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2017 年度八代高校関東同窓会 第１回学年幹事会 議事録（案） 

                     

【日 時】 2017 年６月２日(金) 18:30～  

【場 所】京橋プラザ区民会館 第２号会議室 

 高 33 回 齋藤（司会）、五嶋、角田、石本 

 

＜当番幹事より＞ 

本年度同窓会の当番幹事学年 46 回生とは女性 2 名と連絡が取れているが、本日の

理事会には所用で欠席。総会は 46 回生とともに、23 回生、53 回生の協力を得なが

ら 33 回生が中心となって運営する予定。 

今回は、会長および事務局長の交代があり、また、33 回生は当番幹事２度目となる

ことから、４月からまめに連絡を取り合い、準備を始めていた。当番幹事、学年幹事の

負担軽減、経費節減のため、例年５月と６月に開催されていた幹事会を６月の１回にま

とめて進行する。今後も当番幹事学年参加が見込めない状況が続くと予想されるため、

新体制のもと、将来の当番幹事の負担を軽減する目的で今年度の企画を提案する。 

 

１．勝井会長 会長就任ご挨拶 （要約） 

本同窓会は、老若男女みんなが仲良く楽しく集える場所にしたい。ただ、会の運営

に関しては当番幹事学年の協力が得にくい状況にあるため、学年幹事全員で当番幹事の

負担を減らし、会を盛り上げたいと思っている。 

同窓会の総会について、会則には司会進行・議長は、当番幹事となっているが、当

番幹事の協力はかなり難しい状態が今後も続くと予想される。当番幹事の負担を減らす

ためにも、第１部は、その役割を総会の内容をよく把握している役員が担ったらいいの

ではないか。第２部以降を当番幹事の担当とすれば、負担が減りスムーズに進行するの

ではないか。と提案する。 

 

⇒ 会長の提案に関しては、後日役員会で相談し決定する。 

 

２．2016 年度 会計報告ついて（中村事務局長補佐） 

２０１６年度の会計報告は、記載内容について異論がなく、幹事会で承認。決算資

料は別紙添付のとおり。 

 

[中村事務局長補佐] 2016 年 9 月 3 日の同窓会場で、10 回生の野田芳雄様より同

窓会に 100 万円の寄付があり、来賓の本校同窓会長と相談の上、本校と関東地区でそ

れぞれ 50 万円を寄付金として受け入れた。お礼の方法について今一度確認してほしい。 
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[立居場副会長] 本校は同窓会報『道』の寄付者欄に金額なしで氏名のみを掲載。関東

地区は会報には何も記載せず、勝井会長からお礼状を送付。今後は、受け入れた寄付金

について、会報に記載するかどうかなど、改めて幹事会で検討してもいらいたい。 

 

⇒ 今回は既にお礼の対応が済んでいるので、7 月に発行する会報には掲載しない。今

後の寄付金受け入れの対応について、次回以降の幹事会で議題に取り上げ、検討する。 

 

３．2017 年度総会の開催日時、会場について （33 回五嶋） 

4 月 16 日、33 回生五嶋、齋藤と上野精養軒の打ち合わせに、勝井会長と 34 回生

下川氏にも同席いただいた。本年 9 月 2 日（土）の開催決定とともに、会長及び次年

度当番幹事代行の同意をもって、2018 年 9 月 1 日（土）を仮押さえ。 

【2017 年関東地区同窓会開催日程・会場】 

  日時：2017 年 9 月２日(土) 11:30～14:30 

  場所：上野精養軒 桜の間 

  資料：別紙３枚（今年度見積額と過去２年分の実績） 

※見積り内容は、１卓 9～11 名で、240 名。メイン料理は卓盛り、

飲み物、ハヤシライス、デザートはビュッフェスタイル。プロジェクター

使用。くまモン控室あり。 

 

[23 回植村さん] 全員着席・卓盛りの場合、過去には座席によって料理が余ったり、

足りなくなったりしたので、今年は座席配置の調整を丁寧に。 

 

