
東京知道会 2019 年度 第 4回幹事会議事録 

  

１．日時 2019 年 10 月 16 日（水） 18:30〜20:00 

 

２．場所 貸会議室プラザ 八重洲北口[5 階－２号室] 

     中央区八重洲 1-7-4 矢満登ビル 5Ｆ 

３．幹事会参加者   23 名 

                                             

４．議題  

（１）2019 年度「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 

   台風 19 号の茨城県内被害に対する寄付・義援金について 

   →知道会と連携を取って判断する 

   社会人インタビューについて（開催日：12/4（水） 13:40〜 水戸一高） 

   →H2 年卒雨宮さん、H3年卒辻さんを推薦 

   監査日程 

   →調整中 

＊幹事会の日程 第 5 回 2019 年 12 月 14 日（土） 14:00 （予定）  顧問参与会議 16:00 

        開催場所：大手町サンケイプラザ 201 号室 

第 6回 2020 年 1月 22 日（水） 18:30～（開催場所は未定です） 

 

５．議事内容  

（１）令和 2 年「同窓の集い」（担当学年：平成 3年卒 田所） 

 ①活動報告 

   9/28（土） 幹事会＆同期会 7  参加人数 11 名 

  10/26（土） 幹事会＆同期会 8予定 

②報告と検討事項 

  11/16（土）水戸の同窓会の集いで配るチラシ案と 2/22（土）同窓の集いしおり表紙案が 

別紙で提示され、承認された。 

会費：H元年卒以前 男 8,000、女性 5,000 円、H2 年卒以降 5,000 円、学生 2,000 円 

徴収方法：当日のオペレーション負荷を下げるため、事前振込の導入を検討中。 

 意見：当日対応と事前振込の両面で対応してはどうか？ 

    事前振込者のキャンセルについては、対応を検討する必要がある。 

 ③参考 

  Facebook       「水戸一高 平成 3年卒の広場」        76 名 

  LINE グループ 「東京知道会「平成 3年卒」                    77 名 

LINE グループ 「2020.2.22 プロジェクト（実質幹事団）」      21 名 



 

（２）各委員会等からの報告 

 ①企画委員会 

  ・秋の歩く会について 

   開催予定日：10月 26 日（土） 神田上水跡を歩く会 

    コース： 

 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 ⇒ 神田上水取水口大洗堰跡（椿山荘の下付近） 

 ⇒ 神田上水の跡をたどって、小石川後楽園（旧水戸徳川家上屋敷）⇒ 懸樋跡  

 ⇒ 東京都水道歴史館・本郷給水所公苑（お弁当） 解散（最寄りは御茶ノ水駅） 

   会費 1200 円（後楽園入園料、保険、飲み物、お弁当含む） 

   申込み状況：13名 引き続きメーリングリストや Facebook で参加者を募集 

 

 ②組織委員会 

  ・名簿管理（2019 年 10 月 16 日現在） 

   名簿登載人数 4,973 名 うち、有効人数 2,759 名 

   ※Facebook の卒業生グループメンバー数:1,601 名(10/15 現在) 

  ・ML サービス終了に伴う新サービスへの移行について 

Google Group を代替サービスとして利用 

移行方法について 

〔既存利用者〕現 ML 登録アドレスに Google Group 招待メールを送信し登録 

〔新規登録者〕1.メールでの招待、2.参加申請の承認  

   →移行方法に関する意見と決定事項について 

   招待制にすると人数が減るので、現在登録中の会員に移行アナウンスを送付してはどうか？ 

移行を希望しない人のみメーリングリストから削除することで決定 

移行時期について 次週より順次  

  ・活動報告 

   幹事学年をつなぐ会 2019 

    10/12（土）開催予定でしたが台風のため、11/1（金）に変更予定 

参加予定者:H3 年卒 5名、H4年卒 5名 

(白土文也さん、平山由実さん、前川秀和さん、堀江宏司さん、大図美由紀さん) 

ランニング知道会 リレーマラソン(3/21(土)開催予定) 

