東京知道会平成 28 年度

第 4 回幹事会議事録

１．日時 平成 28 年 10 月 19 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 23 名（20 時から懇親会 14 名参加）
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）平成 29 年

同窓の集い２次会について

（４）その他
①第二回人事選考委員会（9/9 開催）報告
②次回幹事会

2016 年 12 月 3 日（土）14:00 サンケイプラザ

③平成 28 年度顧問・参与会議 同 12 月 3 日（土）16:00 サンケイプラザ
④忘年会

同 12 月 3 日（土）17:00

※助川会長より

サンケイプラザ

水戸一高 140 周年の知道会募金の使途として、電子黒板贈呈、海外派遣支

援等を予定。東京知道会でも対応を今後検討
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）
①幹事会開催
・ 5/12 62 年卒からの引継、第 1 回幹事会
・ 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

・ 9/29

第 5 回幹事会

・ 10/29
②

第 6 回幹事会予定（62 年卒参加）

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
・ 青山清秀 日本大学文理学部体育学科教授

日本コーチング学会理事長

専門：スポーツ科学/学位：博士（コーチング学） 100M 走 県１位の実績
⇒

講演者については、本幹事会にて承認

④ 集客について
・ 恩師、現校長は幹事学年より参加を要請。校長には事務局からも案内状を送付
・ 東京知道会会員

１月発行の会報にて告知、申込

・ 校長以外の来賓
・ 知道会

事務局にて案内状を送付

11 月の集いに参加

しおりへの折込チラシと挨拶

チラシは事務局長が事前チェック。東京知道会のロゴも再確認
・ Facebook、東京知道会メーリングリスト
⑤ 会費
前年同額にて
H62 卒までの男性 8,000 円、同女性 5,000 円 平成卒以降 5,000 円、学生 2,000 円
⑥ しおり
表紙カラー化については幹事学年に一任（収支を踏まえて検討）
（２）各委員会等からの報告
①企画委員会
・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）
申込状況 締切時点で 39 名（大人 38 名、幼児 1 名。昼食参加は 31 名）
・ その他
夏休み企画の支出修正

差引剰余金 3,417 円→8,735 円

バス代（-5,400 円）
、石岡酒造礼状送付代（+82 円）
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。
② 組織委員会
・ 名簿管理（2016 年 10 月 16 日現在）
名簿掲載人数 4,867 名、有効人数 3,225 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

964 名

・ イベント関連
「先輩と語る会」について（案）
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：同窓会集い当日（2/25）10 時〜12 時予定
開催場所：サンケイプラザ 202 号室
具体的内容：社会人の業界紹介と学生による質疑応答
集客方法：学生 水戸一高へ趣旨を説明し協力要請（告知ないし学生の紹介）
知道会事務局、先生に相談したところ大学１年生の幹事の連絡先が判明

社会人・学生 ML、SNS での参加依頼
審議事項：参加者（学生及び協力いただいた社会人）の皆様には、同窓の集いまで
の参加いただくことを前提として、軽食を準備人数により予算は変化す
るが若手高揚基金からの支援をお願いしたい ⇒ 異議なし
・幹事学年サポート
趣旨

S63 卒と H 元卒のリレーションの会合
次年度幹事学年にアプローチすることによりスムーズなつなぎを実現

日時

10/8

11:30〜13:30

場所 江蘇飯店 千代田区岩本町 2−5−9
参加者 S63 卒 仁衡代表、川上副代表、三村宏子、木村拓
H 元卒 大谷基道、大井健史、富田幸男
S62 卒 平林宏子（前年度代表幹事）
組織委員会
会計報告

石井、鈴木

組織委員会 3,000 円 2 名、その他 1,000 円 8 名、若手高揚基金 15,800 円

H 元年卒へは忘年会と集いの参加要請及び集いまでに代表幹事候補者の選出を依頼
・ その他
水戸一高１年生「道徳」の授業「社会人インタビュー」への講師紹介依頼対応
12/1 13:30〜15:30 担当

國府田教諭

東京知道会からの紹介者
S52 卒 馬場章様 e スポーツ協会理事
S54 卒 石川拓治様 「奇跡のリンゴ」著者
S55 卒 小口日出彦様 パースペクティブ・メディア代表取締役
S58 卒 面澤淳市様 プレジデント編集者（石川さんとの共同授業）
S62 卒 鯉渕智彦様 東京大学医科学研究所附属病院感染免疫内科
H 元卒
※平成 10 卒

吉田量彦様 東京国際大学教授

哲学

前田 智紘さんが、組織委員会に新メンバーとして加入

③ 財務委員会
・平成 28 年度会費収入状況
収入の合計額は241.7万円で前年比17.9万円増加
会費収入は前年比6.1万円減少、寄付金24.0万円増加
会費と寄付金納入者延べ人数は780人 前年同期比34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：S40 年代、50 年代、平成が純増
S62 卒、63 卒、H 元卒への会報お試し発送（148 名）について
6 名の入金あり（S62 卒 1 名、S63 卒 1 名、平成卒 4 名 入金率 4.1%）
S62 卒〜H27 卒が昨年より 27 名増加し、お試し発送の効果があったと思われる

