
東京知道会平成 28 年度 第 6回幹事会議事録 

  

１．日時 平成 29 年 1 月 25 日（土） 18:30 – 20:00 

 

２．場所 アットビジネスセンター東京駅八重洲通り 603会議室 

     中央区八丁堀１−９−８ 明光商会ビル 6階 

 

３．幹事会参加者 21名 

 

４．議題  

（１）平成 29年総会「同窓の集い」担当学年からの最終報告（担当学年昭和 63年卒） 

（２）平成 29年度総会の役割と流れについて 

（３）平成 28年度決算報告並びに承認 

（４）同窓の集い二次会について 

（５）各委員会（企画、組織、財務、会報、事務局）からの報告 

（６）平成 29年度東京知道会組織について 

（７）その他 

  ①次回幹事会 2017年 4月 19日（水）18:30  

    アットビジネスセンター東京駅八重洲通り 603会議室 

  ②幹事長引継ぎ 2017年 3月 10日（金）19:00 

    場所：未定 

 

 常任幹事会 

（１）次期委員長、副委員長承認 

 

５．議事内容  

（１）平成 29年「同窓の集い」報告（担当学年昭和 63年卒） 

 ①参加者数 109人（1月 25日現在） 

②恩師 

  【集い】五味田先生、加茂川先生 

  【学年同窓会】伊沢先生、吉田先生、五味田先生、加茂川先生 

  ③しおり 広告入金済み 43件、54万円 

  ④お酒 講演者青山氏より差し入れワイン 2ケース 24本あり 

  ⑤その他 

   しおり同封物 那珂市ふるさと大使青山氏（講演者）より 那珂市３種類資料 

          NHK石井（司会）より茨城を舞台にした朝ドラ「ひよっこ」パンフ 

 

（２）平成 29年度総会の役割と流れについて（案） 



 １．プログラム 

  （総会） 

① 助川会長挨拶 

② 議長選出 昭和 59年卒 石川和幸さん 

③ 一号議案 平成 28年度会務及び決算報告 三ツ石幹事長 

④ 二号議案 平成 28年会計監査報告    石川監事 

⑤ 三号議案 役員選出           三ツ石幹事長 

⑥ 役員並びに事務局、常置委員長の紹介 会長から事務局次長、常置委員長まで 

三ツ石幹事長が紹介 

⑦ 来賓挨拶 

⑧ 来賓紹介 

（懇親会） 

① 乾杯の発声 八木名誉副会長 

② 祝締    佐渡本副会長 

 ２．当日の役割 

  ①集合 11:30 

  ②役割分担 

 （総会前） 

・ 名札は、現在の役員、事務局、委員長、副委員長まで準備済み。 

・ 11:30から新旧役員の記念撮影、12:00から下記の対応をする。 

・ 会費の徴収、自動振替の勧誘 佐々木財務委員長、石井副委員長、横山委員、大友委員 

・ 会報の配布 栗田会報委員長、渡辺副委員長 

・ 二次会（17:30〜19:30）の PR 平林委員、大友委員、池田委員 

・ 来賓のご案内 谷田海副会長、三ツ石幹事長、笹嶋企画委員長、石井組織委員長、小澤

事務局次長 

・ VIPの対応 助川会長、佐渡本副会長、荻野副幹事長、保坂事務局長、杉田事務局次長 

③ 63年卒の同窓会 

・ 会長、副会長、幹事長が出席して慰労並びにご祝儀贈呈 

 ３．総会の席について 

・ステージ側丸テーブルは、来賓、恩師、大先輩用とする。（S42年卒までの方は総会から着

席） 

・ 議長、東京知道会役員、常置委員会委員長、副委員長ならびに事務局関係者の席は、左

側普通イス席をリザーブする。 

 ４．来年の開催予定の確認 

   平成 30年 2月 24日 土曜日 ３月 1日は母校卒業式 

 

（３）平成 28年度決算報告並びに承認 

  収支（平成 28年 1月 1日〜平成 28年 12月 31日）（単位：円）   



   【一般会計】 

     一般会計次期繰越収支差額 902,940（収入 5,262,192 当期支出 4,982,819）  

   【特別会計】 

     特別会計次期繰越収支差額 20,005,225 

      うち基本財産次期繰越収支差額 18,279,970 

      うち基金次期繰越収支差額 1,725,255   

   【合計】 

     合計次期繰越収支差額 20,908,165 

 

  貸借対照表兼財産目録 

  負債・正味財産合計 21,511,165 

 

  事務局（会計担当より） 

    一般会計279,373円増加、特別会計3,880円増加となり、次期繰越収支差額は283,253円増加 

  山見基金の活用と裏付け資金明確化に関する提案 

・ 若手高揚費分を山見基金から取り崩して充当する。過去 5年で平均 33万円。 

・ 山見基金と一般会計の資金の分別管理を始める 

   ⇒ 提案通り承認 

 

（４）同窓の集いの二次会について 

・サンケイビル 地下「全や連 総本店」 

  ・17:30〜19:30 

  ・3,000円飲み放題付き 

 

（５）各委員会等からの報告 

  ①企画委員会 

  ・春の花見の会 

期日：4 月 1 日（土）雨天中止 

場所：墨田区隅田公園（水戸藩下屋敷跡） 

   宴会は 11 時開始、事前散策は 9:30 に JR 両国駅に隣接する観光案内所 

   「江戸 NOREN」に集合し、１時間半歩く予定。 

会費：1,000 円程度（飲み物、つまみ代） 

募集人員：特になし 

  ・女子グルメの会 

期日：6 月 4 日（日）  

場所、会費、募集人員等：検討中  

  ・夏休み企画 

期日：8 月 26 日（土）を候補とする 



内容：神宮球場におけるナイター観戦 

会費、募集人員等：検討中 

  ・秋の歩く会 

期日：10 月 28 日（土） 

場所：都内（旧水戸街道を想定） 

行程、会費、募集人員等：検討中 

  その他 

   新年度より、以下の新体制について提案 

    委員長  飯田和紀（S60） 

    副委員長 平林宏子（S62） 

    同    永島宗  （H7） 

 