若手卒業生(20 代、30 代)の参加を促進し、東京知道会の活性化を図る 

・その他 

   11/16 水戸の集いで、H20 年卒へのアプローチ 

  

 ③財務委員会  

集計締め日について 

前回の幹事会で締め日変更のお願いをしたが、従前通りで実施 



・収入（会費・寄付金）状況 

 収入の合計額は 244.4 万円で前年比 5.4 万円減少 

  会費収入は前年比で、年度入金4.8万円減少、前受金6.6万円減少、寄付金は0.6万円減少 

  会費と寄付金納入者延べ人数は727名 前年比57名減少 

  一人当たりの寄付金額が4,299円/人→6,454円/人と増加 

 ・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 

    平成卒以外減少 

   【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） 

  3 名から入金 → 内訳 H2 年卒： 2名 H3 年卒：1名（入金率 3名/56 名＝5.4%） 

   【資料 3】にて「会費納入済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 

  夏の会報発送～9/30 現在で、寄付金は 36.5 万円 

過去 2ヵ年同期での比較 H29 年：21.6 万円 H30 年：39.9 万円 

 → 昨年同様、お願い文追加の効果は十分あった 

 

 ④会報委員会  

  ・活動内容 

   9/21(土) 第 88号第 1回編集会議＠アットビジネスセンター東京駅 

  ・活動予定（88 号） 

10～12 月 行事多数 

12/M 幹事会でゲラレビュー（中間） 同時に編集会議 

12/E 関係者にゲラレビュー（最終） 

2020/1/17 88 号発行 

   →意見 

   今回の水戸での令和元年台風 19 号による被災に関してお見舞いの記事を掲載してはどうか？ 

→ 掲載可能か執筆者も含めて編集会議で検討する。 

 

 ⑤事務局 

  ・審議事項   

個人情報保護法対応の規定制定（小澤事務局長） 

「個人データ取扱要領」と「苦情相談対応マニュアル」を制定（別紙にて報告あり） 

→ 常任幹事会で審議され承認された 

     制定日：2019 年 10 月 16 日 

     施行日：2020 年度（2020 年 4 月 1 日） 

     業務監査：他の業務と同様の扱いを基本として、監事が今後詳細を検討する 

     改正について：（別紙２）「業務一覧 兼 業務マニュアル」の改定については 

常任幹事会に諮る必要はなく、幹事長承認で良いのではないか 



 

 

・ 報告事項 

忘年会の準備状況（雨宮忘年会担当ほか） 

大手町サンケイプラザと打ち合わせ実施 

食事：4,840 円／ドリンク：1,870 円（いずれも税込）／景品及び諸経費計：20,000 円 

（実請求額 食事は参加予定人数の 80%相当、ドリンクは参加人数） 

若手高揚費からの補助金(6 万円)で収まる想定 

活動ビデオの製作開始 

2 次会開催場所の確保 

19:30～PRONTO ILBAR 大手町 OOTEMORI 店（千代田区大手町 1-5-5 B2F 大手町タワー） 

会費は 3,000 円 

申込フォームからの参加申込みを基本としたい（https://bit.ly/2Of9I2p） 

預金口座の集約と名義変更（近衞会計次長） 

    常陽銀行の口座閉鎖完了 

代表者交代に伴う銀行口座の名義変更を完了（ゆうちょ、三菱 UFJ、三井住友、みずほ） 

オンラインストレージの稼働状況（安蔵IT担当） 

    幹事会共通フォルダは 10/10 現在 45 名の登録 

フォルダ構成は要望を踏まえ現在は別紙の通り 

ゴルフ会（梁田ゴルフ会担当） 

 令和週末会 9月29日（日） ＠ザ・インペリアルGC （S47〜H3まで18人参加） 

 令和平日会 11月12日（火）＠つくばねCC         （16人参加申込あり）      

ホームページの更新 

    お知らせイベント情報（秋の歩く会案内、第 3回幹事会議事録、第 4回幹事会案内） 

  ・その他 

      各イベント写真はフォルダ（幹事会共通/2019/05.イベント写真）へ格納願います 

 

以上 


