～16：00、第 4 回幹事会（9 名） 神保町
・お土産については、毎年恒例でないので、今年はやらない方向。
・東京知道会会報（9 月 1 日号）に、同窓の集いの幹事学年である 55 年卒の紹介記事が
掲載された。
・YAHOO！のメーリングリストは、100 名を超えた。
・S55 年卒の住所録（メンテナンス中）を使用して、今年度は 11 月に、同窓の集いの案
内を送付予定。
・56 年卒の橘川さんへは、佐藤さんから連絡。
（水戸在住者へ連絡してクロークを集める）
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・次回までの実施事項は以下のとおり。
－ クラス別の名簿
－ メーリングリストの拡大（200 名程度に）
－ 全体のスケジュール表（工程表）の作成
②2008/9/26（金）19：00～20：30、第 5 回幹事会（9 名）
、エピック会議室
・今後のスケジュール確認、
「工程表」に基づき議論
・住所録は順調に更新されているが、メーリングリスト登録者は約 100 名。200 名程度まで
拡大して有効な情報発信につなげたい。
・同期には、11 月中に「同窓の集い」
「学年同窓会」開催案内を発送、出欠確認の葉書を
同封。水戸からのバス手配の関係もあり、恩師にも同時期に発送予定。
・司会は、保坂さんに一任。
・地元の幹事を菅又章雄さん（31）
、鈴木裕二さん（34）
、小櫃さん（36）
、真壁さん（38）
に依頼予定。
・56 年卒、橘川さん等予定。
③次回、2008/10/31（金）19：00、第 6 回幹事会、エピック会議室の予定
会費：8000 円、
大学生：2000 円
来賓者名簿は、事務局で用意
招待する先生は、担当学年に任せる
講師は、荒川正明さん（55 年卒）学習院大学教授に決定
４．各委員会報告
① 財務委員会…桑原委員長よりメールにて連絡あり
今度の 3 連休で会費納入、残りの入力作業を行う。
② 組織委員会…海老根宏前委員長からの報告
会報の戻りは少なかったが、まだ整理していない。
③ 企画委員会…江幡委員長からの報告
ⅰ）10 月 2６日（日）
「皇居 1 周歩く会」予定
会報・メール・東京知道会ホームページで紹介しているが参加者が
25 名と少ない、最低 50 名は参加して欲しい。
警察等の手続きは全て 100 名参加で済んでいる。
予算 3 万円は、承認された
ⅱ）8 月 31 日（日）
「川越散策」実施した。
30 名弱だったが、事故もなく楽しい 1 日を過ごした。
④ 会報委員会…高野委員長からの報告
次号のレイアウトと版組みはしなければと思っています。
10 月 16 日「水戸一高講演会」
「歩く会」の取材と写真は撮ります。
これに対し
谷田海幹事長より「水戸での行事の取材は今後ともお願いします」と依頼あり
５．水戸一高「第一学年進路講演会」の件
谷田海幹事長
①日時
10 月 16 日（木） 13：45～15：15
②場所
水戸一高体育館
③講師
昭和 54 年卒
宇都宮 浄人
④演題
「LRT による街づくり－勉強・仕事・市民運動」
⑤対象
水戸一高の 1 年生全員と父兄希望者
⑥目的
本校の卒業生で社会の第一線で活躍している方から、現在取り組んでいる仕事
の事柄や、水戸一高での 3 年間の生活、勉強が将来どのような意義をもってい
るかを語っていただき、生徒の勉学に対する意識の高揚を図る。
⑦同行者 高野委員長、谷田海幹事長、柴田富士子さん（51 卒）
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1 年生約 320 名と父兄の希望者
父兄のために東京知道会の会報を持っていく
今回は、授業の一環なので配布物はなし
６．茨城新聞社「県立水戸第一高等学校創立 130 周年記念」企画・広告掲載依頼の件
水戸一高 130 周年記念に際し、茨城新聞 11 月 21 日、22 日に 4 ページずつの特集記事が出
る。そこに東京知道会の活動の記事を書いて欲しいと依頼があった →谷田海幹事長に一任
3 万円で広告掲載の依頼
→
承認された
７．館氏（29 年卒）からの要請：
「東京知道会 50 年史・母校校門」
（油絵）を東京知道会から
水戸一高に寄贈してもらえないかという件
高橋副会長
東京知道会から水戸一高へ寄贈という形をとる
水戸一高から館氏へ感謝状
10 月 27 日頃、水戸一高で寄贈セレモニーを行う
館氏から水戸の高野さんに受取人払いで 24 日頃までに絵を郵送してもらう
水戸一高校長には、助川さんから話をする
８．その他
① 平成 21 年新年会
佐渡本事務局次長
平成 21 年 1 月 25 日（日）17：00
「ホテル メトロポリタン エドモント」 詳細打ち合わせは、後日行う。
② 会報を CD 化する件
サンプルができた。作る枚数は、これから検討する。
抜けがないかチェックする。
常任委員会開催
増井正明氏（39 年卒）が監事を辞任したので顧問にという件
承認された
● 第７回 幹事会・忘年会
・ １２月３日(水) 西日暮里・東京知道会事務所 午後 6 時 30 分から
発信者 幹事長 谷田海孝男
事務局長 植村滋
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