東京知道会平成 29 年度

第 6 回幹事会議事録

１．日時 平成 30 年 1 月 31 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 23 名
４．議題
（１）「同窓の集い」担当学年からの最終報告
（２）平成 29 年度総会の役割と流れについて
（３）平成 29 年度決算報告ならびに承認
（４）同窓の集い２次会について
（５）各委員会（企画、組織、財務、会報、事務局）からの報告
（６）その他
次回幹事会 2018 年 4 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
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）
①参加者数 262 人（1 月 31 日現在）、予測 300 人
②恩師
【集い】榎戸先生、軍司先生、宮田先生
【学年同窓会】伊沢先生
③しおり広告 75 件、93.5 万円
④その他
幹事会メンバーも参加呼びかけを継続（先輩と語る会の参加者を含む）
当日、サンケイプラザの平松氏は不在
忘年会で上映した昨年の活動の映像は、懇親会で上映
しおり同封物として、140 周年寄付など（在校生の海外派遣の映像か写真を同窓の集い
で紹介）
（２）平成 30 年総会の役割と流れについて（案）
１．プログラム
（総会）
①助川会長挨拶
②議長選出 昭和 60 年卒 肥塚さん

③一号議案 会務及び決算報告 石井幹事長
④二号議案 会計監査報告

江幡監事

⑤役員およびに事務局、常置委員長の紹介

会長から事務局次長、常置委員長まで

石井幹事長が紹介
⑥来賓挨拶
⑦来賓紹介
（懇親会）
①乾杯の発声

雨澤令子 氏（S52 卒）

②祝締
２．当日の役割
①集合 11:30
②役割分担
（総会前）
・ 11:30 から記念撮影
・ 会費の徴収、自動振替の勧誘 財務委員会
・ 会報の配布 会報委員会
・ 二次会 PR S63 卒
・ 来賓のご案内 谷田海副会長、石井幹事長、笹嶋副幹事長、小澤事務局次長
・ VIP の対応 助川会長、荻野副会長、三ツ石副会長、保坂事務局長、杉田事務局次長
① 平成元年卒の同窓会
・ 会長、副会長、幹事長が出席
３．総会の席について
・ステージ側丸テーブルは、来賓、恩師、大先輩用
・ 議長、東京知道会役員、常置委員会委員長、副委員長ならびに事務局関係者の席は、左
側普通イス席をリザーブ
４．来年の開催予定の確認
平成 31 年 2 月 23 日（土）に決定。サンケイプラザの予約は石井幹事長が実施
（３）平成 29 年度決算報告並びに承認
収支（平成 29 年 1 月 1 日〜平成 29 年 12 月 31 日）（単位：円）
【一般会計】
一般会計次期繰越収支差額 1,710,942（収入 5,606,206 当期支出 4,798,204）
【特別会計】
特別会計次期繰越収支差額 19,673,083
うち基本財産次期繰越収支差額 18,281,518
うち基金次期繰越収支差額 1,391,565
山見基金を 333,696 円(若手高揚費と同額)取崩し
合計次期繰越収支差額 21,384,025

貸借対照表兼財産目録
負債・正味財産合計 22,029,025
事務局（会計担当より）
12月幹事会報告時点より若干改善
郵便貯金および銀行普通預金に関する補足を今回から記載
⇒ 提案通り承認
（４）同窓の集いの二次会について
・「全や連 総本店」が閉店となったため、アーバンネットビル地下 1 階「デイ・ナイト大
手町店」
・17:30〜19:30
・4,000 円飲み放題付き（条件：80 人確保）、学生無料
⇒ 学生の参加費が寄付で賄えない場合、参加者が 80 人に達しなかった場合は、若手高
揚費を活用することを承認
（５）各委員会等からの報告
①企画委員会
・春の花見の会
期日：3 月 31 日（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、事前散策は 9:30 に吾妻橋隅田川ライン乗場側集合し、浅草寺め
ぐり
会費：1,000 円程度（飲み物、つまみ代）
募集人員：特になし
・女子グルメの会
期日：5 月 20 日（日）
場所：アラスカ パレスサイド店
会費：4,000 円（ランチ＋ワンドリンク）
食事後に、オプションで東京国立近代美術館の観覧（横山大観特別展）
⇒ 個室代 32,400 円を若手高揚費から拠出することを承認
・夏休み企画
国立競技場が不可となったため、東京外環道トンネル工事現場を候補
・鴨志田委員が退任
② 組織委員会
・ 名簿管理（2017 年 1 月 10 日現在）

名簿掲載人数 4,923 名、有効人数 3,195 人（ご逝去、住所不明、重複、退会、退会扱
い除く）
会報メール希望者 285 人、FB メンバー数 1,284 名（1/27 現在）
・「先輩と語る会」について
現在 3 名からの申し込みがあり、引き続き参加者を募っていく
・新入生歓迎イベント
1 月 26 日母校を訪問し、校長先生、教頭先生に開催の趣旨を説明。卒業生に配布する
会報に案内を差し込んでいただき告知
③ 財務委員会
・平成 29 年収入（会費・寄付金）状況
収入の合計額は261.0万円で前年比3.5万円増加
会費収入は前年比18.8万円減少、寄付金22.3万円増加
会費と寄付金納入者延べ人数は777人 前年同期比53人減少
・最近の活動状況
S63 卒、H 元卒への会報お試し発送（66 名）について
6 名の入金あり（S63 卒 2 名、平成卒 4 名 入金率 9.1%）
会費納入済者への寄付のお願いによる効果
夏の会報発送から 12/31 の合計額は 29.2 万円
今年度の取組み
集い・忘年会での会費納入窓口の設置及び自動振替のご案内
平成 30 年度は 260 万以上の収入を目指す
夏の会報発送時に「ご寄付のお願い」を募る
④ 会報委員会
・活動内容
平成 30 年 1 月 19 日付会報 84 号発行
寄稿者にお礼メール送付済。一部の方には会報を郵送予定
（インタビュー含む）にお礼を兼ねて会報電子版を送信予定（1 月中）
・85 号関係
幹事会への依頼事項
記事執筆者、「先輩訪問」の紹介
学年幹事メンバーにて、集い実行の感想文（3〜4 名）
次号編集スケジュール案
3 月 前号の合評
編集マニュアルへの反映、次号レイアウト案策定、寄稿者候補リスト作成
4月

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 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

・その他
会報委員募集
⑤ 事務局
・ 忘年会会計報告
参加者数 81名 若手高揚費からの充当額44,070円
・同窓の集い来賓
ご招待者10名より参加の回答
・会報発送の為の宛名印刷作業（1月12日）
・ゴルフ会
平日会 4月19日（木） 富士カントリー笠間倶楽部
週末会 5月20日（日） 茨城県南のゴルフ場を予定
・ホームページ更新履歴
（６）その他
・次回幹事会 平成 30 年 4 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
東京知道会相談窓口については継続検討
以上