⇒ 見積り内容について承認。座席と料理の配分に関しては、８月後半の出席人数確認

の際に再度確認する。 

 

【当番幹事からの提案】 

当番幹事の負担軽減のため、今後は会場を上野精養軒に、また、開催日も 9 月の第

1 土曜日に固定してはどうか。（上野精養軒としては、９月第１土曜日の 11：30～14：

30 であれば通年で確保可能。前後の日程には既に通年で予定が入っており、日程・時

間が変われば場所の提供は難しい。とのこと） 

◆メリット： 

・当番幹事の負担軽減 

（開催場所の検討・確保、決定後の日程・場所の連絡が不要） 

・同窓会員への開催日程の周知が容易。 

・料理については、上野精養軒が過去の食べ残しを検証して、よりニーズの高

いものを予算内で提供。 
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・回数を重ねると、会場スタッフとの連携が向上。当番幹事の負担軽減が可能。 

◆デメリット： 

・同じ会場、似たような料理だと飽きることがある。 

 

⇒ 来年の開催日時、会場について承認。試験的に、日程、会場の固定化を実施しいて

いく。再来年以降は、より良い開催場所が見つかれば、変更を検討。 

 

４．本年度総会の内容、役割分担について （齋藤） 

テーマ：八代の祭り（くま川祭り、妙見祭、全国花火大会などの映像や情報を提供） 

八代の活気ある祭りを通して、故郷を懐かしく、身近に感じていただく。 

 

■分担していただく役割について  

受付：学年幹事の皆様には、例年通りご協力をお願いします。 

物産展： 31 回 上田さん（発注）、学年幹事有志や若い出席者（販売）  

記念撮影： 31 回 上田さん（撮影）、23 回 植村さん（受付・発送） 

校歌斉唱： 20 回 岡さん 

アトラクション： 八代くま川祭り盆踊り 当番幹事一同 

 ※記名の方には、役割について了承を得ています。 

 

○物産展について 

若い出席者には交代で販売係を担当してもらうのはどうか？ 役割を担ってもらう

ほうが同窓会への参加意識が高まるのではないか。 

 

[新崎副会長] 物産展担当者が食事や休憩が出来るように、交代要員を増やして、受け

持ち時間を計画的に配分したほうがいい。 

 

⇒ 当日、参加した若手出席者に声かけして、協力を促す。有志の同窓生にも手伝いを

お願いする。 

 

○記念撮影について 

集合写真の撮影は、昨年度の反省会で、集合写真希望者のみを撮影することに決定

済み。今年は 23 回生が受付・発送を担当。事務手続きに関しては、昨年担当された

22 回生の畑田さんにアドバイスを受ける。 

 

[32 回松本さん] 昨年は、恩師・来賓の記念撮影を失念したので、今年は予定表に組

み込んでおくほうがいい。 
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[22 回畑田さん] 事前の撮影希望学年だけでなく、高女の方など、当日出席の希望者

も受け付けられるような体制が望ましい。 

 

○アトラクションについて 

今年は、①コストダウン、②ふるさとを感じる、③出席者参加型の企画として、「や

つしろ球磨川祭り市民総踊り」の実演をアトラクションとして提案。 

八代市民総踊りは約 30 年前から八代市主催で始まり、現在では、八代市内外から

5000 人の踊り手が集う夏の風物詩的イベント。特に、平成卒業の若い年代には認知

度が高い。当番幹事の負担軽減と若手同窓生の取り込みが見込める。 

また、夏の暑い同窓会に浴衣で参加できるということを女性集客のポイントにもで

きる。 

具体的な企画の内容は、次の通り。八代市役所とのタイアップで、盆踊りのうちわ、

夏祭り・妙見祭・花火大会等の PR 動画、ポスターなどを入手予定。当番幹事の女性は

八代市婦人会の浴衣を、男性は同窓会のはっぴを着衣。ステージで女性が踊り、会場内

で男性が踊りたい参加者をサポート。 

YouTube にやつしろの盆踊りの動画がアップされているので、アトラクションの

時間には会場で動画を流す。 

※やつしろ球磨川祭り公式ＨＰ http://www.kumagawa-fes.com/ 

サイト TOP ページの中の「総踊り振り付け動画」をご覧ください。 

 

