
東京知道会 2019 年 第 5 回幹事会議事録 
  

１．日時 2019 年 12 月 14 日（土） 14:00〜16:00 

 

２．場所 大手町サンケイプラザ 2F（201）  
東京都千代田区大手町１丁目７−２ 

 

３．幹事会参加者   22 名 

 

４．議題  

（１）2020 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 

2021 年 同窓の集い日程確認 2/27 予定で水戸一高校長の確認をする 

次回幹事会 2020 年 1 月 22 日（水） 18:30  

 開催場所：貸し会議室プラザ 八重洲北口 5F-2 号室（1F はルノアール） 

会計監査  2020 年 1 月 19 日（日） 15:00〜17:00 

  開催場所：貸し会議室プラザ 八重洲北口 3F-7B 号室（1F はルノアール） 

茨城県人会賀詞交換会 2020 年 2 月 5日 

  台風 19 号寄付の依頼については、東京知道会は窓口機能とし個人募金を募る。 

 

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 

  10/26（土） 幹事会＆同期会 8 参加者 10 名 

  11/16（土） 学年同期会＠水戸 参加人数 30 名 

  12/14（土） 幹事会  

②報告と検討事項 

  現在の申込み状況 18 名（うち H3 年卒 8名） 

  託児所の設置を検討しており、見積を依頼中  

  配膳係の発注を検討 

   →幹事学年の負担や来賓対応も考慮し、承認 

  名札 受付の時間短縮のため、手書きを検討 

   →継続して検討のこと 

 ③参考 

  Facebook       「水戸一高 平成 3年卒の広場」        77 名 

  LINE グループ 「東京知道会「平成 3年卒」           81 名 

LINE グループ 「2020.2.22 プロジェクト（実質幹事団）」    34 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 

   参加者 19 人 

   収入 22,800円 支出 22,793円 収支 7円・・・委員会活動費へ 

  ・定例会報告  

   11/24（日）秋葉原 出席者 6名 

   来年度の予定について（案） 

   お花見の会 3/28（土） 日比谷線三ノ輪駅〜樋口一葉の記念館〜隅田公園 

   女子グルメの会 5/17（日）場所未定 



   夏休み企画 オリンピックのため中止 

   秋の歩く会 10/31（土） 牛久大仏 あみアウトレットで検討 

  ・新規委員大募集中 

 

     ②組織委員会 

     ・名簿管理（2019 年 12 月 9日現在） 

   名簿登載人数 4,975 名 うち、有効人数 2,734 名 

       ※Facebookの卒業生グループメンバー数:1,621 名(10/12 現在) 1 年で 120 名増加 

・活動報告 
      幹事学年をつなぐ会 2019 

       2019 年 12 月 14 日(土)  

H4 年卒 5名参加で H3 年卒と顔合わせ(代表は未選出です)  

     ・ML サービス終了に伴う新サービスへの移行について 
GMO freeml のサービス終了を受けて Google Group に移行。11 月 12 日に移行完了。  

     ・今後の活動計画    
若手会員加入に向けた各種企画についての再考・検討 

①30 代、40 代の会員強化に向けた「リレーマラソン企画」継続(3/20 金・祝) 

既に 9名より参加表明あり。本日チラシ配布予定。 

②20 代、大学生の会員強化に向けた「大学生歓迎 BBQ」継続(時期再考) 

前回 6/23 開催で参加者 28 名中、大学生 3 名。 

③社会人と大学生をつなぐ「先輩と語る会」 

仕組化を目指して 1 年休会中。開催に向け関係者にて検討を進める。  

      意見 

       →②と③の順番を逆にしてはどうか？ 

       →意見を出し合う場を別途設けて議論をしてはどうか？ 

 

     ③財務委員会  

・収入（会費・寄付金）状況 

 収入の合計額は 252.4万円で前年比 5.4万円減少 

  会費収入は前年比で 2.7万円減少、年度入金 3.9万円増加、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 753 名 前年比 53 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～11/末現在で、寄付金は 38.8万円 

過去 2ヵ年同期での比較 H29 年：25.9万円 H30 年：44.0万円 

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 

   10/28（月) インタビュー 飯村洋一氏（S52 年卒）エーザイ（株） 

  11/13（水） 88 号 第 2回編集会議  

  ・活動予定（88 号） 

12/E 関係者にゲラレビュー（最終） 

2020/1/19 88 号発行 

原稿の入手が遅れており、発行が１週間くらい遅れる可能性あり。1/21（金）に判断する。 



   →意見 

   ページを減らす、集いのチラシをいれるなどの対応で間に合わせることは出来ないか？ 
 

 ⑤事務局 

  ・審議事項   

同窓の集いご招待について 

昨年と同じく 8 人をご招待予定（事務局から連絡）  

大井組織委員長から盛岡一高ご招待について →見学での交流に決定 

会計年度の変更について 

各委員会とも年末年始の負荷が高い為、12 月〜11 月のサイクルに変更したい。 

→1月常任幹事会で審議し、2月総会に諮り、2020 年からの適用 

幹事会活動年度の認識について 

→4月〜3月だが、会計年度の変更に合わせて再検討 

 

・報告事項 

忘年会（雨宮忘年会担当） 

本日 17 時から実施（参加予定者 80 人）・・・予算内で運営可能 

2 次会（19:30～PRONTO ILBAR 大手町 OOTEMORI店 参加予定者 63 人） 

提供いただく景品点数：約 50点超     

2019 年決算見込み（近衛会計次長、江幡会計担当） 

収入 606万円、支出 529万円、収支差額 77万円 （詳細別紙） 

山見基金、前受金取崩・繰入分が 32万円あり、キャッシュベースでのプラスは 45万円） 

立替払い分の領収書（幹事長承認後のもの）の送付は 12 月 25 日迄に近衞宛 

会報宛名印刷（杉田書記次長） 

1 月中旬（14〜17 日頃）に至誠堂にて実施予定 

ゴルフ会（梁田ゴルフ会担当） 

2019 年秋の令和平日会を実施（11 月 12 日（火）＠つくばね CC 15 人参加） 

2020 年のゴルフ会の予定（春のゴルフ会の詳細は２月上旬頃に確定予定） 

春の令和週末会  4 月 12 日（日）、春の令和平日会  5 月 19 日（火） 

秋の令和週末会  9 月 27 日（日）、秋の令和平日会 11 月 12 日（火） 

同窓の集い 2次会について（小澤事務局長、雨宮前年代表幹事） 

全体の 2次会は設定せず、個別グループで行ける店リストを案内することとしたい。 

     （理由）前回は 140 名／会費 4,500円で実施。コストは 4,000円／人 

昨年と同会場は、2019 年 10 月の経営変更に伴い、5,000円/人に値上げ 

大手町近辺の大箱はいずれも 5,000円以上／人であり、会場確保が困難な状況 

意見 

→先輩方のために小規模でも良いので 2〜３店舗押さえて欲しい。 

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 12/8 現在 47 名の登録 

ホームページの更新（安蔵 IT担当） 

イベント報告（ゴルフ週末会、大学生歓迎 BBQ、秋の歩く会、ゴルフ平日会） 

案内（第５回幹事会、忘年会） 

    次年度以降のサイトリニューアルの検討に着手 

 

以上 


