東京知道会平成 29 年度

第 1 回幹事会議事録

１．日時 平成 29 年 4 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

中央区八丁堀１−９−８ 明光商会ビル 6 階
３．幹事会参加者 26 名（二次会 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）事務局からの報告他
（４）常任幹事会
次期委員長、副委員長承認
（５）次回幹事会 2017 年 6 月 14 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
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）
①参加者数 263 人
女性の参加人数が 2 倍の 30 名に（昨年 15 名）
次期幹事学年の平成元年卒の参加が 28 名
②集い収支 +428,522
広告費が 2007 年以降最高を更新。寄付金も高水準で推移したことが要因。
③変えたこと、変わったこと
Web フォームで参加申し込みの受付。好評で次年度にも引き継ぐ
配膳人の配置。
④改善提案
案内状の連絡先に電話してもつながらない為、会場に連絡してしまうということがあった。
→つながりやすい連絡先の検討をする
名簿における名前取り扱いの変更提案（在学時の姓を利用する）
→従来通りとする（幹事学年内のみで行うことは問題ない）
⑤次年度に託したいこと
しおりの全面カラー化。広告は事前にカラーか白黒か決めておく必要がある
→幹事学年で検討し、実施して良い
笹嶋副幹事長より
カラー化によりしおりの本来の価値が下がらないようにして欲しい

仁衡さんより
少なくとも講演者はカラーで良いのではないか？
⑥二次会報告 S62 平林さんより（前年幹事学年代表）
参加者：132 名（うち学生 1 名）
集い申込フォームに、二次会出欠確認のボタンを設置
名簿をあいうえお順にし、受付の混雑解消を図った
領収書の準備がなかった
（２）各委員会等からの報告
①企画委員会
・春の花見の会
期日：4 月 1 日（土）
場所：墨田区隅田公園（水戸藩下屋敷跡）
両国からの 1 時間半の散策コースを実施。
参加人数：48 名（うち子供 3 名）
・女子グルメの会
期日：6 月 4 日（日）
場所：パレスホテル 1 階 グランドキッチン
会費：5,000 円（学生 3,000 円）
募集人員： 30 名
東京知道会からの補助：上限 5 万円
・夏休み企画
期日：8 月 26 日（土） 14 時集合
内容：神宮球場ナイター観戦（スワローズ選手打撃練習見学付き）
会費：大人 3,000 円、子供 2,000 円
募集人員：50 名
東京知道会からの補助：上限 5 万円
・秋の歩く会
期日：10 月 28 日（土）
場所：都内（旧水戸街道千住宿近辺）
行程、会費、募集人員等：検討中
その他
今年度から仁衡琢磨さん（S63）
、延島隆裕さん（H10）が加入
② 組織委員会
・ 名簿管理（2017 年 4 月 1 日現在）
名簿登載人数 4,884 名、有効人数 3,205 人（ご逝去、住所不明、重複、退会、退会扱
い除く）

会報メール送付者 293 人、FB メンバー数 1,141 名（4/16 現在）
・ 委員会メンバー
委員長

宍倉美恵子（S58）

副委員長 鈴木正啓 （S58）
、大内義範（S60）
委員

中村奈緒子（S60）
、白水直美（S61）、前田智紘（H10）

・ 委員会活動内容及び今年度の取組み
名簿管理 会員情報の追加・修正
ML 管理等 東京知道会 ML、幹事会 ML のメンバー登録・管理、SNS での
情報発信
幹事学年サポート 次年度代表幹事の選出も含めた幹事学年活動の初期サポート
新規会員開拓
学生に東京知道会の活動を知ってもらい会員登録につなげる
会報のお試し送付を通じ、幹事学年を対象に会員登録を勧める
平成の会の活動支援（5/27）と、その参加者について会員登録を勧める
（平成の会へ東京知道会からの補助：3 万円）
女性会員の交流を深め、会のイベント参加につなげるための女子会を企画
※女子グルメの会とは別
業態別名簿作成のための情報収集
（会長より 水戸の知道会 水口様が名簿を作成中）
・ 報告事項
「先輩と語る会」について
日時：平成 29 年 2 月 25 日（土）10:00〜12:00
開催場所：大手町サンケイプラザ 202 号室
参加者：学生 11 名（当日参加 3 名含む）、社会人 19 名
自己紹介シートは参加者全員分を準備。4 つのグループ分けし、討議後自由移動
「女子グルメの会」についての取材対応

