東京知道会平成 26 年度第 4 回幹事会議事録
１．日

時

平成 26 年 10 月 15 日（水） 18：30～20：00

２．場

所

アットビジネスセンター東京八重洲通り 601 会議室

３．議

題

（１）平成 27 年度総会「同窓の集い」担当学年（S61 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）人事選考委員会関係の報告
・役員候補者の届報告
・谷田海委員の人事選考委員の辞任届けについて
（４）人事選考委員会細則の修正について
（５）同窓の集いの招待者について
（６）若手高揚基金の利用について
（７）顧問・参与会議、忘年会について
（８）山本最高顧問逝去に伴う次年度からの名誉職変更について
（９）その他
４．参加者 14 名
５．議事内容
（１）平成 27 年度総会「同窓の集い」担当学年（S61 卒）からの報告
代表幹事である杉田氏より以下の報告があった。
9 月 19 日に第 4 回目の学年幹事会議を行った。参加者は 6 名。役割分担を行ったが、司
会の岸、木村真理、会計の椎木、展示の磯崎以外は今後詰めることになった。余興につ
いては高校時代に有志で撮った 3 本の自主映画があるので、それを編集アレンジして上
映する。
62 年卒の勧誘については、9 月 6 日の BBQ 時に 62 年卒の平林さんとコンタクト。10
月 11 日に 61 年卒（5 名）と 62 年卒（9 名）を繋ぐ懇親会を開くことができた。
講演予定者は長岡技術科学大学システム安全専攻準教授の 61 年卒木村氏に依頼をしてお
りロボットに関する講義を予定、今週開催の第 5 回学年幹事会にて詳細を詰める予定で
ある。
（２）各委員会からの報告
①企画委員会
秋の歩く会は 10 月 25 日（土）に実施予定。筑波山の麓のつくば市北条からつくば道を

筑波山神社まで歩く約 4 キロのコースを設定した。到着後は江戸屋にて昼食、合わせて
希望者は入浴してもらうことにしている。参加費は 2000 円で、茨城県人会より補助（4
万円）を受けるべく申請を行う。現時点での参加者は 17 名であり、最低でも 20 名は募
りたい。
また、女子グルメの会を 11 月 9 日（日）上野の日本料理「海燕亭」で開催する。参加費
は 4,000 円で 20 名を予定している。現在の参加申し込みは 7 名。
来期の行事予定については参加人数等分析しながら企画委員会で検討する。
②組織委員会
現在の名簿管理状況は、名簿搭載人数 4,769 名、うち有効人数 3,278 名（会報メール送
付会員：284 名）となっている。また、フェイスブックの水戸一高卒業生のグループペー
ジメンバー数は 651 名となっている。
組織強化のためのイベントは以下の通り
若手交流 BBQ を 9 月 6 日（土）に葛西臨海公園にて実施した。参加者は 29 名、学年幹
事（S61 年卒）より若い学年から 14 名が参加した。
S61 年卒と S62 年卒を繋ぐ懇親会を 10 月 11 日（土）に孔風孟習食府にて実施した。参
加者 20 名のうち両学年からの参加者は 14 名となり、H28 年度開催に向けて有効な会合
となった。
忘年会は 12 月 13 日（土）
、幹事会、顧問・参与会議の後 17：00 よりサンケイプラザに
て実施する。
③財務委員会
9 月末時点での会費収入状況は、会費と寄付金を合わせた合計金額は 263.2 万円で前年同
期比 3.9 万円減少しているが、会費収入だけを見ると 244.8 万円で前年同期と比べると
5.7 万円の増加となっている。また、会費・寄付金納入者の延べ人数は 854 人で前年同期
比 20 人の減少となっている。しかしながら、S61 年以降の卒業生は増加傾向にある。
今後は増収を目指し、10 月にメールで会費納入を呼びかけたい。また、12 月の忘年会時
にも現金集金窓口を設けたい。
④会報委員会
9 月 10 日に 78 号の編集会議を開催した。セコムの伊藤社長への交渉は不成立となった。
また、映画監督の小泉堯史氏 S39 年卒）は取材を応諾され、読者プレゼントを検討して
いる。1 ページ空きがあるので良いアイデアがあればお願いしたい。
（３）人事選考委員会関係の報告
8 月 1 日に谷田海幹事長より副会長立候補届けが助川会長宛てに提出された。9 月 17 日
に第 2 回人事選考委員会が開催され検討した結果、谷田海委員が辞任後、次の人事選考
委員会で議論することになった。9 月 29 日に谷田海幹事長より助川会長宛てに人事選考
委員辞任届けが提出されたため、10 月 16 日に第 3 回人事選考委員会を開催し時期役員
候補を改めて検討することになった。

次回幹事会（12 月 13 日）で大八木委員長より次期役員候補について答申する。
（４）人事選考委員会細則修正について
以下の 2 項目を追加修正し 12 月の幹事会の後、常任幹事会に提案する。
第三条（委員等）
「７

委員は、原則として役員候補者に立候補する場合は、委員を辞任しなければなら

ない」を追加する。
第四条（決議等）
委員会は現に選任されている委員数の 5 分の 1 以上」を「１ 委員会は現任され

「１

ている委員数の 2 分の 1 以上」に修正する。
（５）同窓の集いの招待者について
現在、秋田高校東京同窓会を同窓の集いに招待している。同校とは水戸の知道会が本校
同士で付き合いをしてきた経緯がある。しかし、昨年の同窓の集いへの秋田高校東京同
窓会の参加者の態度や、秋田高校東京同窓会に参加した我々に対する対応を鑑み、来年
度から秋田高校東京同窓会への招待は取りやめにすることが提案され、一同了承した。
（６）若手高揚資金の利用について
以下の活動費を若手高揚資金として山見基金より助成することが承認された。
東京湾 BBQ 大会、S61 年卒と S62 年卒を繋ぐ会・・・・5 万円
女子グルメの会

・・・・3 万円

忘年会（昨年は 89,000 円）

・・・10 万円

（７）顧問・参与会議、忘年会の開催について
以下のスケジュールが承認された。
日時

12 月 13 日 14：00～19：00

会場

サンケイプラザ

・第 5 回幹事会

14：00～15：30

・顧問・参与会議 16：00～17：00
議題 最高顧問死去に伴う名誉役員について
次年度役員候補者について
・忘年会 17：00～19：00
会費 S60 年卒までの男性 6,000 円
S61 年卒以降の男性および女性 4,000 円
※企画運営は組織委員会が担当する
（８）山本最高顧問死去に伴う次年度からの名誉職変更について
以下の案が提案された。
・最高顧問

遠西 武士（S19）

・名誉会長

手塚 誠光（S25）

（９）その他

①西日本水中一高会より総会への招待状が会長、幹事長宛に届いた。代理として栗田
会報委員（S57）が出席する。
②アリス・セツコ・ヒライ氏よりお礼状が届き披露された。
③10 月 5 日（日）宍戸ヒルズ CC において東京知道会有志による週末ゴルフ会が実施
された。18 名が参加したが、あいにくの雨のためハーフで終了となった。
④水戸の知道会総会で今年度しおりを作成することになった。広告出稿の協力依頼が
あったので、東京知道会会員にも案内する。
以上

