
東京知道会平成 30年度 第 6回幹事会議事録 

  

１．日時 平成 31年 1月 30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   23名 

 

４．議題  

（１）平成 31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）事務局からの報告 他 

（４）常任幹事会審議（総会付議事項） 

（５）その他 

 谷田海副会長からの提案 

  退任する石川監事へ感謝状並びに記念品贈呈する件 

  →各先輩に過去の事例を確認のうえ、規程を作ることとする  

   今年の集いでの対応は過去事例をもとに幹事会 MLで協議をして結論付ける。 

次回幹事会 ※日程は後日調整 

            アットビジネスセンター東京駅 407 

 

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同窓の集い状況 

・参加申し込み 1/26現在 

    同窓の集い 234名  2次会 99名 

  ・恩師参加 青木先生、石川先生、原納先生、岡崎先生 

  ・広告・寄付 広告 930千円（68名）、寄付 145千円（10名） 

  ・その他 S47年卒 綿引弘文氏 書籍販売 

       知道会 140周年 茨城新聞の特集号と年表を 150部配布 

       会報は 2次会で配布する 

②式次第とプログラムについて 

・別紙にて例年通りの内容で報告があった  

 総会  議長 S61年卒 石井賢治氏 

 懇親会 乾杯 S53年卒 畑岡洋二氏 

 

（２）各委員会等からの報告 



 ①企画委員会 

  ・お花見の会 

別紙にて案内があった 

下見実施 1月 20日（日）委員 5名 

隅田公園は工事があり、牛嶋神社鳥居付近に移動予定 

雨天でも2次会は実施するので、予約が必要 

ブルーシートを新規購入（企画委員会活動費より） 

  ・女子グルメの会 ： 5月 19日（日）予定 

場所：検討中 

会費：ルームチャージや大学生の補助等で昨年同様3万円を上限とした補助をする 

   但し、組織委員会の新歓とのすみ分けをすること 

   大学生については、事前告知はせず、人数を見てディスカウントを決める 

  ・夏の企画について 

 7/27 ヤマトグループ 羽田クロノゲート（最新の荷物仕分け工場） 

 

 ②組織委員会 

  ・名簿管理（平成 31年 1月 15日現在） 

   名簿登載人数 4,962名、うち有効人数 3,107名 

   会報メール送付 281名 

・活動報告 

   第 4回先輩と語る会 

   日時：平成 30年 12月 15日(土) 13時 30分～15時 30分  

   場所：LEAGUE銀座 イベントスペース  中央区銀座 3-11-3  LEAGUE2F 

   参加者：学生 8名（関係者紹介学生 2名含む）、若手先輩７名 他スタッフ 10名 

   経費：59,249円（イベントスペース代 54,000円、飲食費用等 5,249円） 

   東京知道会の紹介、参加者全員の自己紹介後に２つのテーブルに分かれグループ討議。 

   時間でメンバーを入れ替え。 

  ・次年度の活動計画 

   「先輩と語る会」 今年は休会とする 

    来年初夏の開催に向け、若手先輩の探索と学生会員数の増加、 

    情報発信の方法の確立等の基盤強化に努める１年とする 

   「新入生歓迎会」は「大学生歓迎会」として開催する。（BBQを検討） 

    ただし卒業式までには、卒業生に案内を配布できるよう準備を進める 

  ・次年度委員長：大井健史(H1)  副委員長：宍倉美恵子(S58) 大内義範(S60) 

        新規メンバーは、H2卒、他委員会からの転入も含め募集中 

  ・その他 

近日中に知道会の事務局訪問。名簿をデータ形式で受領・加工し、名簿を作成する 

  ・Facebookメンバー数 1,481名（1/26現在） 



 

