
東京知道会平成 28 年度 第 5 回幹事会議事録 

  

１．日時 平成 28 年 12 月 3日（土） 14:00 – 15:30  

 

２．場所 大手町 サンケイプラザ 3階会議室 

 

３．幹事会参加者 23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次回幹事会 2017年 1月 25日（水）18:30  

    アットビジネスセンター東京駅八重洲通り 603会議室 

  ②会計監査 2017年 1月 9日（月祝）15:00 

    アットビジネスセンター東京駅 306会議室 

 

 栗田会報委員長より 

  11/28会報委員 山川さん逝去の報告 

 会長より 

  来年以降の体制について要検討 （例）学年単位→会社単位、職域単位等 

 同窓の集いに関して  

  議長は S59年卒より選出、乾杯は S51年卒海老沢さん(企画委員)に依頼中 

 

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 

・ 10/29 第 6回幹事会（62年卒含め 25名参加） 

・ 12/3 第 7回幹事会予定 

・ 12/8 第 8回幹事会予定 

  ② 宣伝活動 

・ 11/12 知道会「会員の集い」にて告知 

・ 12/3 東京知道会忘年会にて告知予定 

③ 集客について 

・ 先生、同期は月内に郵送予定 

・ 東京知道会会員 １月発行の会報にて告知、申込 

・ Facebook、東京知道会メーリングリスト 

・ S63年卒の参加申込は東京知道会サイトでも可能 



④ その他 

 アサガミ様訪問は谷田海副会長が対応 

 

（２）各委員会等からの報告 

  ①企画委員会 

 ・歩く会実施報告 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） 

 参加 37 名（大人 36 名、子供 1 名。昼食参加は 31 名） 

   ・来年の企画 

 花見・・・水戸へ声掛けを行う  

  期日：4/1（土）雨天中止 

  場所：墨田区隅田公園（水戸藩下屋敷跡）宴会は 11 時開始、散策は１時間程度 

  会費：1,000 円程度（飲み物、つまみ代） 

  募集人員：特になし 

 夏休み企画 

  期日：未定（7 月〜8 月に実施予定）→幹事会後 8/26（土）に内定 

  内容：神宮球場におけるナイター観戦 

  会費、募集人員等：検討中 

 秋の歩く会 

  期日：10/28（土） 

  場所：都内（旧水戸街道、南千住〜北千住コースを想定） 

  行程、会費、募集人員等：検討中 

 女子グルメ 

  実施する方向で検討を進める→幹事会後 6/4（日）に内定 

   ・委員長交替 

     次期委員長は飯田副委員長、副委員長には平林さん、永島さん（次回幹事会の常任幹 

     事会で審議）。笹嶋委員長も AD として残る予定 

 

② 組織委員会 

・ 名簿管理（2016年 11月 26日現在） 

名簿掲載人数 4,868名、有効人数 3,222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 974名 

・ イベント関連 

     「先輩と語る会」について 

      知道会事務局へ趣旨を説明し協力要請実施 

      学生に相当する年代の学年幹事を通じての連絡及びサイトでの告知の了解を得た 

      今後は社会人の集客を図る（水戸一高社会人インタビューの講師にも依頼予定） 



・ その他 

 水戸一高１年生「道徳」の授業「社会人インタビュー」への講師派遣 

  12/1（木） 13:30〜15:30 担当 國府田教諭 

講師 

 S52 年卒 馬場章様   e スポーツ協会理事 

   S54 年卒 石川拓治様 「奇跡のリンゴ」著者 

   S55 年卒 小口日出彦様 パースペクティブ・メディア代表取締役社長 

   S58 年卒 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 年卒 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 元年卒 吉田量彦様  東京国際大学教授 哲学 

 同窓の集い次年度幹事学年 平成元年卒 大井健史さん 代表幹事内定 

 

③ 財務委員会  

 ・平成 28年度会費収入状況 

    収入の合計額は246.9万円で前年比10.7万円増加 

     会費収入は前年比13.6万円減少、寄付金24.3万円増加（60周年寄付金含む） 

    会費と寄付金納入者延べ人数は797人 前年同期比9人増加 

    自動振替人数は254人、前年比8名増加 

  ・最近の活動状況 

 卒業年代別実納入者比較：平成卒のみ純増 

 S62 卒、S63 卒、H 元卒への会報お試し発送（148 名）について 

  7 名の入金あり（S62 卒 1 名、S63 卒 2 名、平成卒 4 名 入金率 4.7%） 

    S62 卒〜H27 卒が昨年より 25 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（33 人）＝89 人へ送付 

・ 次回発送資料案 

  会報添付紙案・・・別紙資料にて説明あり 

     同窓の集いのご案内・・・別紙資料にて説明あり 

 

④ 会報委員会  

 ・活動内容  

 編集会議 10/26 82号の計画 

 先輩訪問：JR東日本副社長川野邊さん（S48年卒）インタビュー  

   ・82号進捗 

 別紙資料にて説明あり 

・ 今後のスケジュール 

12/15 原稿入手完了（見込み） 

12/19の週 編集会議 



2017/1/10 原稿完成、印刷依頼 

2017/1/17 会報発行 

・ 検討事項 

 前回の幹事会で提案した「一般会員からの投稿受付」については次回以降検討 

 

⑤ 事務局  

・ ホームページ更新履歴 

11/10 第4回幹事会の議事録を追加 

    11/3 小林写真館に最近の入賞・入選作品を追加 

    10/24 平成28年度第5回幹事会、顧問・参与会議、忘年会のお知らせを追加 

   ・秋のゴルフ会 

    平日会 10月20日（木） 参加者20名 宍戸ヒルズ 東コース   

    週末会 11月13日（日） 参加者20名 宍戸ヒルズ 東コース  

   ・忘年会について（12月3日土曜日） 

     参加者予定は86名（別紙にて報告あり） 

      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 

     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） 

      30〜40名の座席を確保済み 

・ 平成28年 決算報告書 収支計算書（見込みベース） 

     一般会計 収入の部 5,819,759（当期収入5,196,192 前期繰越金623,567）  

                    支出の部 5,819,759（当期支出5,011,218 次年度繰越金808,541） 

   特別会計  基本財産 18,279,970（前年度繰越金18,276,090 収入3,880 支出0） 

        山見基金 1,725,255（前年度繰越金1,725,255 収入0 支出0） 

                次年度特別会計繰越金 20,005,225 

   合計   合計次年度繰越金 20,813,766  ※前年比188,854増 

・ 貸借対照表 

資産の部21,401,766 負債・正味財産合計21,401,766 

 

（３）その他 

   ①次回幹事会 2017年 1月 25日（水）18:30 

    アットビジネスセンター東京駅八重洲通り 603会議室 

    ②会計監査 2017年 1月 9日（月祝）15:00 

    アットビジネスセンター東京駅 306会議室 

 



以上 


