
平成平成平成平成２１２１２１２１年第年第年第年第４４４４回幹事会議事録回幹事会議事録回幹事会議事録回幹事会議事録    

日時： 平成２１年６月１７日（火） 午後６時３０分～８時００分 

出席者：（敬

称略） 

２３名 

高橋幸子（２９）、海老根宏（３６）、羽持良三 

（３７）、寺門隆夫（３８）、小岩井忠道（３９）、 

小貫裕文（４０）、佐渡本真理子（４１）、荻野孝野

（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）、柏村博文（４６）、江幡秀則（４７）、 

門馬俊光（４７）、桑原裕一（５０）、畑岡洋二 

（５３）、笹嶋正（５４）、三ツ石浩（５５）、 

保坂賢司（５５）、石井健司（５６）、阪下力（５６） 

  

     
 

議題 （１）平成２２年度総会「同窓の集い」担当学年 

（５６年卒）からの報告 

（２）７月２日（土）母校での進路指導講演会 

（講師：荒川正明氏５５年卒）について 

（３）各委員会（企画、組織、財務、会報）からの報告 

（４）第１回終身会費および基金に関する特別委員会 

（５）代議員会の報告 

(６)参与・顧問への委嘱状の送付 

(７)その他 

 
 

【【【【1111】】】】平成２２年度総会「同窓の集い」担当学年（５６年卒）からの報告平成２２年度総会「同窓の集い」担当学年（５６年卒）からの報告平成２２年度総会「同窓の集い」担当学年（５６年卒）からの報告平成２２年度総会「同窓の集い」担当学年（５６年卒）からの報告    

 阪下力氏（５６）より 

  ① 活動経緯 

    H21/4/26 55年卒学年幹事より引継（55年卒 6名、56年卒 3名） 

      5/17 第 1回学年幹事会開催（9名） 

         ・ 「同窓の集い」概要等の情報共有 

         ・ 56年卒名簿整備への着手 

         ・ 後援者候補の選出 



         ・ プレ同窓会開催による同期ネットワークの拡充 

      ６/12 プレ同窓会（東京）開催（44名） 

           ・ 井坂 敏行（56年卒、水戸一高教諭）出席 

    今後 6/28 第 2回学年幹事会開催 

       7月 プレ同窓会（水戸）開催予定 

  ② 項目別進捗状況 

   (1)56年卒名簿整備状況 

     ・知道会会員名簿（H20 年版）をエクセル化、同期に配布し整

備を依頼 

     ・91名更新済（現住所、メールアドレス、携帯電話番号等の最

新情報を把握） 

     ・現時点で連絡先不明 41名 → 同期ネットワーク作りの中で

調査。卒業アルバム住所録からも確認 

     ・名簿上在住地：東京・神奈川・千葉・埼玉 99 名、茨城 224

名、他府県等 40名 

   (2)学年幹事団の組成状況 

     ・32組、38組を除き東京近郊在住の各クラスコアメンバー決定

（11名） 

     ・石井（34）、阪下（31）、柴森（33）、吉田（33）、長島（34）、

小松崎（35）、小滝（36）、荒木（37）、竹内（37）、市村（39）、

大谷（39） 

     → 6/28までに 32,38組のコアメンバー確定を図る 

     ・茨城在住の各クラスコアメンバー候補者は選出済み。橘川（35）

より声掛け中。 

   (3)後援者候補の選出状況 

     ・応諾可： 堀義人（グロービー社長）、滝崎成樹（外務大臣秘

書官） 

・ 応諾否： 岩間厚志（千葉大教授、細胞分子医学）、     

川口葉子（カフェ評論家）、 

           菊池和徳（大阪大学講師、知能情報学） 

     ・確認中： 小川敏正（茨城新聞報道部） 

   (4)その他 

     ・3年間の恩師連絡先の把握 →井坂教諭に依頼、調査中。 

     ・学年幹事団の担当分担   →6/28に決定予定 

     ・同期のﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ等立ち上げ →立ち上げ済み。学年幹事団で

試行中。運営要領検討中。 



     ・総会関連の企画運営への協力→丹羽（38、元学園祭実行委員 

長、ｱｻﾂｰﾃﾞｨ･ｹｲ勤務）担当 

 

 

【【【【2222】】】】母校での進路講演会母校での進路講演会母校での進路講演会母校での進路講演会    

母校での進路講演会 

   ・ 日時 7月 2日（木）13：40より 90分間 

・ 講師 荒川 正明さん（昭和 55年卒） 

・ 対象 高校 1年生と父兄（希望者） 

・ 同行 谷田海幹事長、柴田さん（50年卒） 

   

