東京知道会平成 27 年度第 6 回幹事会議事録
１．日時 平成 28 年 1 月 27 日（土） 18：30 – 20:00
２．場所 アットビジネスセンター東京駅八重洲通り

603 会議室

３．幹事会参加者 20 名
４．議題
（１）平成 28 年「同窓の集い」に向けた取り組みについて（担当学年昭和 62 年卒）
（２）各委員会（企画、組織、財務、会報、事務局）からの報告
（３）その他
５．議事内容
（１）平成 28 年「同窓の集い」直前最終報告（担当学年昭和 62 年卒）
① 参加者数

131 名

・S61 卒以前 53 名、S62 卒 72 名、S63 卒 4 名、平成卒 2 名
②恩師
・桐原是正先生、菅谷亜雄先生、後藤克己先生、秋山亘先生
③ しおり
・広告 申込 61 件、広告収入 73 万円
・寄付

7 万円

広告費の使い道を告知したい。
④ 地酒コーナー
・例年通り 11 社
・販売

根本酒造

⑤ ワインのセレクト
・昭和 62 年卒のソムリエにお願いする。
⑦総会の役割と流れについて
1.プログラム
2.当日の役割
11:30 集合、副委員長以上で写真撮影
12:00 会費徴収・自動振替の案内、会報の配布、２次会の PR、来賓のご案内
62 年の同窓会は、会長、副会長、幹事長が出席
3.総会の席
着席参加者が見えてきた段階で相談
4.来年の開催は平成 29 年 2 月 25 日（土曜日）

⑦「同窓の集い」２次会について
・サンケイビル

地下「全や連 総本店」(120 人で貸切り)

・17:15〜19:30
・3,000 円飲み放題付き
（２）各委員会等からの報告
①企画委員会
・花見の会

4/2（土） 墨田区隅田公園（旧水戸藩下屋敷跡）

宴会は 11 時開始。散策は９時半に南千住駅に集合し、4km ほど散策。
会費 1,000 円
・女子グルメの会
・夏休み企画
・歩く会

6/5（日）20 名程度募集

8/6（土）候補日とする。

10/29（土） 駒込〜巣鴨

② 組織委員会
・名簿掲載人数

4,784 名、有効人数 3,289 人、会報メール希望者 295 人、FB 会員

881 名

・忘年会実施報告
12 月 12 日（土）

17：00〜19：00

大手町サンケイプラザ

3階

実施報告 参加者 71 名（うち女性 22 名）
S25〜61 39 名、S62 8 名、S63 3 名、平成卒 21 名
・プライバシーポリシーについて
知道会 HP と同じにしたらどうかという提案があった。
（別途内部規則を定める必要がある）
次回幹事会で再検討。
③ 財務委員会
・平成 27 年度会費収入状況
会費と寄付金収入は243.1万円、前年同期比▲35.4万。
会費と寄付金の延べ人数は811人 前年同期比▲94人。
・来年度の取組み
集い、忘年会での年会費納入窓口の設置、自動振替の案内。
平成 28 年度は 250 万円以上の収入を目標。
・最近の活動状況
昭和 62、63 年、平成卒への会報お試し発送。対象は 148 名。会報に「入会のご案内文」
と「同窓の集いのご案内」を同封。
④ 会報委員会
・80 号は 1/17 に予定通り発行。

・編集マニュアルの作成（案）を作成。
スケジュール
執筆マニュアル
諸規定

発行責任は幹事長、スケジュール及び編集責任は会報委員長とする。

⑥ 事務局
・同窓の集い来賓確認
招待者10名

欠席者

1名、未回答2名

・60 周年記念品
ジャガードタオル 500 枚 20×110cm @650 円＋消費税

2/19 サンケイプラザ着（前

回幹事会以降、関係者の承認を得て、予算額を引き上げ）
今期の収支が厳しくなるので、寄付金を募る、経費を削減するなどの対策が必要では
ないかとの意見があった。
・春のゴルフ会
平日会

4月21日（木） 富士カントリー笠間倶楽部

週末会

（仮）5月15日（日） オールドオーチャードゴルフクラブ

・平成28年度組織図
同窓の集いの頃を目処に確定し、4月よりホームページに掲載。
・会報発送
母校に会報を送付した際に、3年生向けの東京知道会PR文書を添付。
・ホームページ更新履歴
12/19 集いの案内
12/22
1/9

第5回幹事会議事録
第6回幹事会のお知らせ

・事務局会計担当より
平成 27 年決算報告書案について報告。
収支（平成 27 年 1 月 1 日〜平成 27 年 12 月 31 日）
【一般会計】
次年度繰越金 623,567（収入 5,579,849
【特別会計】
次年度特別会計繰越金 20,001,345
次年度基本財産繰越金 18,276,090
次年度基金繰越金 1,725,255
【合計】
合計次年度繰越金
貸借対照表兼財産目録

20,624,912

当期支出 4,956,282）

負債・正味財産合計

21,359,912

一般会計 収支は81,187の黒字となり、次年度への繰越金は増加。
特別会計 定期預金は利息 3,641 円が加わり 18,276,090 円。
「組織委員会」という費目は、実態にあわせて「ホームページ等運営費」という表記に
改める。また、
「会報印刷発送費用等」の「等」は削除する。
（３）その他
・東京知道会

次回幹事会

4 月 13 日(水) 18:30〜

アットビジネスセンター八重洲通り 603 号室

・人事選考委員会について
立候補は 2 月末締切り。対象は会則第 4 条に定める役員で幹事も含む。
・60 周年について
集いにて寄付金コーナーを作ってはどうかとの意見が出た。
しおりの助川会長挨拶に、60 周年のコメントを追加する。
以上

