平成１９年９月１２日
於：銀座区民館
18：30〜20：45

平成１９年度 第三回学年幹事会 進行要領
中村事務局長より
8 月に発行した新聞の会費納入欄に数名の記載漏れが発覚し、調査した結果、事務処理の途中で
１部の伝票が入力されなかったことが判明した。ご連絡をいただいた方にはお詫び文を郵送し、総
会の会計報告で経緯を発表しお詫びする。また、次年度の新聞にもその経緯を掲載し、お詫びする。
今後の防止策として、会計年度末で郵便局の残高照明を取り、入金リストとの残高を照合する。
○入力ミス以外にも、受付時の出席者氏名欄への記入位置の間違い等が原因で、出席者欄への記載
漏れ、あるいは会費納入者欄への記載などという間違いもあった。対策として、受付の用紙は記
入欄を大きくし、１行おきにアミカケするなどして、極力受付ミス防止に努めるようにした。
○会報の記載について、
「出席者」という見出しを「出席および会費納入者」と変更してはどうか。
次回の会報から採用するとして、関東地区以外からの出席者など会費を徴収していない方も「出
席および会費納入者」にまとめて記載するか、別に記載するかは来年の幹事会で検討する。

１ 招待者の変更報告（敬称略）
（恩師） 変更なし
（来賓）変更なし
・ 山田 章則（英語）
・本校同窓会長 徳永 三幸
・ 橋本 徳雄（政経）
・同 事務局長 高瀬 計征
・ 松本 賢治（国語）
・八代高校校長 真開 純洋
・ 田中 和大（社会）
・ 高野 茂 （日本史）
・ 工木 武雄（保健体育）
・ 久米野 安俊（保健体育）
（追加で招待状を発送した下川先生ご夫妻、本田匡子先生はご欠席）

２ 総会出席見込み
ホテルの予約およびテーブル配置決定のため出席予定者を学年毎に確認。
参加見込み人数：約２５０名。今後も出席勧誘に努める。
読売新聞から９／１８の夕刊に掲載予定の連絡有り。毎日新聞は未定。

３ 総会のスケジュール（式次第）
本年の総会の式次第は、別紙のとおり。
① 抽選（お土産・景品）
・彦一もなか
５０個
・ガメおかき
２０個
・提供品（旅行バッグ・焼酎などの他に提供してもらえるもの）
・ペア食事券
1 組（ホテルに交渉済）
② 高齢者花束贈呈
・男性を含めないで、高女の方を対象に１０名程度を対象とする
③ 集合写真 （スタジオ・エースプロ）
・例年通り予定表を作成・配布。被写体との距離 6 メール確保して撮影場所を検討予定
④ アトラクション
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第二部の２:３０から３:００の間に収める。演目の内容は概ね承認を受けたので詳細につ
いては当番幹事学年で詰める。
●手裏剣演舞：畳の調達の問題・安全性・演舞者とホテルへの配慮などから手裏剣は避
け、できれば他の武道の演舞に変更する。→護身術に変更
●ビリーズブートキャンプ：(２８回)鋤先さんにインストラクターを依頼済。
→おなじく２８回の岩崎さんにも参加していただく。

４ 総会の食事
① 昨年に１，０００円アップで料理を依頼。宴会の総予算は別紙参照。
② 持ち込みアルコール手配について
・昨年同様事前に格安店で購入予定。持ち込み料について再度ホテルと交渉
→ ウィスキーも持ち込みにして、アルコール代を押さえる。焼酎の持ち込み料は無料に。

５ 総会の設備・掲示
① DVD 用プロジェクタ・パソコン
・３２回豊島氏よりプロジェクタの無料レンタル手配済み。PC は３３回で持参。
② 会場ステージの横断幕
・ホテルに発注済（
「平成１９年度熊本県立八代高等学校関東地区同窓会」
）
② テーブル
・例年通り「卒業回数」をテーブルに表示
③ 掲示物
・昨年の総会での写真掲示（データ有り）焼き増したものを自由に取っていただく。
・ここ１年間で活躍した同窓生の紹介などの掲示を検討する。
⑤ 受付スペース
・昨年同様にスペースを広く取る（ホテルに依頼済）
・受付スペースの脇に出身中学校別のシールを置いて、上下の交流を図る。
・同窓会から送られてくるパンフレットについては受付のプログラムにセットして配布する。
・アグネスのチラシは受付の隣において自由におとりいただくようにする。

