
東京知道会 2019年度 第 1 回幹事会議事録 

  

１．日時 2019年 4月 10日（水） 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   24名 

                                             

４．議題  

（１）2018年度「同窓の集い」幹事学年からの報告 

（２）2019年度「同窓の集い」幹事学年紹介 

（３）各委員会（企画、組織、財務、会報、事務局）からの報告 

（４）常任幹事会審議（顧問の選出について、役員細則改正） 

（５）その他 

次回幹事会 2019年 6月 12 日（水）18:30〜20:00 

            アットビジネスセンター東京駅 407会議室 

 

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） 

 ①集い実績 

  ・参加者 359名 来賓 13名                                  

  ・収支  +471千円  

  ・その他 しおり 450部 広告 68件 広告掲載料 95万円 地酒試飲 10社 

②総括 

  ・参加者 平成卒が 185 名で過半数。幹事学年 28名、前年幹事学年 29名                                    

  ・広告・寄付合計 1,219千円 広告（930千円）1P広告出稿が増加。寄付（289千円）も増加 

 ③特筆点 

・ 告知 

WEBサイトのデザイン化、フライヤーのデザイン統一、FBでの告知、リマインドメールの配信 

・ しおり 

トンマナの統一、写真背景を使ったデザイン、QRコードの利用 

・ 名簿 

クラス記載を未実施 

→意見 

部活・クラブを追加してはどうか？同じ学年に同姓同名もいるので配慮 

・ 当日オペレーション 

クローク作業のスムーズ化 / 展示:レイアウトサイズの統一化 / 余裕のある司会進行スケ



ジュール設計/タスク表などのドキュメント改変/前日の荷物仕分けによる当日朝の効率化等 

 ④課題 

・ 懇親会 

前方テーブルへの食事の配膳 

・ 集客  

H4年卒以降の参加が少ない（29名） 

 ⑤提案 

・ 懇親会 

相応の集客が見込める場合、配膳を会場側に依頼することの検討 

・ 名簿 

・ 同窓の集いの参加者名簿情報の保有主体は東京知道会であり、名簿情報の活用範囲を明確に

提示し、次年度各イベント集客への活用を検討する。またアナログでの参加者情報のやり取

りの効率化の検討 (例:過去の参加者をリスト化し、名簿チェック効率化/デジタルデータで

のやり取りによる効率化)  

  →意見 

来賓に取りに行かせることは出来ないので配膳はプロに任せても良い          

テーブルは 4卓に減らすことを検討 

（２）2019年度「同窓の集い」幹事学年紹介 

   H3年卒田所さん、藤井さんから挨拶があった 

 

（３）各委員会等からの報告 

 ①企画委員会 

  ・お花見の会報告 

   3月 30日（土）実施 

   参加者： 大人 47名 子ども 2名  （散策：27名、直接：20＋2名） 

   会計報告 収入 47,000円 支出 50,661  収支-3,661（※1） ブルーシート代 8,881円（※2） 

              （※1、※2は企画委員会活動費より補填） 

  ・女子グルメの会 ： 5月 19日（日）予定 

   別紙にて説明があった。（会からの補助の確認（H30年度第 6回幹事会）） 

   場所：ホテルニューオータニ 上海料理店「大観苑」 

   会費：5,000円(ランチ+ジャスミンティー) 

   定員：36名 先着順 

      メニュー:季節の素材と薬膳を取り入れたオリジナルメニュー  

      食後のオプション: ニューオータニの日本庭園散策(無料) 

   申込締切：5/12（日） 

  ・秋の歩く会下見 

   5月 18日（土）下見実施予定  

   神田上水取水口（大洗関跡）～小石川後楽園～水道橋掛樋跡の 



   日本において初めて敷設された上水道である神田上水跡を巡るコースを予定 

 

 ②組織委員会 

  ・名簿管理（平成 31年 4月 1日現在） 

   名簿登載人数 4,968名 うち、有効人数 3,101名（会報郵送停止対象者含む） 

   ※会報メール送付会員： 281名 

   ※フェイスブックの卒業生グループメンバー数：1501名（4/4現在） 

  ・活動報告 

◼名簿管理 会員情報の追加・修正 

◼ＭＬ管理等 東京知道会ＭＬ、幹事会ＭＬのメンバー登録・管理、ＳＮＳでの情報発信 

◼幹事学年サポート 次年度代表幹事の選出も含めた、幹事学年活動の初期サポート 

◼新規会員開拓 

 学生に東京知道会の活動を知ってもらい会員登録につなげる 

  大学生歓迎BBQ 6月23日(土) 開催予定 

  先輩と語る会  今年は休会。来年夏の開催に向けて情報収集、協力者探索等の基盤強化 

 若手（平成卒／令和卒）会員増強に向けたスポーツ企画の立案・実行（リレーマラソン等） 

 会報のお試し送付を通じ、幹事学年を対象に会員登録を勧める 

 東京知道会のイベント参加者について会員登録を勧める 

 母校・知道会と三位一体となった連携体制の構築 

  ・報告事項 

     ◼3月 23日(土) 第 4回柏の葉リレーマラソン大会。参加者 12名（S61~H10卒）参加料@4,000

円／人。次回 3チーム合計 30名を参加目標としたい。継続参加に向け東京知道会の公式行

事化と参加費の一部補助について検討を進めて行きたい 

  →意見 

  誰でもできるものではない（ゴルフ会を参考に） 

  主幹を含め長続きできるのか？（ゴルフ会を参考に） 

  ケガ対策や保険加入は？（公式活動となれば加入する） 

  公式活動としては OKだが、補助については保留。（会員の発掘につながるのかの検証） 

     ◼6月 23日(土) 大学生歓迎 BBQ 別紙にて説明があった 

    全天候会場につき雨天決行。  

    募集定員 40名（大学生・会員各 20名） 

    若手高揚費@3,000×20名＝60,000円の承認 

   →上限 6万円で承認された 

  ・その他 

    他校に学ぶ同窓会活動 岩手県立盛岡一高編「在京白亜会総会」参加報告（別紙） 

    他校に学ぶ同窓会活動 豊島岡女子学園編「働く卒業生からのメッセージ」（冊子回覧） 

 