【当番幹事からの提案】 

アトラクションは毎年、同窓生向けの企画が難しく、費用もかかる。苦労の割には、

評価は今一つ、ということもあり、当番幹事には負担が大きく、運営上の高いハードル

になっている。 

今回の盆踊りが同窓会で受け入れられれば、今後はアトラクションを盆踊りに固定

してもいいのではないか？ 当番幹事の負担軽減、地元志向の継続アトラクションとし

て検討していただきたい。 

 

⇒ 今年の同窓会での反響をみて、来年以降の継続を検討する。 

 

■その他、準備の進捗 

・来賓・恩師について 

山本校長先生、本校同窓会会長、事務局長は出席。 

恩師はスケジュール調整中。６月 10 日までに確定予定。 

33 回 滝本先生（出席）、松尾先生（メッセージのみ）、 

43 回 丁畑先生（メッセージのみ、43 回朝倉千賀子さんが担当） 
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53 回 串山先生 確認中（53 回橋本彩さんが担当） 

 

・くまモン稼働申請について 

４月５日にファックスにて申請済み。返答は７月２日以降 

 

・同窓会の新聞広告について 

書類は作成済み。７月以降にファックスにて申請予定。 

 

■幹事会での検討事項 

・県関係の来賓招待について 

熊本県人会の来賓（会長・事務局長）案内については、3 年前から実施。 

⇒ 開始の年度に振り返って背景を確認し、案内状の発送について可否を検討する。 

 

・景品抽選会について 

昨年の抽選会については、ウェブや幹事会で景品を募集して実施。じゃんけんは

時間がかかるので、番号抽選という形で今年も開催してはどうか？ 

 

⇒ 当番幹事で募集要領やイベントのスケジュールを検討して、次回の幹事会で報告。 

 

[勝井会長] 寄付金の一部を原資として、景品に上野精養軒のグルメ券などを盛り込ん

ではどうか？ 

[立居場副会長] 今後会員の減少、収入源が見込まれる、また、総会当日の天候など出

席が少なければ赤字になることもある、寄付金は貯めておくほうがいい。 

またはアトラクションの費用がかからないなら、そこから捻出してはどうか？ 

⇒ 当番幹事のアトラクションも無料で出来るわけではないので、諸費用を試算し、グ

ルメ券等を準備するかどうかは次回の幹事会で回答。 

 

・会費について 

会費は昨年の事前振込を生かして、今年度も同様に実施。会報に、1 週間前までの

キャンセルは事務局まで連絡、という文言を追記する。（根拠：上野精養軒の人数変更

が 1 週間前まで） 

 

[新崎副会長] 熊高、済々黌は、学生 0 円なので、八高も０円ではどうか？ 

[32 回松本さん] 例年学生の参加は数名。数千円の減収だったら運営に影響はない

のでは？ 

⇒ 今年の会費は、学生 0 円で、他は昨年同様。キャンセルの場合は 1 週間前までに
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事務局に連絡する。 

 

５．本年度会報制作について （齋藤） 

・配布した名簿の修正を 7 月 10 までに事務局へ連絡。  

・前述の通り、恩師についてはスケジュール調整中。６月 10 までに確定予定。 

・広告募集 （33 回 齋藤までご連絡ください） 

 [17 回平野さん] 8 月 26 日の本校同窓会を会報に掲載すべき。 

 

⇒ 会報は、情報の更新、追加・修正後、6 月中に幹事会メールに会報紙面の PDF を

添付して案内予定。（7 月初旬の PDF で最終確認）。 

 

６．学年幹事会ほか、年間活動計画およびスケジュールについて 

◆5～6 月に実施していた若手の会（大学生歓迎会）について 

今年、連絡先を事務局と代表幹事齋藤にして、連絡の取れない 43 回以下、合計 67 名

に同窓会への案内を郵送。7 件の宛所不明。それ以外の 60 名からは連絡なし。 

今後の若手同窓生発掘をどうするか？ 

 

