平成２
平成２２年第９
年第９回幹事会議事録
日時：平成２３年２月１６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）平成２３年総会「同窓の集い」関係
(２）はがきの回収結果の報告
（３）新名簿管理システムの作成とスケジュールについて
（４）常置委員会（企画、組織、財務、会報）からの報告
（５）平成 23 年度東京知道会組織と運営について
（６）HP の件
（７）その他
●参加者
参加者：２０名
参加者
小川 厚一（３０）
、丹 佐迦生 （３５）
、海老根 宏（３６）
、羽持 良三（３７）
、寺門 隆夫（３８）
、
小岩井忠道（３９）
、佐渡本真理子（４１）
、助川 裕（４２）
、 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）
、石井健司（５６）
、 鈴木和彦（５７）
、小澤光浩（５７） （敬称略）
● 議題報告
１．平成２３年総会「同窓の集い」関係
（１）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 9 回学年幹事会
1/15(土)
15 時～
出席 11 名
ⅱ東京知道会幹事会兼新年会
1/23(日)
17 時～
出席７名（学年幹事）
ⅲ第 10 回学年幹事会
2/5(土)
15 時～
出席 16 名
ⅳしおり編集会議
2/11(金)
13 時～
出席 3 名（担当者）
ⅴ第 2 回サンケイホールとの打合せ 2/12(土)
14 時～
出席 6 名
ⅵしおり原稿入稿
2/16(水)
13 時～
ⅶ司会進行打合せ
2/19(土)
13 時～
（司会担当 2 名と）
ⅷ当日必要品最終チェック
2/19(土)
13 時～
ⅸ第 11 回学年幹事会
2/19(土)
15 時～
ⅹサンケイホールへ必要品搬入
2/25(金)
②項目別進捗状況
ⅰ来賓 9 名（井内様除く）
、恩師 4 名、一般 245 名(内一般 167 名、S57 卒 73 名、S58 卒 5 名）
[参考]昨年実績 来賓 9 名、恩師 8 名、一般 269 名(内一般 177 名、S56 卒 86 名、S57 卒 7 名）
※人数に応じた料理・飲み物の数量削減を検討しています。
ⅱ広告応募状況
・54 件/64 万円（入金済 55 万円）
※年次逆転掲載ご了承のお願い 2 か所
根本酒造（S31・59 卒）及び保坂先輩（S55 卒）の広告が S56 卒の方々の後
ⅲしおり作成状況
･本日、至誠堂さんへ入稿。名簿部分を除きほぼ完成。
ⅳ当日運営の準備状況
・全体進行表、照明音声進行表、担当者別進行表等ほぼ確定。お手伝いさん確保・係割当済。
・受付会計マニュアル作成済。誘導・クロークマニュアル、受付名簿・会計集計表は作成中。
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・席次についてご相談させて頂きたく。
・司会原稿は幹事長と打合せ、ほぼ完成。
・物販
校章焼印入りどら焼き 100 箱 水戸・鉢の木へ発注済
「ほし芋学校」 50 袋 ひたちなか・幸田商店（S55 卒鬼沢さん）へ発注済
・S58 卒への代表幹事襷引継 ：当初予定の井瀧君から鈴木正啓君に変更。
井瀧君仕事の都合で欠席の為。鈴木君が代表幹事となるかは S58 年一任。
ⅴ当日必要品の調達・手配状況（必要品リスト作成・現物の有無作成確認・手配者割当済）
・配布物 高校パンフ手配済、同期向けの会報・二次会案内手配済。
・名札は台紙・首掛けケース確保済。名前シール印刷は今後。
・胸章・横断幕・校章旗・たすき確認済。
（横断幕・校章旗の皺伸ばしは、業者に手配中】
・式次第・展示用写真は作成中。
・学年幹事・S58 卒用弁当、懇親会料理は人数確認の上、2/18 にホールに連絡予定。
・地酒・持込用アルコール類も今週中に発注予定。
（２）当日の役割分担など
①プログラム
総会・懇親会
確認
②当日の役割
集合時間（新旧役員集合写真撮影）
・役割分担・57 年の同窓会
確認
③VIP の席次について審議
