東京知道会平成 30 年度

第 5 回幹事会議事録

１．日時 平成 30 年 12 月 15 日（土） 14:00〜15:30
２．場所 大手町サンケイプラザ 310 会議室
千代田区大手町 1-7-2 東京サンケイビル
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）事務局からの報告 他
（４）常任幹事会審議（総会付議事項）会則 11 条及び 12 条
次回幹事会 平成 31 年 1 月 30 日（水）18:30～
アットビジネスセンター東京駅
会計監査

平成 31 年 1 月 12 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 602

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

雨宮）

・活動状況
11月1日 H2年幹事会
『Fun and Easy』
卒業 30 年とこれからも続く仲間とのつながりを楽しもう
KPI 決定：①広告・寄付 100 万円 ②H2 年卒 100 名
役割分担決定
同期での広告出稿および展示が可能なメンバーをリストアップ
11月17日 140周年記念式典@水戸
壇上あいさつ、チラシ配布
同日「同窓の集い」WEBサイト公開
その他活動状況
恩師連絡（既に1名参加回答あり）
H2年卒名簿精査
FB・Mail把握：121名／住所：261名（同窓名簿より）／320名コンタクト可（419名中）
年末年始帰省の際に見ていただけるよう、年内はがき送付予定
FBグループ（95名）・LINEグループ（35名）での告知および情報共有

・活動予定
スモールMTGを適宜開催／1月以降は頻度を上げて実施予定
1月3日 新年会開催予定

@水戸

・過去の活動
10月13日 引継ぎ会／繋ぐ会（H3年卒 代表幹事 田所 勝彦さん）
9月29日 H2年卒同窓会 @東京
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
・その他

副幹事会開催
別紙にて「同窓の集い」のチラシの案内があった

（２）各委員会等からの報告
①企画委員会
・秋の歩く会の会計報告 10 月 27 日（土）実施
10 月 27 日（土）筑波山麓小田で常陸の歴史を歩く会
収入 110,000 円 支出 102,336 円 残金 7,664 円
・秋の歩く会下見（6 月 17 日実施）の交通費 9,404 円
・来年度の計画
お花見の会 ： 2019 年 3 月 30 日（土）予定
散策コース：「隅田川七福神めぐり」堀切から隅田公園コース
お花見宴会会場：昨年同様、隅田公園を予定
※散策の下見：1月20日（日）
女子グルメの会 ：

5 月 19 日（日）予定

場所：未定 ・ オプションのお散歩に迎賓館見学を検討
夏休み企画：7 月 27 日（土）もしくは 8 月 3 日（土）
場所：JAL整備工場見学 （40名で予約する予定）
昼食の場所はこれから検討
「水戸の黄門祭りと重なるので、7月27日を優先してはどうか」という意見を
踏まえ 7 月 27 日を第一候補に。
秋の歩く会 ： 10 月 26 日（土）
都心散策（尾張徳川藩の庭園だった「箱根山」登山など）今後検討
②組織委員会
・名簿管理（平成 30 年 12 月 9 日現在）

名簿登載人数 4,948 名、うち有効人数 3,061 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
参加者

学生

8 名、先輩 7 名 (H14 卒～H24 卒) 、スタッフ 10 名程度

詳細は次回幹事会で報告
・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追加・修正
業態別名簿作成のための情報収集
H30 年度発刊名簿では若手の情報がほとんどない状況
学生向け企画についての再考・検討
同窓会活動の認知度が低い事や情報発信方法に課題があり、自発的な参加者がなかなか
現れない現状を考慮し、次年度の開催の有無、また開催する場合は具体的な進め方等に
ついて関係者で協議する予定
（出席者からの意見等）
高校への講師派遣の際に PR をさせてもらってはどうか？
・Facebook メンバー数

1,545 名（12/9 現在）

③財務委員会
・収入（会費・寄付金）状況
収入の合計額は 257.8 万円で前年比 5.5 万円増加
会費収入は前年比6.0万円増加、寄付金0.5万円減少
会費と寄付金納入者延べ人数は806名 前年同期比51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」の結果報告があった
対象 54 名 5 名入金あり。
（入金率 9.3%）
資料 3 にて「会報納入済み者への寄付のお願い文による効果」について報告があった
寄付金は 44.0 万円。過去 2 か年同期比較で大幅増加。お願い文の効果が十分あった
資料 4 にて「会報発送者の絞り込み」の説明があり、承認された
該当者は 271 名、1 月の会報に添付で告知。5 月末時点で未納の方は、
7 月の夏の会報から発送停止
今後のルール
実施間隔：5年間隔 → 次回は2024年度(準備は2023年度)、前回は2014年度実施済み
対象年齢：65歳以上(4月1日現在)で過去5年間にわたり会費未納の方

→ 基本財産募金該当者および終身会員は除く
その他：実施にあたっては、幹事会に諮り承認を得る
④会報委員会

・ 活動内容
栗田委員長より現時点での86号会報のゲラの説明があった。
この内容でゲラを完成させていくことの承認を得た。
今後、ゲラが完成した時点で幹事メンバーにレビューを依頼する予定。
2019/1/17に86号発行の予定。

（３）事務局からの報告
・ゴルフ会（週末会）
2019 年 4 月 14 日(日)または 4 月 21 日（日）で調整中
コース：ザ・インペリアルＧＣで調整中
（後日、4 月 14 日（日）石岡ゴルフクラブで確定）
・忘年会
参加申込者数は参加者名簿のとおり（別紙にて 79 名）
なお、顧問参与会議への参加予定者数は 7 名
・会報宛名印刷
至誠堂のご都合により、1 月 7 日の週は不可。1 月 15 日（火）の 18 時半から
至誠堂にて実施予定
会報同封文書は、別紙にて説明があった
・同窓の集いの招待状について
8 名に送付
水戸一高学校長、知道会会長、知道会幹事長、知道会事務局長、茨城県東京事務所所長
日立一高東京同窓会会長、日立一高東京同窓会幹事長、熱海屋女将
・事務局次年度体制について
次回幹事会にて報告予定
・ホームページ更新
2018.11.13 平成 30 年度 同窓の集いに向けて活動中！を追加しました。
2018.11.12 第 4 回幹事会議事録を追加しました。
2018.10.30 平成 30 年度第 5 回幹事会のご案内を追加しました。
2018.10.30 東京知道会忘年会のご案内を追加しました。
・平成 30 年決算見込み
一般会計の概況
収入：609 万円（山見基金取り崩し分 37 万円含む）前年比+48 万円
支出：526 万円 前年比+46 万円
収支：82 万円 前年比+1 万円
（主な増減要因）
（+）総会収支がプラス、交際費と通信費の減少

（-）会報印刷発送費用、交通費、貸会議室使用料の増加
（若手高揚費の動向 +4 万円）
（+）先輩と語る会を 2 回実施、平成 30 年卒業生歓迎会、忘年会
（-）平成の会支援金、夏休み企画支援金、幹事学年を繋ぐ会
特別会計の概況
収入は基本財産、基金とも利息収入のみ
支出は、基本財産は無し。基金は昨年度同様。若手高揚費相当額を取り崩し
総括
一般会計は総会収支の黒字を中心に収入超過の状況、財務の健全性は保たれている
（４）常任幹事会審議（総会付議事項）会則11条及び12条
総会付議事項の審議
次年度役員人事について
人事選考委員会からの推挙案は総会付議とすることで決定した
会務及び決算報告は次回実施
以上