2017 年 4 月 5 日 19 時

サラト東京支社より水戸の知道会事務局に「女子会」をテーマにした取材依頼
事務局より東京の「女子グルメの会」の取材対応について相談があり実施
・ その他
組織委員会としての公開メールアドレスの活用 サイトへの掲載希望
tokyochido.soshiki@gmail.com（関係者のみアクセス可能）
③ 財務委員会
・平成 29 年度会費収入状況
収入の合計額は116.3万円で前年比11.3万円減少
会費収入は前年比（60周年寄付金含む）12.6万円減少、寄付金1.3万円増加
会費と寄付金納入者延べ人数は340人 前年同期比（60周年寄付金含む）63人減少
・最近の活動状況
新メンバーとして川上邦彦さん（S63）が加入

卒業年代別実納入者比較：増加は S60〜63 年卒、平成卒
S63 卒、H 元卒への会報お試し発送について
対象 66 名（S63 年卒 33 名、H 元年卒 33 名）
1 名の入金あり（S63 卒 1 名 入金率 1.5%）
会報発送の絞り込みについて
未納者については事前告知をした上で会報の送付を停止し、退会扱いとする。
５年に一度見直しを実施するものとする（次回 2019 年）
④ 会報委員会
・活動内容
編集会議を実施 2017 年 3 月 29 日
82 号の反省と 83 号について議論。
・討議事項
83 号台割案（二案あり）
「先輩訪問の件」
：次号以降も含め候補者の提案が欲しい
今回の幹事会で候補者の提案あればそれに従うが、なければ、
集い講演者青山さんの深堀取材としたい。
→特に現時点で提案はないため、青山さんの深掘取材に決定。
「あの人この人」
「海外で活躍する同窓生」候補者の提案が欲しい
以上、
「先輩訪問」及び「あの人この人」について候補者あれば会報委員会まで連絡
願う。
83 号編集スケジュール案
4 月下旬 レイアウト案確定、執筆者確定→依頼発信
5月

原稿入手（一部）
、レイアウト確定

6月

レビュー （会報委員会内及び有識者）
原稿最終版を執筆者に見てもらい、了解をもらう

7月

会報発行

・編集作業担当者への会費制作費支給の件
支給について方向性は承認された。外注化の参考見積を取得し、次回幹事会にて
詳細決定予定（継続審議）
・その他
コスト削減策について
・会長の事務所の会議室を利用させていただくことによるコスト削減を検討
・会報は現状（フルカラー、ページ数）を維持する
会報委員について

H 元年卒で加入希望者あり

（３）事務局からの報告
・ 経理事務効率化について
手数料の少ないネットバンク口座を開設は承認（ネットバンクと郵貯をメイン口座）

クラウド会計ソフト（1,980円/月）の導入は承認
・ 会報発送作業マニュアル作成
別紙にてマニュアルの提示あり。会報資料はサイボウズLiveに保存
・ゴルフ会
平日会 4月20日（木） 富士カントリー笠間倶楽部 4組20名
週末会 5月21日（日） 宍戸ヒルズCC
・ホームページ更新履歴
幹事会終了後に、新年度体制に更新予定
直近までの更新状況は、以下のとおり
2017.04.02 平成 29 年度第１回幹事会のお知らせを追加しました。
2017.03.20 平成 28 年 同窓の集い最終回を追加しました。
2017.02.28 第 6 回幹事会議事録を追加しました。
2017.02.28 東京知道会懇親ゴルフコンペ（平日会）のご案内を追加しました。
2017.02.23 小林写真館にイスラエル撮影紀行を追加しました。
2017.02.12 平成 29 年「先輩と語る会」のご案内を追加しました。
2017.01.28 「同窓の集いに向けて」を更新しました。
2017.01.28 隅田川花見の会のご案内を追加しました。
・平成 29 年度東京知道会組織について
別紙にて組織図の報告あり
（４）常任幹事会
企画委員長 平林宏子さん（S62 卒）が承認
（５）次回幹事会 2017 年 6 月 14 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

以上

