東京知道会平成 29 年度

第 2 回幹事会議事録

１．日時 平成 29 年 6 月 14 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 13 名（二次会 13 名）
４．議題
（１）平成 30 年総会「同窓の集い担当学年」からの報告（担当学年平成元年卒）
（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）その他 次回幹事会日程
５．議事内容
（１）平成 30 年「同窓の集い」報告（担当学年平成元年卒）
①幹事会開催
・4/21(金)第 1 回幹事会 「幹事団結成式」 (参加 15 名)
・5/23(火)第 2 回幹事会 「S63 年卒からの引継ぎ」 (参加 8 名+2 名)
・7/14(金)第 3 回幹事会(仮)「担当の決定、講演者、講演テーマについて」
②宣伝活動
・5/27(土)平成知道会にて告知
・11/18(土)知道会集いにて告知(予定)
③その他
・6/24(土)、母校(学園祭)にて校長先生へのご案内
・平成2年卒への橋渡し
→6/24(土)、平成 2 年卒による「幹事学年 決起会」開催(参加予定 17 名)
→雨宮氏(硬式野球部)が代表幹事候補
→その場で10 月の「幹事学年をつなぐ会」を告知予定
・次回(8 月)「講演者・テーマ案」を報告予定
（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 月 4 日(日)12 〜14 時半
「パレスホテル・グランドキッチン」パーティールーム貸切
参加人数:29 名(+2 歳児 1 名)+2 名(食事なし)・・・計31名

内訳:(S29〜63 卒)25 名
(H 元卒)2 名。(H10 卒)1 名。(学生・H27 卒)1 名
支出 :174,000 円(6,000×29)・・・食事代
会費収入:143,000 円 (5,000×28+3,000×1)
差額 : 31,000 円 ・・・東京知道会からの補助（前回幹事会で承認済み）
食後、皇居東御苑散策(約 2 時間)。参加者 15 名
・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 現在 63 名の申込。募集人数超えているが全員参加受入れ（今後、募
集の案内はしない）
・秋の歩く会
期日：10 月 28 日（土）
場所：「南千住〜北千住 日光街道から水戸街道へ」(企画内容検討中)
参加費：無料 ランチ：有料
6 月 24 日（土）に下見予定
② 組織委員会
・名簿管理（2017 年 6 月 1 日現在）
名簿登載人数 4,902 名
うち、有効人数 3,211 名 (ご逝去、住所不明、重複、退会、退会扱いを除く)
(会報メール送付会員 : 293 名)
・活動報告
平成の会へ参加
平成 29 年 5 月 27 日(土) 鈴木副委員長、前田委員
東京知道会より 3 万円補助、参加者 31 名、新規会員登録者 13 名
女子グルメの会の参加者から、新規会員登録者 5 名 (含む学生1名)
・今後の検討事項
女子会の開催 (年内 9 月以降の開催を予定)
学生向けイベント開催のための情報収集と企画立案 (開催は来年)
・その他（提案事項）
7月の会報郵送時に、会報メール送信者に対するメッセージを区分
会報メール送付者のうち、口座振替の未登録者に対しては、案内文面に会費入金の
口座情報を直接記載するとともに、口座振替の登録を勧める
平成の会の定例化（例えば年に1〜2回定期的に開催）現在は不定期
昭和卒と平成卒の人数が拮抗してきている。平成卒も29学年、1万人以上に達する

幹事学年が平成卒になったこともあり、平成卒の更なる開拓に一層注力する
これに対し、「新しいイベントを増やすのではなく、同窓の集いなどの既存イベン
トを活用すべきではないか」との意見有り
フェイスブック卒業生のグループメンバー数：1,194名（6/10現在）
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16.3万円減少
会費収入は前年比14.1万円減少、寄付金2.2万円減少
会費と寄付金納入者延べ人数は363人 前年同期比（60周年寄付金含む）74人減少
口座振替登録者数

