東京知道会平成 28 年度

第 3 回幹事会議事録

１．日時 平成 28 年 8 月 17 日（水） 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 29 年総会「同窓の集い」担当学年からの報告（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第二回人事選考委員会
②2016 年 12 月、幹事会、忘年会等
③次回以降の幹事会の日程
アットビジネスセンター東京駅八重洲通り 603 号室
④同窓の集いの監査日程確認
⑤会計監査日程調整
５．議事内容
（１）平成 29 年「同窓の集い」報告（担当学年昭和 63 年卒）仁衡琢磨代表幹事
①幹事会開催
・ 5/12 62 年卒からの引継、第 1 回幹事会

②

・ 6/10

第 2 回幹事会

・ 6/25

母校に訪問。校長先生に集い列席をお願い。

・ 7/15

第 3 回幹事会 参加 12 名

・ 8/19

第 4 回幹事会予定

宣伝活動
・ 5/14
・ 7/9
・ 11/12
・ 12/3

平成知道会にて告知
土浦水中一高会にて告知
知道会「会員の集い」にて告知予定
東京知道会忘年会にて告知

③ 講演者の選定について（理系が続いているので、文系から選出する予定。
）
・ 美術館学芸員の話 東京近代美術館学芸員

大谷氏

・ 和風カプセルホテル 清水氏（経営者）
・ 水の循環 中島氏（大学教授、都市工学）
・ 窒素酸化物 豊田氏（大学教授）
・ 水戸学とその周辺の人々

仁衡氏(可能性低い)

（２）各委員会等からの報告
①企画委員会
・女子グルメの会 6/19（日）12:00〜
「サーマ・アマービレ（イタリア料理）
」銀座２丁目

参加者 15 名。

収入 105,300 円（会費 82,500 円、昨年繰越金 9,160 円、東京知道会補助金 13,640 円）
支出 105,300 円 お店への支払い
・夏休み企画

8/6（土）9:00

上野駅前発 石岡の歴史探訪とぶどう狩り

参加人数 41 名（大人 34 名、子供 6 名、幼児 1 名）
収入 241,500 円（会費 158,000 円、寄付 43,500 円、茨城県人会連合会補助 40,000 円）
支出 238,083 円（バス代 138,600 円、昼食、飲み物代 57,000 円、ぶどう園入場料 23,500
円、お土産代 6,240 円、車内ドリンク代 9,463 円、保険・コピー代 3,280 円）
剰余金 3,147 円 （企画委員会活動残金 37,555 円）
・歩く会 10/29（土）

9:00〜

駒込駅集合〜六義園〜とげぬき地蔵〜（希望者のみ）昼食
参加費 無料（昼食は 2,000 円〜3,000 円を想定）
募集人員 30 名程度
・その他
秋の歩く会実施後に企画会議を開催し、来年度の行事計画を検討する。
② 組織委員会
・名簿掲載人数 4,866 名、有効人数 3,266 人（ご逝去、住所不明、重複、退会扱い除く）
会報メール希望者 293 人、FB メンバー数

936 名

・ イベント関連
「先輩と語る会」について
開催目的：会員発掘の一環としての学生向けイベント
開催予定日：同窓の集いの当日の午前中

1〜2 時間程度

開催場所：サンケイプラザ内
具体的内容：社会人の業界紹介と学生による質疑応答
・幹事学年サポート
S63 と H 元年卒のリレーションの会合を 10/8 で調整中。若手高揚費支出予定。

③ 財務委員会
・平成 28 年度会費収入状況
収入の合計額は222.7万円で前年比22.5万円増加。
会費収入は前年比1.3万円減少、寄付金23.8万円増加
会費と寄付金納入者延べ人数は714人 前年同期比63人増加。
自動振替人数は254人、前年比＋8名で増加。

・最近の活動状況
卒業年代別実納入者比較：S60〜63 以外は純増。
S62 卒、63 卒、H 元卒への会報お試し発送について
５名の入金あり（S62 卒 1 名、平成卒 4 名 入金率 3.4%）
知道会（水戸）との交流会について
9/10（土）水戸にて 東京 8 名、水戸 8 名 校内視察〜交流会
※会費の重複払いが昨年と比較して増加。原因調査中。
④ 会報委員会
今年の目標（人の充実、ツールの整備、ノウハウ・ルールの蓄積、外部との連携）
・活動内容
7/19 付 会報 81 号発行
8 月下旬に編集会議と 82 号の記事案検討予定
・81 号発行における反省点と課題
執筆者に発行前の最終原稿を送付するとともに、謝辞含めて会報を別途送付予定だっ
ったが、時間の余裕が無く未実施。
投稿記事はいずれも分量オーバー気味、写真掲載有無含め依頼時に確認が必要。
より多くの会員の参加及び投稿の呼びかけが必要。どのような手段、テーマにするか？
・寄付者の掲載について（検討事項）
東京知道会への寄付に関して、会報への掲載要否及び時期に関する考え方を整理する。
財務委員会との相談。
・ 82 号編集スケジュール
8月

前号の合評、次号レイアウト案、執筆者候補リスト作成

9月

レイアウト案確定、執筆者確定し、依頼。

11 月

原稿入手、レイアウト確定、レビュー、最終原稿の執筆者確認。

１月

会報発行

⑤ 事務局
・ ホームページ更新履歴
7/21 東京知道会

役員候補募集の案内

7/17 平成29年同窓の集いのご案内
7/11 懇親ゴルフ（平日会）のご案内
6/27 懇親ゴルフ（週末会）のご案内
6/27 第2回幹事会議事録を追加
・ 春のゴルフ会
次回予定
平日会

10月20日（木）

宍戸ヒルズ 東コース

週末会

11月13日（日）

宍戸ヒルズ 東コース

・忘年会について（12月3日土曜日）
場所：大手町サンケイプラザ
今年度案
場所、開始時間、会費は昨年同様
参加者募集は、幹事メンバー、イベント参加者等への呼びかけ（組織委員会も関与）
に加え、平成の会にも協力を要請。
１年間のイベントを振り返るコーナーの新設を検討
お土産については予算の状況をみて検討
司会者の選定が課題
二次会の候補場所をリストアップ（ビストロリヨンは閉店）
参加学年毎の挨拶は時間がかかるので要検討事項。
・収支状況
１〜６月の収支は、60周年記念品費の発生や会報印刷発送費用の増加があったものの、
総会収支の黒字や年会費・寄付金の増加等により、約11万円の黒字となっている。
（３）その他
①第二回人事選考委員会（9 月 9 日（金）開催予定）
②2016 年 12 月、幹事会、忘年会等（12 月 3 日（土）開催予定）
③次回以降の幹事会の日程

10 月 19 日（水）18:30 予定

アットビジネスセンター東京駅八重洲通り 603 号室
※次回の幹事会は、助川会長新事務所での開催を検討する。
④同窓の集いの監査日程確認。幹事会終了後１月 9 日に決定。
⑤会計監査日程。１月 9 日に決定。
※ 東京知道会の郵便物の送付先も助川会長の新事務所に変更する。
⑥3 月 11 日にバンコクアジア知道会を開催。会報、ホームページに掲載。
以上