 ③財務委員会  

・収入（会費・寄付金）状況 

 収入の合計額は 262.0万円で前年比 1万円増加 

  会費収入は前年比で、年度入金1.2万円減少、前受金7.2万円増加、寄付金は5万円減少 

  会費と寄付金納入者延べ人数は823名 前年比46名増加 

 ・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 

    昭和 50年代卒と平成卒が増加 

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

        対象 54名 5名入金あり。（入金率 9.3%） 

    今年度の対象は、H2年卒 19人、H3年卒 37人（既登録者覗く）で 

    1月の会報にお試し発送用の入会案内を添付 

   【資料 3】にて「会報納入済み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 

    寄付金は 44.0万円。過去 2か年同期比較で大幅増加。お願い文の効果が十分あった 

   【資料 4】にて「会報発送者の絞り込み」H31年度実行 

    対象：S46年卒以前を対象 

    条件：平成 26年度〜30年度で一度も会費を納入していない、 

       かつ基本財産募金していない方 

    該当者：326名 

    予定：5月末に納入状況整理、6月の幹事会で報告・決定、7月の会報から実行 

   【資料 5】 今年度の取り込み 

    会費納入窓口 集い・忘年会での年会費納入窓口の設置および自動振替のご案内を行う            

           各種イベントでの会費納入 

    H31年度の目標 260万以上 

   【資料 6】 財務委員会の新体制 

    財務委員会の新役員 

委員長 ：横山博則(S61年卒) 

副委員長：大友里佳(S62年卒)、川上邦彦(S63年卒) 

   異動と新規加入 

    異動   江幡淳(H5年卒)が事務局へ異動 

    新規加入 佐藤秀紀(H18年卒) 丹下翔太(H22年卒) 

 

 ④会報委員会  

  ・活動内容 

   2019/1/19付会報 86号発行   

  ・会員からの投稿受入のルールの検討（会報委員会からの依頼ではないもの） 

 投稿希望の連絡は電子メール（SNSでもよいが）のみに限定 



  電子メールによる連絡と原稿文書の送信 

  投稿者の校正の機会は１回 

 ・ゲラの幹事会レビューのルールの検討 

 各投稿に関連する委員会が責任を持って、最初に内容をレビューする 

 執筆者作成 

    →会報委員会フォーマット確認 

     →関連○○委員会でレビュー・修正 

      →会報委員会ゲラ作成 

       →幹事会レビューで確認 

  ・その他 

   委員長、副委員長の変更は無し。メンバーの継続の意思確認をする。新規メンバー募集中 

 

（３）事務局からの報告 

  ①忘年会収支報告があった 

   収支差額 -86,041円（若手高揚費から充当） 

②会報宛名印刷 

   1月 15日（火）参加者 8名 

   メール配信に不具合があり、配信が遅れた 

  ③同窓の集いの招待者について 

   水戸一高学校長、知道会会長、知道会幹事長、知道会事務局長、茨城県東京渉外局長、 

   日立一高東京同窓会幹事長、日立一高東京同窓会会務幹事、熱海屋女将 

   日立一高東京同窓会会長は欠席 

  ④ゴルフ会 

   週末会：4月 14日(日)石岡ゴルフ倶楽部 ウエストコース 

   平日会：5月 16日(木)に開催予定。場所は未定 

  ⑤事務局次年度体制について 

   新任 事務局長 小澤  光浩（S57年卒） 

           次長   近衛 伸賢（S60年卒）（会計） 

           江幡 淳 （H5年卒) 

  ⑥ホームページ更新 

 2019.01.13 第 5回幹事会議事録を追加 

 2018.12.24 平成３０年度 第６回幹事会のご案内を追加 

 2018.12.24 ゴルフコンペ 第８回週末会 開催のお知らせを追加 

  ⑦寄付金の募集について 

  ・寄付受入実績と今後の方針について 

    寄付（一般会計）と年会費の過去 5 年の実績の報告があった 

     2016年は「60周年記念」として寄付を募り前年比増加 

     その後も財務委員会の呼びかけにより、寄付は高水準で推移 

  ・基金（山見基金）における寄付受入について 

    山見基金の経緯、および基金準則について別紙にて説明があった 

    基金については、山見基金への寄付、または、新たな基金の設立も可能 



    今回新たに山見基金の拡充を目的として「大口寄付」について検討に着手 

    具体的内容については継続検討する 

 

（４）常任幹事会 

  ①総会付議事項の審議 会則11条3項1号4号 

   決算報告内容が別紙にて報告があり、承認された 

   名誉副会長職 助川裕（S42年卒）が承認された 

  ②次期副幹事長・事務局長・常置委員会委員長・副委員長の承認  

      会則 5条 2号および 9条 4項 

   新任者について、以下の通り承認された 

   副幹事長  佐々木博之（S59年卒） 

   事務局長  小澤光浩（S57年卒）、事務局次長 近衛伸賢（S60年卒） 

   組織委員長 大井健史（H元年卒）  

   財務委員長 横山博則（S61年卒）、財務副委員長 大友里佳（S62年卒）、 

                                       財務副委員長 川上邦彦（S63年卒) 

 

以上 


