
東京知道会平成 29 年度 第 4回幹事会議事録 

  

１．日時 平成 29 年 10 月 10日（火） 18:30 – 20:00 

 

２．場所 アットビジネスセンター八重洲通り 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 19名 

 

４．議題  

（１）平成 30年「同窓の集い担当学年」からの報告（担当学年 H元年卒） 

（２）各委員会（企画、組織、財務、会報）からの報告 

（３）事務局からの報告他 

（４）その他 次回幹事会日程  

 

５．議事内容  

（１）平成 30年「同窓の集い」報告（担当学年 H元年卒） 

 ①幹事会開催  

     ・4/21(金)第 1 回幹事会 「幹事団結成式」 (参加15名)  

     ・5/23(火)第 2 回幹事会 「S63年卒からの引継ぎ」 (参加10名)  

     ・7/14(金)第 3 回幹事会「メンバー増強作戦」（参加11名） 

     ・8/25(金)第 4 回幹事会「プチ同窓会準備」（参加10名） 

     ・9/15(金)第 5 回臨時幹事会「プチ同窓会準備」（参加10名） 

     ・9/30(土)第 6 回幹事会/「プチ同窓会開催」（参加44名） 

   ・10/21(土)第 7回幹事会 「S63年卒からの引継ぎ」(40名予定)  

   ・11/17(金)第 8回幹事会(予定)  

   ・12/15(金)第 9回幹事会(予定) 

 ②宣伝活動  

     ・5/27(土)平成知道会にて告知  

     ・8/24(木)FBにて開催半年前告知  

     ・9/14 (木)H2代表幹事(候補)と会合 

     ・11/18(土)知道会集いにて告知(予定) 

     ・12/9(土) 東京知道会忘年会にて告知 

 ③講演者、テーマ案 

     「ドクターヘリが教えてくれたこと」 

   長谷川聡氏 31組（新潟県ドクターヘリ フライトドクター、新発田病院副センター長） 

 ④その他 

   名簿・集客/広告・寄付/集い受付サイト・・・10月より始動 



   原則的に前回の集いを踏襲。 

（２）各委員会等からの報告 

  ①企画委員会 

  ・秋の歩く会   

    期日：10月 28日（土）9:30集合 

        場所：「街道を行くシリーズ・第 1弾」～日光街道から水戸街道へ～ 

               南千住駅 → 北千住駅 を歩きます。 

        参加予定者数 :大人 19 名、子ども 3 名 （10/10に 2名追加あり） 

        お弁当:大人 17 名、子ども 3 名 

  ・来年度 

    「女子グルメの会」「夏休み企画」「秋の歩く会」を企画して行く予定 

 

② 組織委員会 

  ・名簿管理（2017年 10月 1日現在） 

名簿登載人数 4,908 名 

     うち、有効人数 3,192 名 (ご逝去、住所不明、重複、退会、退会扱いを除く)  

 (会報メール送付会員 : 285 名) 

  ・活動報告 

   学生向けイベント開催のための打合せを 9月 30 日に実施 

    「第 3回 先輩と語る会」を、今年と同様、サンケイプラザで同窓の集い当日の午前中 

    開催予定。アンケート結果を踏まえ、今回は、予め参加する社会人を決定してから 

    開催の告知・案内を行う方向性とする。参加社会人は 20 歳〜30 歳代を中心とする 

    5〜10 名程度とし、次回幹事会までに 概ね決定する。 

    （意見）本来の就活と誤解されないような注意が必要 

        学生からしてもきっかけにしやすいので開催した方が良い。 

        年間スケジュールを作ってはどうか？ 

   新入生歓迎イベントの開催検討(開催時期は来年 5月頃の予定)  

    卒業生には次号会報と一緒に案内を配布できるよう、開催日時等を次回幹事会までに決 

    定する。学生の会費は無料。 

    参加人数は 30 名目標。6万円の若手高揚費のご承認をお願い申し上げます。 

    →若手高揚費については、開催内容案を詳細に決定後、再申請を行う。 

     次回幹事会では、組織委員会主催の開催イベントの年間スケジュール案を提示する。 

    （意見）内容が詰められていないので高揚費の承認はできない。 

        未成年なのでお酒抜きのランチ企画などはどうはどうか？ 

        やってみることが大事なので、内容を詰めて開催する方向で動いてはどうか。   

   幹事学年を繋ぐ会を開催 

    日時 : 11 月 4日(土) 11:30〜  

    場所 : 江蘇飯店(岩本町) 平成元年(5名程度)、平成 2年卒(10 名程度) 



