東京知道会平成 30 年度

第 4 回幹事会議事録

１． 日時 平成 30年 10月 29日（月） 18:30〜20:00
２．場所 アットビジネスセンター東京駅 407 会議室
中央区京橋 1-11-2 八重洲МＤビル 4 階
３．幹事会参加者

27 名

４．議題
（１）平成 31 年「同窓の集い」幹事学年からの報告
（２）各委員会（企画、組織、財務、会報、事務局）からの報告
（３）その他
①人事選考委員会からの新人事案推挙
福富委員長から推挙報告あり。次回常任幹事会で審議、承認し、総会に付議。
②旅費規程について
各委員長に実態のヒアリングを行い議論を進め、案を作成していく
③水戸一高からの依頼（知道会事務局経由）
社会人インタビューの講師派遣 12/5（水）
マスコミ（出版）… H5 年卒 加藤さん
IT 関係 …

S63 年卒 仁衡さん

文系研究者 … H1 年卒 大谷さん
建築家

… H7 年卒 中郡さん

次回幹事会 平成 30 年 12 月 15 日（土）14:00～ 大手町サンケイプラザ 3 階（310）
第 4 回アジア知道会 S59 年卒淺野さんより告知 平成 31 年 3 月 2 日 インド ムンバイにて
５．議事内容
（１）平成 31 年「同窓の集い」報告（担当学年：平成 2 年卒
①活動状況
9 月 29 日 プチ同窓会開催 35 名参加
10 月 13 日 繋ぐ会 H3 年卒 代表幹事 田所 勝彦さん
10 月 13 日 引継ぎ会
②活動予定
11月1日

H2年卒幹事会

11月17日 140周年記念式典

@水戸 壇上あいさつ

③過去の活動
9月29日 H2年卒同窓会 @東京

雨宮）

9月20日 サンケイプラザ内覧会
6月20日

H1 年卒先輩よりの引継ぎ会

6月24日 鈴木校長訪問 @学苑祭
6月20日

H1 年卒先輩よりの引継ぎ会

6月13日 【東京知道会幹事会】 講演者および講演案の承諾を得る
5月11日 東京水府クラブにて、同窓の集い参加を呼びかけ
4月21日

副幹事会開催

「同窓の集い」の申し込みページのサンプルの提示があった。
（２）各委員会等からの報告
①企画委員会
・秋の歩く会の報告
10 月 27 日（土）筑波山麓小田で常陸の歴史を歩く会
参加人数 21 名（うち子供 2 名） 支出は 102,336 円で予算内。
来年度の計画について、11 月に打ち合わせ予定。
②組織委員会
・名簿管理（平成 30 年 10 月 25 日現在）
名簿登載人数 4,944 名、うち有効人数 3,057 名
会報メール送付 281 名
・活動報告
第 4 回先輩と語る会開催に向けての準備
案内状及び詳細については S60 年卒大内さんより説明があった。
開催日時 ； 平成 30 年 12 月 15 日（土） 13 時 30 分～15 時 30 分
場所 ： LEAGUE 銀座 イベントスペース 東京都中央区銀座 3-11-3 LEAGUE2F
第 6 回幹事学年を繋ぐ食事会開催
開催日時 ：平成 30 年 10 月 13 日（土） 11：30～
場所 ： 江蘇飯店（岩本町）
平成 2 年卒（2 名）
、平成 3 年卒（4 名）
、石井幹事長他 2 名の 9 名が参加。
補助金 15,000 円は承認された。
H３年卒の代表幹事として、田所勝彦さんの紹介があり承認された。
・今後の活動計画
名簿管理 会員情報の追加・修正
H30 年度発刊の知道会名簿を利用しての会員情報の修正
業態別名簿作成のための情報収集
知道会名簿からのアプローチ及び知道会との連携。

最新名簿（1 冊：4,500 円）の購入は承認された。
・Facebook メンバー数

1,507 名（10/25 現在）

③財務委員会
・収入（会費・寄付金）状況
収入の合計額は 249.8 万円で前年比 7.2 万円増加
会費収入は前年比7.5万円増加、寄付金0.3万円減少
会費と寄付金納入者延べ人数は784名 前年同期比53名増加
・最近の活動状況
資料 1 にて卒業年代別納入者数の報告があった
資料 2 にて H 元年卒、H2 年卒への会報お試し発送の報告があった
対象 54 名 4 名入金あり。
（入金率 7.4%）
資料 3 にて会報納入済み者への寄付のお願いについて報告があった
寄付金は 39.9 万円。過去 2 か年同期比較で大幅増加。お願いの効果があった
資料 4 にて振替票に記載されたコメントの紹介があった。
④会報委員会
・活動内容
9/5 第 1 回編集会議
・ 活動予定（86号）
栗田委員長より 86 号台割案の説明があった。
10～11 月 行事多数
12/15 幹事会でゲラレビュー（中間）同時に編集会議かも
12/E 関係者にゲラレビュー（最終）
2019/1/17 86 号発行
⑤事務局
・事務局会議を開催。10/4 忘年会、データ管理、ホームページ等について検討
・ゴルフ会
平日会 休会
週末会 9 月 30 日（日）ザ・インペリアル カントリークラブ（参加予定者 18 名）
台風により中止となった。
・忘年会
12 月 15 日（土）に開催（昨年度参加者は 81 名）
別紙にて案内状の説明があった。
参加申し込みはサイトから可能。11/25 まで
当日は、昨年度と同様、活動報告のスライド上映、抽選会等を予定
顧問・参与会議については、近日中に事務局より案内を郵送する予定

二次会会場が決定

19:30～ 「素材屋」大手町ビル店 会費 3,000 円

・東京知道会のデータ管理
「サイボウズ Live」
（無料のグループウェア）のサービス終了（2019 年 4 月 15 日まで）
に伴う対応として別紙にて提案があった。主にグーグルのサービスを利用予定。
・東京知道会サイトのリニューアルにかかる検討状況報告
別紙にてサイトリニューアル案の提示があった。
応募フォーム、セキュリティ、スマホ対応等
・サイト更新
2018.09.25 平成 30 年度第 4 回幹事会のご案内を追加しました。
2018.09.20 第 3 会幹事会議事録を追加しました。
2018.09.06 歩く会のご案内を追加しました。
・忘年会スライドショー
各イベントの写真提供のお願い
石井幹事長より
旅費規程に関して
まずはガイドラインを原案のとおりとして実施することで同意を得た。
今後は実態を見て検証を行う。
なお、今年度は事後であっても対象となるものについては支給対象とする特例とする。
西日本水中一高会総会への派遣はしない旨の確認した。

