東京知道会平成 29 年度

第 3 回幹事会議事録

１．日時 平成 29 年 8 月 29 日（火） 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 21 名
４．議題
（１）平成 30 年「同窓の集い担当学年」からの報告（担当学年 H 元年卒）
（２）各委員会（企画、組織、財務、会報）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 H 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10名)
・7/14(金)第 3 回幹事会「メンバー増強作戦」（参加11名）
・8/25(金)第 4 回幹事会「プチ同窓会準備」（参加10名）
・9/30(土)第 5 回幹事会/プチ同窓会開催予定・・・40名程度を見込む
②宣伝活動
・5/27(土)平成知道会にて告知
・8/24(木)FBにて開催半年前告知
・11/18(土)知道会集いにて告知(予定)
③講演者、テーマ案
候補者4名とすることで承認された。
長谷川聡（新潟県ドクターヘリ フライトドクター、新発田病院副センター長）
宮川七重（独立行政法人 製品評価技術基盤機構 室長）
安藤毅（写真家）
山口悟、ドットーレ山口（ナグモクリニック名古屋経営者 院長、ラジオパーソナリティ）
（２）各委員会等からの報告
①企画委員会
・夏休み企画 神宮野球観戦会 報告
期日：8 月 26 日（土） 実施

参加者 ： 64 名（大人 47 名、子ども 17 名）
収支報告
ナイターチケット代： 3600×60＝ 216,000 円
会費収入： 3000×45＋2000×15＝ 165,000 円
企画委員活動費：

15,000 円

東京知道会補助金： 36,000 円
・秋の歩く会
期日：10 月 28 日（土）9:30 集合
場所：
「街道を行くシリーズ・第 1 弾」～日光街道から水戸街道へ～
南千住駅 → 北千住駅 を歩きます。
募集要項：別紙参照
昼食：
「北の味紀行と地酒 北海道 北千住店」で、松華堂弁当（2,000 円）
飲み物代は別。
・その他
平成 28 年度 茨城県人会連合会の補助金をいただいた関係で ROSE へ石岡バス旅行の
原稿を寄稿した。
② 組織委員会
・名簿管理（2017 年 8 月 20 日現在）
名簿登載人数 4,907 名
うち、有効人数 3,217 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 : 285 名)
・活動報告
・今後の検討事項
社長会、法曹関係団体等、業態別同窓会の立ち上げに向けてさらなる情報収集
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)
（案）第3回 先輩と語る会（集いへの参加を促す意味でも今年と同様の内容で検討）
新入生歓迎イベント
（4月以降、次年度の開催。東京知道会としては新規イベント）
・その他（提案事項）
会員名簿の整備の為の協力依頼
住所不明、メールアドレス変更等で会報を送付できない会員について、卒年毎に
名簿をまとめて情報提供。各学年幹事に情報の確認をお願いしたい。
新規会員登録や登録情報変更の際の連絡先を、HP上でわかりやすく表示できないか？
（水戸の事務局に問い合わせあり）
フェイスブック卒業生のグループメンバー数：1,224名（8/27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228.2万円で前年比5.6万円減少
会費収入は前年比17.0万円減少、寄付金11.4万円大幅増加
会費と寄付金納入者延べ人数は697人 前年同期比（60周年寄付金含む）56人減少
口座振替登録者数

2017年6月末254人 （2014年239人、2015年251人、2016年254人）

・最近の活動状況
卒業年代別実納入者比較：増加は S30 代年卒、S60〜63 年卒、平成卒
会報送付数を記載してはどうかという意見が出た。
平成元年卒は 9 月の同窓会で会報と振込用紙を配布する。
→平成元年幹事が事務局へ送付を依頼
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 東京知道会既登録者除く）
5 名から入金あり（内訳 S63 卒 1 名、H 元年卒 4 名）
累計 6 名（S63 卒 2 名、H 元年卒 4 名 入金率 9.1%）
会費納入済み者への寄付のお願い分による効果
会報発送後〜8/19 で、寄付金は 14.1 万円。
前年同期の寄付金は１万円。お願い文追加の効果は十分にあったと考える。
④会報委員会
・活動内容：編集会議 2017/8/19 18:00〜20:00 @アットビジネスセンター東京駅
83 号の反省
原稿入稿時、文書ファイルに諸情報（氏名、卒年）が記載されていることを確認する。
添付の写真の情報（写真のキャプションに利用）もつけてもらう。
紹介頂いた寄稿者に、編集担当が直接問い合わせできるようにお願いする。
インタビュー時に編集担当者複数の場合は役割分担を明確にしておく。
企画行事の感想など多人数寄稿のものは、ある程度執筆いただく内容の方向性を
分けて依頼する→同様の内容の重複回避
企画行事の感想は最大でも 3 名、それに編集担当の解説などがよいのでは。
→1 行事あたりの寄稿人数を減らしても良いのではという意見がでた。
記事によっては一見、文字ばかりのものもあるが、内容的には問題なしと判断。
→メール送付時に見開きの注意が必要という意見があった。
84 号の計画
84 号台割案（別途報告あり）
今後の予定
9/末〜10/中 編集会議
10/10

幹事会

10月〜11月 行事多数
12/9 幹事会・忘年会 同時に編集会議
2018/1/17 84号発行

・会報作成費支給の件
編集担当者（鈴木委員）に「東京知道会会報83号制作費」として42,000円（税別）を
振込完了。
・西日本水中一高会との交流＆井内サロン（若手交流）の件、口頭で説明あり。
在校生に配付する次号会報（約１２００部）に、２月の集い／先輩と語る会や新歓行事
（企画予定）の案内を掲載したチラシ（Ａ４版１枚）を同封する予定。
（３）事務局からの報告
・会報発送のための宛名印刷作業（7 月 19 日）
鷹巣先輩、石井幹事長、保坂事務局長、近衛さん、宍倉委員長、佐々木委員長、
渡辺副委員長、小瀧さんの 8 名で実施。
・ゴルフ会
平日会 10 月 19 日（木）宍戸ヒルズＣＣ
週末会 10 月 15 日（日）坂東ゴルフクラブ
・忘年会
12 月 9 日（土）に開催。今年度も事務局で担当。
詳細については次回幹事会で報告。
東京知道会からの補助金として最大 10 万円（景品 2 万円、若手の会費差額 8 万円程度）
→補助金は承認された。
・ホームページについて
今後の運営について検討を開始
・ホームページ更新状況
2017.07.04 第２回幹事会議事録を追加しました。
2017.07.02 ゴルフコンペ（週末会・平日会）の案内を追加しました。
2017.06.25 平成 29 年度第 3 回幹事会のお知らせを追加しました。
（４）その他
次回幹事会 2017 年 10 月 10 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