2017年6月末258人 （2014年239人、2016年254人）

・最近の活動状況
新メンバーとして江幡淳さん（平成 5 年卒）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 年卒、H 元年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 東京知道会来登録者除く）
入金状況変化無し

（S63 卒 1 名 入金率 1.5%）

口座振替者の扱い
会報発送は、納入案内の記載が無い案内状を別途用意し、送付することを検討
④会報委員会
・活動内容
編集会議 2017/5/17 18:30〜20:00 @四谷あけぼの法律事務所会議室
内容:レイアウト確定、担当割振り等
記念講演者青山氏(S63)深掘り取材のインタビュー
2017/5/24 17:00〜18:30 @ホテルニューオータニ ガーデンラウンジ
・討議事項
83 号台割案（別紙にて報告あり）
現在、以下を除き原稿入手済み、割り付け作業中。
未入手のもの(6/7 現在): 記念講演インタビュー、アジア知道会
83 号編集スケジュール
6/20 原稿完成
6/30 幹事会レビュー依頼
7/10 修正完了し至誠堂さんに送付
7/19 発行
寄稿者推薦
「先輩訪問」、「あの人この人」、「海外で活躍する同窓生」
次号以降も含めて候補者あれば提案願う

会報への広告掲載の件
「会報委員会は会報編集に専念することが望ましい」との意見が多数を占めた
編集作業の外注の件
合い見積もりを実施した結果、一番安かった鈴木さんを採用。1回の発行につき
42,000円(税込みで45,360円)支払う(90,720円/年)。詳細は、別途検討
（３）事務局からの報告
・
「会報発送作業マニュアル」
別紙にてマニュアルの説明があった
「会報に添付する文書の分類については、ミスを減らすためにもシンプルにすべき」
との意見があり、事務局を中心に7月発送向けの文書を検討することとなった
・ 個人情報法改正への対応（情報提供）
5月30日付で改正個人情報保護法が全面施行
今後は 5,000 名分以下の個人情報を扱う事業者も対象
事業者には自治会や同窓会等の非営利団体を含む
個人情報収集・保管時のルールは以下のとおり
情報収集時に提示した利用目的と、異なる利用とならないよう注意が必要
①個人情報を集める前

利用目的の特定

「会員名簿を作成し、名簿に掲載される会員に対して配布するため」等、利用目的を特
定する必要
②本人から個人情報を集めるとき

利用目的の通知・公表

個人情報を集める際に、配布する用紙に、利用目的を記載する必要
③個人情報を保管しているとき安全管理措置

保有する個人情報の訂正等

盗難・紛失等のないよう適切に管理する必要。また、配布先の会員に対しても盗難、紛
失、転売しないよう注意を呼び掛けることも重要
②で配布する書面に、訂正等に関する問合せ先等を記載し、 本人から内容の訂正を求め
られたら、適切に対応する必要
④個人情報を第三者に提供するときのルール
本人の同意取得、提供に関する記録業務、委託先の監督
利用目的を伝えた上で個人情報を提出してもらえば、同意を得たことになる
名簿印刷業者等への提供は同意なしでも可。提出先などを記録し、一定期間保管する必
要。個人情報を委託先に提供する場合には、適切な監督を行う

・知道会 5 月 20 日代議員会配布資料(参考)
平成 29 年度 入試実績
平成 28 年度 部・同好会等活動実績
平成 28 年度 生徒海外派遣プログラム研修
・ホームページ更新状況

2017.05.25 夏休み企画「神宮球場野球観戦会」のご案内を追加しました
2017.05.09 H29 年度委員会活動を追加しました
2017.05.07 H29 年度幹事会構成と活動方針を追加しました
2017.05.07 女子グルメの会のご案内を追加しました
2017.04.29 平成 29 年度第 2 回幹事会のお知らせを追加しました
2017.04.29 平成 29 年度組織図を追加しました
2017.04.29 会長挨拶を更新しました
2017.04.29 平成 29 年度第 1 回幹事会議事録を追加しました
（４）その他
次回幹事会 2017 年 8 月 29 日（火）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