６ 恩師等お迎え（９名）
担当： （１１回）田口さん
お迎えする方々： 山田章則、橋本徳雄、松本健治、田中和大、工木武雄
久米野安俊、真開純洋、徳永三幸、高瀬計征様
交通手段： 東京プリンスホテル ２６人乗りマイクロバス （羽田→ホテルのみ）
搭乗便名： JAL1804 便 熊本発９：１０〜羽田着１０：４５
待合せ時刻・場所： １１：００頃
羽田空港第 1 ターミナル １Ｆ到着ロビー
宿泊ホテル： 東京プリンスホテル
・マイクロバスの停車場所などはホテルと相談し、田口さんに連絡する。

７ 総会当日の担当者の確定
(1) 会場設営
３３回生
(2) 開場受付け
各学年幹事および２３回生を中心
・受付け責任者
（３３回）齋藤美
・入金処理（会計管理）
（３３回）石本
・抽選・お土産の配布（受付時）
（２３回）３名程度
(3) 恩師・来賓の接待および登壇案内 （３３回）小宮、坂本、小崎
(4) 物産展
販売責任者 （３３回）川口、緒方 販売は若手の出席者にも協力依頼
(5) 司会進行 一部 （３３回）小宮
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(6)

(7)

(8)
(9)

二部 （３３回）坂本
三部 （３３回）齋藤
高齢者への花束贈呈
・プロデュース：
（２１回）勝井副会長
プレゼンター：当日出席の若手ほか
・花束準備：
（２１回）勝井副会長
１，０５０円×１０名
会場ホール案内担当
・登壇者の案内
（３３回）齋藤・緒方・小崎・上野
・集合写真への各学年案内 （３３回）齋藤・緒方・小崎
写真係
（２１回）後本さん
（２９回）立居場さん
会場撤収作業
３３回生、２３回生

８ 物産展仕入先
銀座熊本館に返品できるように 33 回の担当者が交渉したが、熊本県他の同窓会でも返品は受
け付けないとのこと。再度返品できるかどうか確認する。熊本館への注文を少し増やす。
(1) 銀座熊本館
・高菜、アベックラーメン等
40,000 円程度→50,000 円に
(2) 彦一本舗
・彦一もなか
500×50 個
25,000 円
(3) 幸村製菓（新規） ・ガメ奉天、ガメおかき
10,000 円
→新潟中越地震被災者の遺族から購入したぬいぐるみをチャリティ販売する件について
販売の際は、誤解がないように八代高校同窓会と関係がないこと、チャリティ販売趣旨を明記
しておく。という事で一旦幹事会の議題に上りましたが、過去に八代または八代高校に関係の
ない物品を取り扱った実績がないこともあり、また、次年度以降への影響を鑑み、当番幹事で
検討の結果、取り下げることにした。

９ 二次会手配
第 1 回幹事会で承認を受けたとおり、恩師・来賓の二次会会場は当番幹事で手配済み。
他は各学年で手配。

10 ビジョン改訂案
今年の総会での決定は見送り、来年の総会までに検討する。
以上の内容をもって、平成 19 年度第 3 回幹事会は無事閉会した。
出席者（敬称略）
会長
副会長
監査役
事務局長
顧問
学年幹事

横田智明（高 8）
守屋充男（高 10）
、岡公児（高 20）
、勝井梅子（高 21）
、
植村数之（高 20）
、上田栄治（高 31）
小堀宗武（高 15）
中村静雄（高 19）
江副恕（高 1）
、田口武（高 9）
大野 昭雄（高 6）
、田上英明・岩坂照（高 8）
、山田堅治（高 9）
、
草原忠義（高 10）
、田口由起子（高 11）
、吉田時治（高 16）
、平野智
幸・藤本志朗（高 17）
、田村一夫（高 18）緒方健一・山本克文（高
24）
、田原公正（高 27）
、鋤崎 寛澄（高 28）
、松本達郎（高 32）
、
川口靖浩・吉住大樹・齋藤浩一・小宮こずえ・上野裕子・齋藤美沙
（高 33）
、下川芳春（高 37）
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