【【【【3333】各委員会からの報告】各委員会からの報告】各委員会からの報告】各委員会からの報告    

【【【【3.13.13.13.1】企画委員会から：】企画委員会から：】企画委員会から：】企画委員会から：    

江幡委員長からの報告 

ⅰ）6月 13日(土)｢味彩会｣ 五反田でグルジア料理開催、24名参加。 

    次回からは、日本料理巡りの予定。     

  ⅱ）8月 29日(土)｢夏休み企画｣ 大宮で JR鉄道関連施設見学 

ⅲ) 10月 25日(日)「筑波山登山」 

★ 詳細・申し込みは、末尾に掲載。 

案内はML、HP、葉書申込者にて対応します。 

不足金は、山見基金より補填。 

【【【【3.23.23.23.2】組織委員会から：】組織委員会から：】組織委員会から：】組織委員会から：    

 海老根氏からの報告 

三ツ石氏より 55年卒の新名簿を受け取り、45名ほど会員が増えた。 

    次回、東京知道会ゴルフは、10月 22日（木）冨士カントリー笠間 

【【【【3.33.33.33.3】財務委員会から：】財務委員会から：】財務委員会から：】財務委員会から：    

財務委員会 桑原委員長からの報告 

     平成 21年入金済み会員数 865人 入金総額 ¥1,929,000 

     終身会費については、HP・会報で知らせる。            

     振込み促進の為、各学年の支払い状況を学年幹事に知らせる。 

    



【【【【3.43.43.43.4】会報委員会から：】会報委員会から：】会報委員会から：】会報委員会から：    

畑岡委員長からの報告 

現在、67号を 8月中に発行すべく動いています。 

電子データを至誠堂に渡すことで、年間１０万年程の経費を削減でき 

るのではと考えています。 

7月 2日の講演会の原稿をお願いします。 

  水戸一高の新校長に原稿を依頼できないか。 

（7月 2日に谷田海幹事長が訊く） 

【【【【4444】】】】第１回終身会費及び基金に関する特別委員会第１回終身会費及び基金に関する特別委員会第１回終身会費及び基金に関する特別委員会第１回終身会費及び基金に関する特別委員会     

助川副会長より報告。 

・ 日時 ４月 27日（月）１８：３０ 

・ 平成２２年度から終身会費制度は、廃止すると共に終身会費を納

めた会員には、今後請求しない。 

・ 山見基金は、企画委員会行事に今年から使用する。 

・ 一般会計不足分は、常任委員会の承認を得て、基本財産を使用す

る。 

       （常任幹事会にて承認済み） 

【【【【5555】】】】代議員会の報告代議員会の報告代議員会の報告代議員会の報告    

    

代議員会の報告 高野前会報委員長より 

   5月 17日（日）知道会第 22回代議員会議に参加しました。 

・ 130周年記念事業及び祝賀会の報告 

モニュメント作成・設置済み。CD を製作し祝賀会参加者に配布

したが 

経緯・費用に疑問あり。 

・ 知道会会費の使い道、組織構成が不明朗。 

在校生のためにもう少しお金を使うべきでは。  

【【【【６６６６】】】】参与・顧問への委嘱状の送付参与・顧問への委嘱状の送付参与・顧問への委嘱状の送付参与・顧問への委嘱状の送付    

谷田海幹事長から 

  ・平成 21,22年参与・顧問への委嘱状を送付しました。 

  ・昭和 18年稲葉先輩、31年黒石先輩より辞退の連絡があり、会長と 

相談の上削除しました。 



【【【【７７７７】】】】その他その他その他その他    

植村事務局長から 「茨城県人会連合会からのお知らせ」 

  茨城県人会連合会平成 21年度総会・懇親会が開催されます。 

  .日時 ：7月 2日（木）A 18：00~ 総会  B 18：30~ 懇親会 

  .場所 ：椿山荘（文京区関口２－１０－８） 

TEL ０３－３９４３－１１１１ 

       A 総会 5F「カトレア」 B 懇親会 5F「オリオン」 

  .会費 ：10,000円（当日受付にて） 

★参加される方は、まとめて申し込むので御連絡下さい  

 

常任幹事会開催 (追加議題) 

１． 常任幹事会での決議事項 

一般会計不足分は、常任幹事会の承認を得て、基本財産を使用す

る 

★承認された 

  2010年度総会にて、承認を得ることとする。 

 