 ③財務委員会  



・収入（会費・寄付金）状況 

 収入の合計額は 98.7万円で前年比 4.3万円減少 

  会費収入は前年比で、年度入金0.3万円増加、前受金6.6万円減少、寄付金は2万円増加 

  会費と寄付金納入者延べ人数は322名 前年比20名減少 

 ・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 

    平成卒が増加し、昭和 30年代卒が減少 

   【資料 2】にて「H2年卒、H3年卒への会報お試し発送」の結果報告があった 

    対象：56名  → 内訳 H2年卒： 19名 H3年卒：37人（東京知道会既登録者除く） 

  1名から入金 → 内訳 H2年卒： 1名 H3年卒：0名（入金率 1名/56名＝1.8%） 

   【資料 3】にて「会報発送者の絞り込み」（H31年度実行）について報告があった 

  3/24時点での納入者数を以下に示す。→入金率：3.4% 

   【資料 4】にて財務委員の新体制について 

   【資料 5】にて振替票のコメント紹介があった 

 

 ④会報委員会  

  ・活動実績（87号） 

   4/5 編集会議＠東京 出席者：4人 室料 6,170円 

・ 台割案 

   P1〜P12の説明があった。下記の意見を除き、この案で進めることで幹事会の了解を得た 

   P3の新大学生歓迎会は会報発行日までの時間が短いため、次号に回す 

  →意見 

   幹事会から新会長の紹介は過去の事例にしたがって 1ページ目に掲載してはどうかと 

   要請があり、会報委員会としては対応することとした 

 ・課題 

   会報委員継続意志の確認をした結果（3/17委員全員に発信）、 

   組織表記載の委員の継続が確定した 

  投稿希望者への対応について 

   投稿希望者との対応で課題が見えてきたので、当委員会としての対応方針（原則）を 

   以下のように決定した 

    投稿者記事の採用可否は編集会議にて判断し、決定する 

    投稿者との連絡及び文書の送受信はすべて電子メール（or LINE、Messenger）にて行う 

    これはアナログ方式で実施すると対応する委員に過大な負荷が発生するため 

    会報委員会が内容を考慮し（テーマ、文字数他フォーマットを指定し）投稿者に伝える 

   備考：指定した範囲に収まらない投稿文は会報委員会の指示で修正してもらうことになるが、 

    その原文のまま掲載するのが良いと判断される場合には、東京知道会の HPに 

    掲載することはできないか。（救済策） 

    →講演のビデオも含め事務局〜会報委員会で検討 



 

 ⑤事務局 

  ・審議事項 

   東京知道会の共有ストレージとして Google Drive を使用すること 

       東京知道会の活動に使用するデータ(ファイル・写真等)を保存するために、 

       共有ストレージを導入 

       共有可能範囲、容量、料金、アクセス管理等を勘案し Google Drive を選定 

       料金は使用容量にもよるが、年間 5 千円〜2万円の見込み 

       事務局が基盤を準備し、操作マニュアル作成や質問対応も可能な範囲で行う予定 

       管理・運営は各委員会の責任で行っていただきたい(運営ルール案別紙) 

   →承認された 

・ 報告事項 

サイトの更新 

2019年度事務局の職務分担 

2019年度活動計画 

 オンラインストレージの導入・安定稼働 

 寄付募集案の詳細化(財務委員会との協働案件) 

 褒賞規定の整備 

ゴルフ会 

 週末会(4月14日(日):石岡ゴルフクラブ 23人参加予定) 

 平日会(5月16日(木):霞台カントリークラブ 19人参加予定) 

  ・その他 

      立替金の精算フロー 

    立替支払をする前に、幹事会の承認を得る 

    立替支払時に「東京知道会」宛の領収書(支払明細がわかるレシートでも可)をもらう 

    立替支払後、速やかに、幹事⻑と会計に、支払目的・内容、金額、振込口座情報を、  

     領収書またはレシートを添付(原本は遅滞なく会計に提出)のうえメールで連絡 

    幹事長の承認後に，会計から立替者に振込実施 

    旅費については、別途、申請書提出の必要があるので注意 

    会計から直接振込してもらいたいときは、支払期限まで余裕をもって幹事長と会計に連絡 

 年間スケジュール 

    表にて年間スケジュールの説明があった 

   メールアドレスの確認  

    東京知道会で使用しているメールアドレスの確認があった 

    今後、個人のメールアドレスは使わず委員会のメールアドレスを使用するように調整 

   2019年度の組織図の提示があった 

 

（４）常任幹事会 



  ①顧問の選出についての審議 会則第5条 

    S42卒 石川隆之先輩（前監事）、荻野孝野先輩（前副会長） 

   S46卒 谷田海孝男先輩（前副会長） 

   →承認された 

  ②役員細則改正  

      会則の引用条項と合わない部分があるため改正 

   →承認された 

以上 