[32 回松本さん] 若手の会について、昨年は実施していない。過去の参加者で継続し

て連絡が取れる人がいない。 

[中村事務局長補佐] 勝井会長が八高の卒業式に参列し、関東同窓会を案内するという

方法。卒業生向けに同窓会のチラシまたはパンフレットを配布するなどしてはどうか。 

[立居場副会長] 過去にパンフレット配布実施、効果はあがらなかったようだ。現在、

東京に進学するのは年に 20 名弱。SNS など学生が連絡しやすい手段を考えるべき。 

[上田副会長] 同級生の子どもで上京している人をまとめ役にして、若手発掘に取り組

む。 

[28 回岩崎幸代さん] 八代市から東京事務所に出向中の人をキーマンにして、八高同

窓生の取り込み、若手発掘を図り、関東同窓会のへの参加を促す。 

[33 回石本] 卒業 10 年後、20 年後の地元での同窓会情報を集めて、そこで関東同

窓会への参加を促してはどうか？  

 

⇒ 当番幹事（33 回生）が市役所に東京事務所への出向者を確認し、また、今年の学

年別同窓会の開催情報も併せて収集し幹事会に連絡する。 

 

◆7 月 22 日（土） 会報発送 （その後盆踊りの練習） 

  場所：京橋プラザ区民会館 第２号会議室 開始時間：13：00～ 

◆8 月 20 日前後 第２回学年幹事会（出席人数確認、最終段取り） 
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 ◆10 月中 第３回学年幹事会 （総会の反省点、次年度への引き継ぎ） 

 

７．その他連絡事項 

[立居場副会長]  ICT 班として HP の更新とそれにかかる費用について説明。 

⇒ 更新とその費用について承認。 

[18 回田村さん] HP の住所変更の入力項目をもう少し減らしてはどうか。必須入力

項目には不要なものもあるのではないか。 

[立居場副会長] 確認材料として旧情報の入力も必要。しばらくはこのまま運用。 

 

[20 回長谷川さん] 熊本の同窓会に同窓会報を送ってもらいたい。熊本の同窓会事務

局が関東同窓会に出席し、運営などを参考にしたいとのこと。 

⇒ 後本事務局長が、八代高校同窓会の全支部に向けて、送付状と宛名シールを作成し、

会報発送の際に会報を同封して送付する。 

 

[20 回長谷川さん] 「やつしろぷれす」というフリーペーパーを同窓会会場に設置で

きないか？ 内容は八代の紹介と地元企業や団体、個人の PR 情報.。（見本回覧） 

⇒ 八高関東同窓会の記事を掲載してもらえるなら、タイアップで、受付の対面のスペ

ースに置いてもいいのでは。当番幹事（33 回生）が、フリーペーパーの編集者に確認。 

 

以上をもって、第 1 回幹事会のすべての議事を終了した。 

 

出席者は以下の通り。（当番幹事 33 回 4 名を除き 26 名） 

会長：21 回勝井梅子さん 副会長：28 回有田幸夫さん、29 回立居場誠治さん、

31 回上田栄治さん、37 回新崎聖佳さん 監査役：27 回田原公正さん、上野悟さ

ん 事務局長：21 回後本一幹さん 事務局補佐：19 回中村静雄さん 

8 回横田智彰さん、11 回田口由紀子さん、13 回清水亮さん、17 回平野智幸さん、

18 回田村さん、20 回岡公児さん、長谷川美智子さん、22 回畑田和行さん、中台

あし子さん、23 回植村数之さん、25 回松永信一さん、26 回米村惣太郎さん、28

回岩崎幸代さん、32 回松本達郎さん、藤澤勇二さん、34 回下川芳春さん、41 回

倉五月さん 

以上 

 

懇親会には 18 名の方にご参加いただき、9 回の田口武様（今回はご欠席でした）から

は御樽をいただきました。皆様、ありがとうございました。 


