平成２２年 第７回幹事会議事録
日時：平成２２年１２月２１日（火）午後６時３０分〜７時３０分
＊場所 ：
＊議題

東京知道会

西日暮里事務所 忘年会

熱海屋

（１）平成２３年総会「同窓の集い」担当学年（5７年卒）からの報告
(２）各委員会（企画、組織、財務、会報）からの報告
（３）その他
●参加者：２３名
高橋幸子（２９）
、小川 厚一（３０）
、 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）
、助川 裕（４２）
、 菅井英夫（４２）
、石川 隆之（４２）、
植村 滋（４３）
、檜山 雅顕（４４）
、 谷田海孝男（４６）、江幡秀則（４７）
、門馬 俊光（４７）、
笹嶋 正（５４）
、三ツ石 浩（５５）
、 保坂 賢司（５５）、阪下 力 （５６）
、小瀧 明代（５６）、
鈴木和彦（５７）
、小澤 光浩（５７）
、 松永しのぶ（５７）
（敬称略）
● 議題報告
１．平成２３年総会「同窓の集い」担当学年（５７年卒）からの報告 鈴木和彦氏（５７）より
①活動経緯
ⅰ第 6 回学年幹事会
10/23(土)
15 時〜
出席 17 名
ⅱサンケイホール下見
10/30(土)
17 時〜
出席 5 名
先方担当：平松氏
ⅲ知道会会員の集いでの PR
11/6(土)
15 時〜
鈴木
ⅳ第 7 回学年幹事会
11/20(土)
12 時〜
出席 15 名
ⅴ第 8 回学年幹事会
12/11(土)
15 時〜
出席 13 名
ⅵアサガミ(株)木村会長様へのご挨拶(広告提供依頼)
12/15(水)
13 時〜
小岩井会長、谷田海幹事長、鈴木
ⅶ府中誉(株)山内先輩、根本酒造(株)根本君と面談
(利き酒コーナー打合せ)
12/18(土)
鈴木、栗田、米家
②集い準備進捗状況
ⅰ恩師宛案内状発送・返信状況
・11/20 に 18 通発送(締切 12/25)
12/18 現在 返信 7 通
対象は、卒業時の学年主任・坦人・副担任・芸術系・体育の先生
・出席者 茂木先生(32 組)、濱崎先生(34 組)
ⅱS57 年卒名簿整備状況と案内状発送状況
・母数 399 名(不明者：30 名)
11/20 に学年幹事へ直接手渡し分を除く 346 通を発送(締切 12/25)
・出席者
36 名
12/18 現在 返信 53 通
＊戻り 9 通有。転居先を再調査の上、判明分については随時再発送することとした。
・出席の呼びかけを S57 年卒 ML にて定期的に実施中
ⅲ｢同窓の集い｣の『しおり』への広告依頼
･同期への依頼状は、集い案内状に同封にて 11/20 に発送済。
12/18 現在 16 名より成約有。同期以外に、56 年卒堀先輩からも成約頂いています。
･一般会員への依頼状を 12/14 に発送済。
料金 A4 判 1/8：5 千円 A4 判 1/4：1 万円
A4 判 1/2： 2 万円 A4 判全面：4 万円
1 月 14 日までに申し込みをお願いします
ⅳ講演の部 (講師：篠原彰 大阪大学教授)
・｢遺伝子からみたヒトの一生｣準備中
ⅴロビー展示
・S54/4〜S57/3 の高校関係資料のうち一部を展示する予定(杉浦真理 35 組)
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ステージ上スクリーンに放映の映像についても鋭意準備中
ⅵ｢同窓の集い｣当日の体制(各係のヘッド)
全体総括：鈴木、進行統括：小澤、司会：太田・星野、ロビー：杉浦、
誘導・接遇：辻・松永、受付：安達・三浦・徳川・長田、クローク：林・米家
ホール：栗田・菊池、記録：鳥飼・加川、会計：荒井・白田
３．各委員会（企画、組織、財務、会報）からの報告
① 企画委員会…江幡委員長からの報告
10 月 30 日の『皇居 1 周歩く会』は台風のため中止にしました。
｢花見の会｣は 3 月 26 日（土）を予定しています。（様子を見ながら決める）
②組織委員会…小瀧さん（石井健司委員長欠席）からの報告
1．ホームページは作り直しアップしました。
2．名簿は、どの項目を掲載するのか三ツ石財務委員長と相談。
3．価格については、谷田海幹事長に相談。
③財務委員会…三ツ石浩委員長からの報告
ⅰ）今年度の財務状況 12 月 21 日現在
会費納入 ¥1,965,000
郵便振込 ¥86,000
計¥2,051,000
ⅱ）口座引き落とし
NSS にて 11 月 15 日に利用開始手続き完了。
6 月 27 日に口座振替開始。それまでに振替口座等、準備を行う。
「同窓の集い」会場で説明、振替用紙を手渡す。
④会報委員会…保坂賢司委員長からの報告
第 70 号は 1/20 頃発送予定
ⅰ）第 7１号会報（案）
発行時期： 平成 23 年７月中
ページ数： 11 ページ
構成
1 面 新役員、退任される役員
2〜5 面 同窓の集い関連
6〜7 面 先輩訪問
8 面 母校関係
野球部史・学苑祭 等
9〜10 面 活動報告
お花見、ゴルフ、味彩会 等、東京知道会組織図
11 面 ホームページのリニューアル、会報メール化、各種案内・お知らせ
ⅱ）会報のメール配信について
・同意いただいた会員に対し、会報の郵送を中止し、かわりに PDF ファイルの会報をメールで
送る。（同意がない会員に対しては従来通り郵送）
。
・会報のメール化に同意いただいた会員には、原則として会費を口座振替で支払っていただく。
同窓の集いの出欠などもメールで対応。
・会報で会報メール配信の案内を開始し、次号より実施予定。
４．その他
①西日本水中一高会会長よりお礼ありました。
②前会報委員長 畑岡洋二氏が笠間市議に当選
③谷田海幹事長より代議員会出席の報告
④第 8 回幹事会・新年会
佐渡本事務局次長より
日時：平成２３年１月２３日（日）１７：００〜１９：００
場所：ホテルメトロポリタン エドモント １階 クリスタルホール
会費：８千円（女性 ＆ ３０歳以下の方は５千円）

★第 9 回幹事会

２月１６日(水) １８：３０〜

西日暮里事務所
発信者
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幹事長 谷田海孝男
事務局長 植村 滋

