東京知道会平成 29 年度

第 5 回幹事会議事録

１．日時 平成 29 年 12 月 9 日（土） 14:00〜15:30
２．場所 大手町サンケイプラザ 3 階
千代田区大手町１−７−２
３．幹事会参加者 26 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
2018 年 1 月 31 日（水）18:30 アットビジネスセンター東京駅八重洲通り
会計監査
2018 年 1 月 13 日（土）15:00〜17:00 アットビジネスセンター東京駅八重洲通り
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）
・9/15(金)第 5 回臨時幹事会「プチ同窓会準備」（参加10名）
・9/30(土)第 6 回幹事会/「プチ同窓会開催」（参加44名）
・10/21(土)第 7 回幹事会 「S63 年卒からの引継ぎ」(38 名)
・11/2 (木)第 8 回幹事会 役割とゴール設定（15 名）
・11/17(金)第 9 回幹事会 Web サイト最終テスト（20 名）
・12/9(土)第 10 回幹事会 名簿・集客・広告・展示
・12/15(金)第 11 回幹事会(予定)
・1/11(木)第 12 回幹事会(予定)
・1/25(木)第 13 回幹事会(予定) 会場下見
・2/6(火)第 14 回幹事会(予定) 名簿締切
・2/20(火)第 15 回幹事会(予定) リハーサル

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
・9/14(木)H2代表幹事(候補)と会合
・11/18(土)知道会集いにて告知
・12/9(土) 東京知道会忘年会にて告知
・12/10(日) Facebook（平成知道会）にて告知予定
③集客について
・ 幹事学年について
縦横斜め（クラス、部活、出身中学等）を駆使して、「学年連絡網」の整備を実施中。
恩師および平成元年卒にハガキにて案内。12/20着を目処。
・ 東京知道会会員について
1月発行の会報にて告知
・ Facebookについて
「同窓生の交差点」「平成元年卒」は11/23に告知。申込開始。
「平成知道会」は12/10に告知予定。
・ 東京知道会メーリングリスト
・ 東京知道会HPより（平成元年卒）
④その他（課題等）
・平成卒の参加人数を増やすための工夫。
（２）各委員会等からの報告
①企画委員会
・秋の歩く会実施報告
期日：10 月 28 日（土）
場所：
「街道を行く」～日光街道から水戸街道へ～（南千住～北千住）
参加者：歩く会 24 名（子供 3 名含む）
昼食
経費：レク保険代

22 名（子供 3 名含む）
1,032 円 企画委員会活動費より

お弁当代

2,000 円/人 会費

飲み物代等

13,603 円 ご寄付 寄付残金は企画委員会活動費へ

※11 月末現在、企画委員会活動費 12,829 円
・来年度の予定
「お花見の会」 3/31（土）浅草寺から散策後、墨田区隅田公園でお花見を予定。
「女子グルメの会」 5/20（日）
「夏休み企画」 8/4（土）新国立競技場見学を検討
「秋の歩く会」 10/27（土）筑波山またはその周辺

② 組織委員会
・名簿管理（2017 年 12 月 1 日現在）
名簿登載人数 4,910 名
うち、有効人数 3,151 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
幹事学年を繋ぐ会を開催
日時 : 11 月 4 日(土) 11:30〜 場所 : 江蘇飯店(岩本町)
平成元年(5 名)、平成 2 年卒(7 名)、石井幹事長他 3 名の合計 16 名が参加。
若手高揚費より平成卒 12 名分の会費補助分として 2,000 円/人、計 24,000 円を使用。
第 3 回 「先輩と語る会」の準備
同窓の集いの午前中（10 時〜12 時）大手町サンケイプラザにて開催することで承認さ
れた。
参加する先輩を先に選定、案内に掲載した上で参加学生を募る。現時点で 5 名の先輩の
参加内定。
告知方法は、対象学年幹事への案内文送信、知道会 HP に掲載していただけるよう幹事
長経由で依頼。他、FB への投稿、直接連絡が取れる学生にも個別に連絡する。
Facebook へは委員会ごとに自由に投稿して構わないという確認あり。
新入生歓迎イベントの開催検討
別紙にて、目的、集客方法、開催方法、何をするか、必要費用等の説明がなされた。
時期は女子グルメとの調整が必要。
（助川会長より）大学生に喜ばれる内容を検討すること。
会員名簿の整備
幹事学年による確認実施中。入手情報で名簿を修正し、次号会報郵送時までに
名簿整備を行う。
・ 次年度の主な企画開催予定と若手高揚費申請予定金額
先輩と語る会
会議室代、資料・お茶の準備、参加者の昼食代として 7 万円程度。
平成 30 年卒業生の歓迎会（東京近郊への進学対象者）5 月中旬〜下旬開催予定
会場代、懇親会費用として、5〜6 万円程度（4 月の幹事会で最終申請）。
幹事学年をつなぐ会