    補助として、3万円の若手高揚費を承認。 

   会員名簿の整備のための住所不明者リストの作成  

    確認依頼のための名簿を作成。学年幹事による確認後にわかる範囲で情報を修正する。 

    来年 1 月の会報郵送時までに名簿整備を行う。 

    フェイスブック卒業生のグループメンバー数：1,228名（10/5現在） 

 

  ③財務委員会  

 ・平成 29年度会費収入状況 

    収入の合計額は242.6万円で前年比0.9万円増加 

     会費収入は前年比17.6万円減少、寄付金は同18.5万円と大幅増加 

    会費と寄付金納入者延べ人数は731人 前年同期比（60周年寄付金含む）49人減少 

  ・最近の活動状況 

 卒業年代別実納入者比較：全体の納入率は 27%。主な増加年代は S60〜63年卒、平成 

 卒 

 過去３年間の収入金額と種別の比較：会費減少分を寄付金でカバーする傾向にある。 

 S63年卒、H元年卒への会報お試し発送について 

      対象 66名（S63年卒 33名、H元年卒 33名 東京知道会既登録者除く） 

  累計 6名会費納入（S63卒 2名、H元年卒 4名 入金率 9.1%） 

  前回から変動なし 

 会費納入済み者への寄付のお願い分による効果 

  会報発送後〜9/30で、寄付金は 21.6万円。 

  前年同期の寄付金は 1.7万円。お願い文追加の効果は十分にあったと考える。  

   

 ④会報委員会 

 ・活動内容：編集会議 2017/10/4 18:30〜20:00 @アットビジネスセンター八重洲通り 

84号の計画 

84号台割案（別途報告あり） 

    今後の予定 

     10月〜11月 行事多数 

          12/9 幹事会・忘年会 同時に編集会議  

          2018/1/17 84号発行 

   ・費用精算 

     会議室使用料 6,170円 → 精算済み 

     会報郵送:青山さん、土屋さんに 4部づつ、大武さんに 1部 640円 

    84号台割り案及び費用精算について承認された。 

 

（３）事務局からの報告 

   ・ゴルフ会参加予定者 

  平日会 10月 19日（木）宍戸ヒルズＣＣ   2組 8名 



    週末会 10月 15日（日）坂東ゴルフクラブ 4組 15名 

   ・忘年会 

     前回幹事会で、補助金最大 10 万円(景品 2 万円、若手の会費差額 8 万円程度)の 

     承認をいただいた 

     次回案 

      会費：S63 年卒までの男性: 6,000 円  

         平成元年卒以降および女性:4,000 円  

         学生: 2,000 円 

      プログラム  

       17時開始 年長者ご挨拶、会長乾杯、歓談  

       17時 30分〜45分 学年幹事、平成元年卒挨拶(学年ごとの挨拶はなし)  

       18時 10分〜25分 東京知道会活動紹介(写真提供のご協力をお願いします)  

       18時 25分〜35分 抽選会  

       18時 50分 中締挨拶(副会長) 校歌斉唱、記念撮影 

      司会 S63年卒 

      二次会 「全や連総本店」で座席を予約済み(会費 3,000円)  

     役割分担 

        参加者名簿管理、サンケイプラザ交渉:保坂 

        東京知道会活動紹介スライド作成:杉田  

         写真提供のお願い 

         各イベントの写真がありましたら sgtats@gmail.com 宛まで送付お願いします。  

        受付:近衛、小澤、昭和 63年卒  

        会計:小澤、近衛 

   ・ホームページ運営 

引続き小瀧さんが担当する。 

   ・ホームページ更新状況 

 2017.09.12 第 3回幹事会議事録を追加しました。 

 2017.09.03秋の歩く会のご案内を追加しました。  

 2017.09.02 平成 29年度第 4回幹事会のお知らせを追加しました。 

 

（４）その他 

   次回幹事会 2017年 12月 9日（土）14:00  

    大手町サンケイプラザ 3階（310）（忘年会会場 301〜303） 

   知道会との交流会  :2017年 10月 14日(土) 

    知道会「会員の集い」:2017年 11月 18日(土) 

   学生サポート:筑波大学の学生から卒業生紹介依頼(卒論作成のため) 

   水戸一高社会人インタビュー2017年 12月 6日)講師依頼(知道会経由) 

    東京知道会のルートで現在 4名紹介 



    マスコミ：面澤さん（S58卒）、IT関係：仁衡さん（S63卒） 

    研究者文系：吉田さん（H元卒）、建築家：中郡さん（H7卒） 

    追加紹介予定 研究者理系 

以上 