② 組織委員会 

・ 名簿管理（2017年 1月 10日現在） 

名簿掲載人数 4,876名、有効人数 3,230人（ご逝去、住所不明、重複、退会、退会扱

い除く） 

 会報メール希望者 293人、FBメンバー数 1,017名（1/22現在） 

・ 新年度より、以下の新体制について提案 

     委員長  宍倉美恵子（S58） 

     副委員長 鈴木正啓  （S58） 

     同    大内義範 （H60） 

   ・「先輩と語る会」について 

     日時：平成 29年 2月 25日（土）10:00〜 

     開催場所：大手町サンケイプラザ 202号室 

     内容：水戸一高卒業の大学生と社会人 OBとの交流会 

        自己紹介（学生、社会人） 

        業種業界について 

        就活にあたって 

        ディスカッション 

 

③ 財務委員会  

 ・平成 28年度会費収入状況 

    収入の合計額は257.5万円で前年比14.4万円増加 

     会費収入は前年比13.0万円減少、寄付金27.4万円増加（60周年寄付金含む） 

    会費と寄付金納入者延べ人数は830人 前年同期比19人増加 

  ・最近の活動状況 

 卒業年代別実納入者比較：増加は S20 年代以前、S40 年代卒、S50 年代卒、平成卒 

 学年のキーマンにコンタクトして納入依頼をしてはどうか 



 S62 卒、63 卒、平成卒への会報お試し発送（148 名）について 

  8 名の入金あり（S62 卒 1 名、S63 卒 3 名、平成卒 4 名 入金率 5.4%） 

    S62 卒〜H27 卒が昨年より 32 名増加し、お試し発送の効果があったと思われる 

 今回の送付対象は S63 卒と H 元年卒に絞る（62 卒は当会名簿記載者のみ） 

  お試し発送は今後も継続する 

60周年寄付金  集い 54,025円 忘年会 22,000円 合計 76,025円 

     新年度より、以下の新体制について提案 

      委員長    佐々木博之（S59） 

      副委員長   石井康司  （S58） 

      同      横山博則 （H61） 

      委員     大友里佳 （H62） 

      アドバイザー 小澤光浩 （H57） 

     今年度の取組み 

  集い・忘年会での会費納入窓口の設置及び自動振替のご案内 

  2017年度は 250万以上の収入を目指す 

  知道会と連携し、名簿を拡充 

  会費長期未納者への会報送付停止（進め方について報告） 

  山見基金の拡充 

 

④ 会報委員会  

 ・活動内容  

 2017年 1月 19日付会報 82号発行 

 話題の本（小貫和也さん著）購入費用 972円、81号寄稿者に会報送付の郵送料 700円 

 82号寄稿者（インタビュー含む）にお礼を兼ねて会報電子版を送信予定（1月中）  

   ・82号発行による反省点と課題 

 詳細は３月予定の編集会議で議論予定 

 会報委員長の現時点での気づき 

  今回は寄稿者に発行前の最終原稿を送付し、確認を依頼することができた 

  投稿記事は分量オーバー気味であったが、依頼時にきちんと字数制限を伝えたため 

  委員による字数削減の苦労が減った感がある 

  レイアウトする編集担当委員の負担が非常に大きい。委員としてのボランティアを

超える分量については、その専門性等を考慮し有償としたい 

   ・83号関係 

幹事会への依頼事項 

 記事執筆者、「先輩訪問」の紹介 

 学年幹事メンバー（S63卒）にて、集い実行の感想文（3〜4名） 

次期編集スケジュール案 

 2〜3月 前号の合評 



     編集マニュアルへの反映、次号レイアウト案策定、寄稿者候補リスト作成 

 4月  レイアウト案確定 執筆者確定、依頼発信 

 5月  原稿入手、レイアウト確定 

 6月  レビュー 原稿最終版を執筆者に見てもらい了解をもらう 

 7月  会報発行 

   ・その他 

会報委員募集中 

昨年の夏のバスツアーでお世話になった石岡酒造さんへ紙の会報を送付する 

 

⑤ 事務局  

・ 忘年会（12月3日） 

参加者数 86名 若手高揚費からの充当額64,651円 

・ 会報発送の為の宛名印刷作業（1月13日） 

終身会員260名、お試し発送66名、その他2,709名 

次回幹事会までにマニュアルを作成し方向予定 

・ 同窓の集い来賓 

招待者10名より参加の回答 

   ・ゴルフ会 

   平日会 4月20日（木） 富士カントリー笠間倶楽部  

   週末会 5月21日（日） 宍戸ヒルズCC 

   ・ホームページ更新履歴 

       

（６）平成 29年度東京知道会組織について 

・組織図案について報告。顧問・参与については、鷹巣参与、佐渡本副会長を顧問とする案 

 が示された。 

 

（７）常任幹事会 

・組織図案の、顧問、副幹事長、常置委員長・副委員長、事務局長・事務局次長について承 

 認を求めたところ、出席した常任幹事の全員が賛成し、会長より委嘱することとなった。 

 

（８）その他 

   ①次回幹事会 2017年 4月 19日（水）18:30（未定） 

    アットビジネスセンター東京駅八重洲通り 603会議室 

    ② 幹事長等引継 2017年 3月 10日（金）19:00（予定） 

    場所未定 

 

以上 