２０年代卒以上の大先輩は、丸テーブル席とし、東京知道会役員は、普通席の最前列を使用する。
２．はがきの回収結果の報告
・発送数 ４４００枚 回収 624 枚（回収率 14％）
・会費の自動振込み（メール配信方式）191 人（紙＋振込み方式）89 人 計 280 人
・退会希望 52 名（死亡 11 名、脱退 41 名）
・会費の長期未納＆はがきの返信の無い者に対する会報の発送は、今後検討する。
・花見の会参加希望者（35 名）
３．新名簿管理システムの作成とスケジュールについて審議（承認）
①改定理由
・事務所の PC でのみ作業できない現状では、財務委員、組織委員にとって大変使い勝手が
悪く、活動が負担となっている。
・各種条件抽出などの処理がしにくいため、機能を大幅に見直したい。
・事務所に PC が不要で動くシステムとする。
②システムの概要
・2 月 6 日 石井組織委員長、阪下組織副委員長、保坂会報委員長、植村事務局長、
小瀧さん、谷田海幹事長で打合せを実施
③スケジュール
・システム完成
4 月末
・データ打ち込み
5 月末
・試験配信
6 月末
・会報の第 1 回送信 7 月末
④概算費用
５０万円くらい
４．常置委員会（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
｢花見の会｣は 3 月 26 日（土）予定
スカイツリー、お寺、水戸邸後の公園等 散策を考えています。
既に 35 名の申し込みがあります。
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②組織委員会…石井健司委員長からの報告
３．新名簿管理システムの作成とスケジュールについて
を説明。
③財務委員会…三ツ石浩委員長からの報告
ⅰ会費の口座振替方式希望者への書類の発送完了（大半は 2 月 6 日に実施）
・現在三ツ石財務委員長が、システム会社への申請用書類を入力中
ⅱ個人での振込先は、郵貯銀行は辞めて、銀行のみとしたき件の審議。
（承認）
・郵貯の場合入力手続きが大変であり、銀行なら通帳に印字される。
・会員の利便性を考慮して、みずほ銀行、常陽銀行にも口座を開設する。
これで 3 メガバンク、常陽銀行の 4 銀行から振込み可能となります。
ⅲ同窓の集いで口座振替方式の PR デスクを設置すると共に、会費を現金でも受付する。
④会報委員会…保坂賢司委員長からの報告
第 7１号会報 ７月 20 日頃発行
ⅰメール送信に向けて
・はがきでのメール配信希望者数は、189 名であり、同窓の集いでも 57 年対象に PR の
ビラを同封する。
・同窓の集いでは、メール送信方式の PR デスクを設置して相談窓口を設ける。
ⅱ会報の次号の予定
・
「HP の PR」
「同窓の集い」
「新役員」など
ⅲ会報の「先輩訪問」
「あのひとは今」などの取材先の決定方法について審議（承認）
・事前に幹事会の承認事項とする
ⅳ会報委員会に次年度から、HP 担当を設置する。
５．平成 23 年度東京知道会組織と運営について
・常置委員会の体制を委員長は、確認してご報告下さい。
・会長経験者は、名誉副会長となるのが慣例である。
６．HP の件
・HP の更新に向けてご協力ください。
会長挨拶、幹事長挨拶、常置委員長挨拶 写真共 3 月末までに谷田海まで
・旧 HP へのリンクをはずす件
・HP 部会の設立 事務局、会報委員会の担当、幹事長、副幹事長、小瀧さん
窓口は、事務局として不定期に開催する。
7．その他
・新年会収支報告
佐渡本事務局次長
1 月 23 日（日）50 名参加で開催しました。
収入 会費 361,000
寄付 13,000
計 374,000 円
支出
8,000 x 44 名
追加 3,000 x 6 名
計 370,000 円
残金
374,000 － 370,000 ＝ 4,000 円
★平成２３年度第１回幹事会 ４月２０日(水) １８：３０～

西日暮里事務所
発信者 幹事長 谷田海孝男
事務局長 植村 滋
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