9〜11 月で、他の企画と重ならないように調整して開催予定。

幹事学年以降の卒業生の参加につき、2,000 円/人の補助、3 万円程度。
・ Facebook卒業生のグループメンバー数：1,250名（12/4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252.3万円で前年比5.4万円増加
会費収入は前年比16.7万円減少、寄付金は同22.1万円と大幅増加

会費と寄付金納入者延べ人数は755人 前年同期比（60周年寄付金含む）42人減少
・最近の活動状況
卒業年代別実納入者：S50 年代は減少。S60 年代卒及び平成卒は大幅増加
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）
累計 6 名会費納入（S63 卒 2 名、H 元年卒 4 名 入金率 9.1%）
前回から変動なし
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 10/1〜11/25 で、寄付金は 4.3 万円（前年同期：0.7 万円）
夏の会報発送〜11/25 間の寄付金合計額は 25.9 万円（前年同期：2.1 万円）
知道会との交流会
平成 29 年 10 月 14 日（土）
昼の部：谷根千散策 夜の部：京個室 辻が花上野店
参加者：知道会 6 名、東京知道会 9 名
・ 自動振替口座引き落し日
１月の会報に、6/27 から 5/27 に引き落し日変更の告知を掲載する。
④会報委員会
・ 活動内容
平山先生インタビュー訪問（11/1 16:00 東海大学）
84 号の計画 台割案別途報告あり。計画通り進捗しており、特に問題なし。
・ その他
雨澤副委員長退任に伴い、後任を探す。
（３）事務局からの報告
・忘年会
参加者予定82名、2次会参加予定者59名（12月2日現在）
・ゴルフ会
平日会 平成 30 年 4 月 19 日（木） スタート 9:30 6 組 24 名
富士カントリー笠間倶楽部 参加費 約 13,000 円（プレー代等）、2,000 円（景品代）
申込先 畑岡洋二（S53 年卒）
週末会 平成 30 年 5 月 20 日（日）
笠間/岩間 IC 近辺のゴルフ場（調整中）
・会報宛名印刷
会報委員会と調整 1/20 頃発送予定
・ホームページ更新状況
2017.10.28 第 5 回幹事会案内を追加しました。
2017.10.22 第 4 回幹事会議事録を追加しました。
2017.10.11 東京知道会忘年会のお知らせを追加しました。

・2017 年度決算見込み
収入は若手高揚費相当の山見基金取崩分 39 万円を含め 560 万円（前年比+34 万円）、
支出は 486 万円（前年比△12 万円）で収支は+74 万円（前年比+46 万円）の見込み。
年会費収入の減少を寄付金収入の増加で補い収入は実質前年並み、支出は前年の
60 周年記念品費がなくなった一方で、若手高揚費を積極的に使ったため小幅な減少。
一般会計は黒字であり、財務の健全性は保てている状況。
・会費・寄付等の振込先とする銀行口座の削減
事務効率化のため今後はゆうちょ銀行と三菱東京 UFJ 銀行の 2 行を会員向けに公開。
・経費の支払いについて
会報編集費は会報印刷発送費用の一部として至誠堂に一括支払い。ホームページ及び
名簿管理費用は従来通り。
（４）その他
次回幹事会日程
2018 年 1 月 31 日（水）18:30 アットビジネスセンター東京駅八重洲通り
会計監査
2018 年 1 月 13 日（土）15:00〜17:00 アットビジネスセンター東京駅八重洲通り
以上