●●●●次回幹事会次回幹事会次回幹事会次回幹事会    

８月１９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：植村滋 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

夏休み特別企画「鉄道訓練体験会」のご案内夏休み特別企画「鉄道訓練体験会」のご案内夏休み特別企画「鉄道訓練体験会」のご案内夏休み特別企画「鉄道訓練体験会」のご案内    

 

 会員の皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 さて、今年も夏休み体験ツアーのご案内の季節となりました。今年は、満を持しての企

画、イベント好感度ナンバーワンの鉄道施設の見学会です。 

一般には公開していない JR東日本社員の教育訓練用の施設で、運転シュミレーター体験

や駅運転設備等各種設備の見学と体験など、一般の方には絶対に体験できない貴重な経験

ができる鉄道ファン垂涎の施設の訪問が実現しました。 

夏休みの自由研究に悩むお子さんにも喜ばれること請け合いです。お子さん、お孫さん

をお誘いの上是非参加ください。 

記 



 

１．日 時 ８月２９日(土) １０：００～１５：００ 

２．場 所 JR東日本東京・大宮総合訓練センター 

       （JR東北線東大宮駅下車 徒歩１５分） 

３．集 合 9：30 東大宮駅西口集合 徒歩で JR東日本東京・大宮総合訓練センターへ 

４．参加費 1,500円(お弁当、飲み物、保険等) 

５．募集人員 先着 60名（体験、見学等あるため小学生以上とさせていただきます） 

６．申込締切 ７月 27日(月) 

７．申し込み先 メール hide.ebata@jcom.home.ne.jp 

                ファックス 0297－66－3393 

８．問合せ先  申し込み先と同じです。 

９．申し込み内容 ご氏名・卒業年度・参加人数(大人,子供)・連絡先 

10．その他 ・雨天決行です。 

・申し込みはできるだけご友人、ご家族まとめてお願いいたします。 

・当日は歩きやすい洋服・靴でお願いいたします。 

 

   

 平成平成平成平成 21212121年度筑波山歩く会のご案内年度筑波山歩く会のご案内年度筑波山歩く会のご案内年度筑波山歩く会のご案内    

拝啓 会員の皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。 

本年の歩く会は、昨年の皇居 1 周から郷土の明峰「筑波山」に場所を移し、一昨年に引

き続き第 3回目「筑波山歩く会」として下記の通り企画致しました。 

紅葉の時期に、郷土の景色を足元に見下ろしながら旧交を温めて頂きたいと思っており

ますので、皆様のご参加をお待ち致しております。 

敬具 

記 

１．日時     平成 21 年 10 月 25 日 日曜日  

健脚コース～午前 8時 50分、楽楽コース～9時 50分集合（コース別） 

２．概略行程   ①健脚コース(8:50 集合) 

つくばセンターバスターミナル（9：00） 筑波山神社（9:40） 

筑波山神社から徒歩で女体山、男体山を目指し、休憩後下山 

山頂まで約 2時間の行程 

② 楽楽コース(9:50集合) 

つくばセンターバスターミナル（10:00） つつじヶ丘（10:50） 

つつじヶ丘からロープウェイにて女体山へ、山頂付近散策後下山 

③ ケーブルカーで筑波神社側に下山（１2：30） 

④ 温泉旅館｢江戸屋｣にて露天風呂入浴後昼食(13：00～15：00) 



宴会場にて昼食、｢江戸屋｣の大女将によるがまの油売りの口上講演 

⑤ 筑波山神社前発（15：40） 

⑥ つくばセンターターミナル解散（16：20） 

３．集合場所   つくばセンターバスターミナル 

４．参加費    2,000円(昼食代)、500円（風呂代） 

５．持参品     飲み物、歩きやすい靴、タオル、着替え、軍手等 

６．アクセス    つくばエキスプレス利用の方は、秋葉原駅 8 時発の快速（健脚コー

ス）または、9時発の快速（楽楽コース）を利用 

         （つくば駅出口 Ａ－４） 

７．当日連絡先   江幡携帯（       ） 門馬携帯（      ） 

８．申し込み先   10月９日までに下記メールアドレスまたは FAXへ申し込みください 

(問い合せ)   hid.ebata@jcom.home.ne.jp  江幡秀則 

    FAX 0297－66－3393 

９．申し込み内容  （ご氏名）（卒業年度）（参加人数 大人 子供）（ご連絡先） 

         （希望コース 楽々・健脚） 

10．その他    雨天決行 

 

 


