東京知道会平成 28 年度

第 1 回幹事会議事録

１．日時 平成 28 年 4 月 13 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 21 名
４．議題
（１）平成 28 年総会「同窓の集い」担当学年からの報告（担当学年昭和 62 年卒）
平成 29 年「同窓の集い」に向けた取組みについて（担当学年昭和 63 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
①水戸一高創立 140 周年記念事業に関して
②人事選考委員について
③次回幹事会の日程

6 月 15 日 18:30

アットビジネスセンター東京駅八重洲通り 603 号室
５．議事内容
（１）平成 28 年「同窓の集い」報告（担当学年昭和 62 年卒）
① 参加者数

250 名（来賓 9 名、恩師 4 名、幹事学年以外 159 名、62 年卒 78 名）

・S61 卒以前の女性及び、S63 年卒以降の参加者が、昨年比 5〜6.5 割にとどまる。
②集い収支
・ +377,977 円。
広告費

2007 年以降で過去最高。

寄付金

大幅増加。事前告知及び幹事学年事前振込み制により欠席者は寄付金扱いに

③ 変えたこと
・ しおり

一部カラー化

4 ページ増加。前年比 77,112 円増

・ 展示ロビーにお茶
④「同窓の集い」 2 次会（昭和 61 年卒）
・サンケイビル 地下「全や連 総本店」(100 人で貸切り)
17:15〜19:30
参加者

3,000 円飲み放題付き

95 名（学生 3 名）

貸切ミニマム設定
翌年残金

会費支払い対象

92 名

3,000 円×100 名＝300,000 円

11,000 円（62 年卒へ）

※貸切設定の変わりにミニマム設定が付いているため、参加者の事前把握方法を要検討。

（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）

参加者 49 名。南千住からの２時間の散策コースを設定。
収入 61,000 円 支出 41,048 円
・女子グルメの会

残金 19,952 円は企画委員会活動費に繰り入れ。

6/19（日）場所、募集人数、会費等検討中。

・ 夏休み企画 8/6（土）9:00 上野駅発
石岡の歴史探訪とぶどう狩りツアー（仮称）
募集人員
会費

40 名

大人 4,000 円 子供 2,000 円

・ 歩く会

10/29（土）

駒込〜巣鴨の街歩きコースを想定
・ その他
企画委員新規選任 平林宏子さん（S62）。
② 組織委員会
・名簿掲載人数

4,790 名、有効人数 3,209 人、会報メール希望者 295 人、FB 会員

・メンバー
委員長

石井健司（S56）

副委員長

宍倉美恵子（S58）
、鈴木正啓（S58）

委員

大内義範（S59）
、中村奈緒子（S59）
、白水直美（S61）

・委員会活動案
名簿管理
ML 及び SNS
新規会員開拓
若手交流企画

9 月ボーリング大会開催予定

幹事学年サポート
幹事学年がスムーズにスタートを切れるようなサポート。
・ その他
組織委員会の公開メールアドレス

tokyochido.soshiki@gmail.com

※忘年会は公式行事となり、今後の運営主体について検討したい。
※5/14

平成知道会立ち上げ 組織委員会が参加予定。

③ 財務委員会
・平成 28 年度会費収入状況
収入の合計額は127.6万円で前年比10.1万円増加。
会費収入5.1万円減少、寄付金15.2万円増加
会費と寄付金納入者延べ人数は403人 前年同期比14人増加。

925 名

・最近の活動状況
60 周年寄付金の現状と今後の扱い
15 名

寄付金

54,025 円

寄付金の扱い

通常の寄付金に繰り入れ

会報への掲載

通常の寄付者と一緒に掲載

今後の方針

12 月忘年会に募金箱を設置。

昭和 62、63 卒、平成卒への会報お試し発送
148 通

発送数

会費入金状況
今後の予定

２名

1.4％

引き続き追跡調査。6 月幹事会にて夏の会報での対応を提案予定。

④ 会報委員会
・ 会報委員 ３名新規選任
池田朗子さん（S62）
、山川（春山）直子さん（S62）、阿内秀人さん（H17）
・ 編集会議
会報委員会活動マニュアル
80 号の反省
81 号の計画
台割案
P.3

63 年卒の記事を入れる。

P.8

花見コメントは大津さんに依頼。

P.11 退任の挨拶は依頼しない。
・ 81 号編集進捗状況
・

東京知道会 HP で、同窓の集いでの「オトナの学苑祭展示コーナー」の展示を紹介
HP のイベント報告に掲載する。並行して FB で宣伝する予定。
掲載内容については検討中。
本件は会報委員 池田さんが担当。

・ 執筆依頼書（案）について
会報委員長名で送付
案（5）は削除のこと。
⑤ 事務局
・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

※60周年記念品を配布予定。
・平成28年度組織図
幹事会後にホームページに掲載予定。

7組28名
追加募集中。

・ホームページ更新履歴
2016.03.06

平成28粘度第1回幹事会のお知らせを追加。

会報79号掲載
（３）その他
①水戸一高創立 140 周年記念事業に関して
②人事選考委員について
会議

5 月 27 日（金）

アットビジネスセンター東京駅八重洲通り 602 号室
③次回幹事会の日程

6 月 15 日 18:30

アットビジネスセンター東京駅八重洲通り 603 号室
以上