次回の実施は幹事会及び組織委員会との調整・確認が必要
S62 卒は関東近郊、S63 卒（56 人）＋H 元卒（50 人）＝106 人へ送付

⇒

・知道会（水戸）との交流会について
9/10（土）17:00〜19:00 水戸京成ホテル「影山」にて
東京 8 名、水戸 9 名 校内視察〜交流会
来年は東京で開催予定
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
編集会議 8/30

81 号の反省と 82 号の企画

81 号執筆者への礼状発送
次回編集会議

10/26 開催予定

・82 号進捗
執筆未決定のもの
「あの人この人」
「先輩訪問」「母校便り」
・その他
未定分が 1.5 頁〜2 頁分あり
・ 今後のスケジュール
11 月

原稿入手、レイアウト確定、

12 月

レビュー（会報委員会内及び有識者）、最終原稿の執筆者確認。

１月

会報発行

・ 検討事項
定例記事が決まらないという状況を改善すべく、一般会員からの投稿を受け付ける制
度を提案したい
趣旨

全ての学年に平等に投稿の機会を与えることにより、参加型の会報及び同窓会
を目指す

毎年、特定の学年または年齢に自由投稿枠を確保する
募集内容 テーマは自由。営業的なものは不可。顔写真と文章で約１段（1/4 頁）
募集方法 東京知道会 HP 及び会報、各種行事、会員や幹事会メンバーからの呼びかけ
次号(82 号)に募集のお知らせを掲載し次々号(83 号)に記事掲載予定。具体的な募集方
法等については次回の幹事会で議論する（今回は時間が無いため）
また、幹事会にて学年毎の座談会を開催したり、職業別座談会など企画しその記事を
掲載してはどうかとの意見が出た。
⑤ 事務局
・ ホームページ更新履歴
8/22

第4回幹事会のお知らせを追加

9/2

秋の歩く会のご案内を追加

9/4

第3回幹事会議事録を追加

・秋のゴルフ会
平日会

10月20日（木）

10/7時点の申込19名 宍戸ヒルズ 東コース

週末会

11月13日（日）

10/6時点の申込18名 宍戸ヒルズ 東コース

・忘年会について（12月3日土曜日）
プログラム案
17時開始

年長者ご挨拶、会長乾杯、歓談

17:30〜45

学年幹事、平成元年卒挨拶（学年毎の挨拶は無し）

18:10〜25

東京知道会活動紹介

17:25〜35

抽選会

17:50

中締挨拶、校歌斉唱、記念撮影

役割分担
サンケイプラザ窓口、参加申し込み管理

保坂

受付支援、会計（領収書、釣銭） 小澤、近衛
年間スライドショー

杉田

（集い、花見、グルメの会、バスツアー、歩く会）

写真素材の提供をお願いします。送付先はsgtats@gmail.com
司会、受付（2〜3名）
参加者募集

S62卒

事務局（HP、メーリングリスト）、組織委員会（Facebook、平成の会）
幹事会メンバー（参考：昨年参加者は71名）

おみやげ
豪華賞品5個程度、東京知道会カレンダー、タオル（抽選券を配布）
東京知道会からの補助金
最大10万円（従来と同額。内訳は商品2万円、若手の会費差額8万円程度）
会費
S62卒までの男性6,000円、S63卒以降及び女性4,000円、学生2,000円
二次会会場

全や連総本店 大手町サンケイプラザ地下2階（同窓の集い2次会会場）

10/9 アサミ店長に電話（30〜40名の座席を確保済み）
会費制の方が良いとの意見が出た（3,000円を予定）
⑥同窓の集い2次会
平成29年2月25日（土） 17:30〜19:30
サンケイビル地下2階 「全や連総本店 東京」30万円で貸切、100名参加が目標
（４）その他
①第二回人事選考委員会

開催報告

平成 29 年度からの東京知道会新役員の推挙報告
会長

助川

裕

（S42 卒）

留任

副会長

荻野

孝野 （S42 卒）

新任

副会長

谷田海

孝男（S46 卒）

留任

副会長

三ツ石

浩 （S55 卒）

新任

監事

石川

隆之 （S42 卒）

留任

監事

江幡

秀則 （S47 卒）

留任

幹事長

石井

健司 （S56 卒）

新任

②次回幹事会 2016 年 12 月 3 日（土）14:00 サンケイプラザ
③平成 28 年度顧問・参与会議 同 12 月 3 日（土）16:00 サンケイプラザ
④忘年会

同 12 月 3 日（土）17:00

サンケイプラザ
以上

