2017 年度⼋代⾼校関東同窓会 第２回学年幹事会 議事録

【日

時】2017 年 8 月 18 日(金)

【場 所】京橋プラザ区民会館

18:30～

第１号会議室

高 33 回 齋藤（司会）、五嶋、43 回朝倉、53 回橋本

【議 題】
１．

総会式次第、受付時配布物の確認
式次第では、第 1 部に新役員紹介はなく、くまモン隊の告知がある。
受付時配布物
当番幹事 ⇒ 式次第、校歌歌詞カード
本校から送られてくるもの 昨年並みで 10 箱くらい
（八高パンフレット 300 部、ふるさと納税パンフレット 250 部ほか）
八代全国花火師競技大会チラシ
※八代市役所からうちわを約 150 枚拠出いただきました。受付の際に女性を優先
に配布願います。

２．

役割分担等の再確認等
① 第1回の確認
受付：学年幹事の皆様（例年通りのご協力をお願いします）
物産展： 31 回 上田さん（銀座熊本館の発注）、当番幹事や若い出席者（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
じゃんけん大会 当番幹事一同
② 第2回幹事会で決まったこと
第一部 司会 役員の中から選ぶ ⇒ 37回新崎さんにお願いする
乾杯
毎年還暦の学年の代表者 ⇒ 今回は28回有田さん

３．

出席者数の確認、テーブル配置の検討
事務局より出席者集計表を提示、出欠はがきを回覧。学年幹事に出席数のヒアリン
グを行ったところ、現在の出席予想数は約 220 名。
本校会長が 14 回生 事務局長が 22 回生なので、来賓の近くに、前後の卒業回数

の学年を設定。
恩師の近くには、当番幹事 33・43・53 回のテーブルを設定し、接待する。
1 卓が 9～11 名になるように振り分け。できれば学年が割れないように配慮。
会の途中で、人がいないテーブルに料理が余っているような場合は、不足している
ところに移動させる。
４．

物産店
時間内に売り切ることを目標に昨年より仕入れを昨年比 10％減額。
受け付け開始と同時に販売開始。
今後の売れ筋商品の検証のために、種類別に完売時間をメモしておく。
販売担当は当番幹事、学年幹事や若手出席者の有志にお願いし、交代で務める。

５．

来賓について

１） 八高関係者の送迎について
山本校長先生 9 月 1 日 ソラシドエア 16：20 着羽田第 2 ターミナル
⇒ 8 月 21 日に送迎不要の連絡あり。
村山会長・渡邊事務局長 9 月 2 日 am10：00 頃羽田着 pm5：00 頃羽田発
⇒ 自分たちで会場を往復するという知らせがあり、送迎不要。
２） 熊本県関係者
熊本県事務所 8 月 4 日案内状送付・・・渡邉所長ご出席
熊本県人会
8 月 4 日案内状送付・・・守田事務局長ご出席
くまモン隊
出動時間は、告知、記念撮影を含めて 30 分間。
上野精養軒へは 10:30 に到着して準備、12 時前後に登壇。
６．

記念写真撮影について （23 回植村さんより別紙資料あり）
8 月 20 日（日） 上野精養軒で撮影可能な４か所を確認し、23 回植村さんと
31 回上田さんに場所の情報を写真と文書で連携。
検討の結果、撮影場所を会場内の出入口近くの下座左側に設置することに決定。
撮影班の席を撮影場所の近くに、23 回の席を写真受付のある入口付近に設定。
撮影班の交代要員には 33 回で 2 名を準備。
撮影時間は、第 2 部でアトラクションを除いた時間帯。
8 回、20 回、26 回は参加者が多いので、ステージ上で撮影。ほかはステージ右
側で撮影。
※くまモン撮影会や盆踊りと重ならないように、開会前に、来賓・恩師、当番幹事
ほか、撮影できる学年を先に撮っておく。

7.

景品及び参加賞の設定について
・じゃんけん大会の景品について
今年度は一般募集をしない。
上野精養軒で３万円分の食事券と 2 万円分のお菓子を調達し、ステージに上がっ
てきた勝者、12～14 名分の景品とする。
・全員に配布する参加賞について
夏祭り同窓会に参加していただいた方全員に感謝を込めて
黒川のどら焼き（小）1 個を進呈
予算 1 個当たり 110 円×250 個=¥27,500 + 送料\1,500
会場退出時に各名札と交換にする。
退出に時間がかかると思われるので、第一部から少し前倒して進行する。

8.

開催告知
毎日新聞 8 月 7 日 FAX 送信 8 月 28 日の夕刊に掲載
読売新聞 8 月 7 日 FAX 送信 8 月 22 日の夕刊に掲載
FB 等 SNS での告知 ⇒ 32 回松本さんへ依頼

9．

その他
名札について
事務局で昨年以前のものを保管し、出席リストに従って不足分を作成。
出席予定で葉書を出していない人の氏名は、学年幹事が取りまとめて、8 月 28 日
までに当番幹事または事務局に報告。
第三部幹事紹介の時の司会
当番幹事が登壇するので、後本事務局長にお願いする。
〔広報担当 29 回立居場さん〕
・発送作業後から総会までの HP に届いた住所変更は、これまで通り、事務局に連
絡して追加で会報と葉書、振込票を送付してもらう。今回は現在まで該当者なし。
・会場で撮影した写真は HP 等にアップしている。個人情報的なトラブルは今のと
ころない。
・本校同窓会会報への記事の提供について、今後も担当し、入稿する。
〔ゴルフ会 24 回緒方さん〕
・10/27 にゴルフ会を実施予定。日程が近づいたら改めて告知する。
【当日集合】 9 月２日(土) 9:00 3F 桜の間前ロビー
配布物の確認と受付の準備、ポスター等の飾りつけ

出席者は以下の通り。
（22 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、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

学年幹事：8 回横田智彰さん、10 回草原忠義さん、11 回田口由紀子さん、13 回清水亮さん、
20 回岡公児さん、22 回中台あし子さん、23 回植村数之さん、24 回緒方健一さん、32 回松本
達郎さん、藤澤勇二さん、角田勝さん、34 回下川芳春さん
当番幹事：43 回朝倉千賀子、53 回橋本彩、33 回五嶋秀一、齋藤美沙

【懇親会】
20:00～ 土風炉 夢小路 銀座１丁目店
03-3563-3033
東京都中央区銀座１－１０－６ 銀座ファーストビルＢ２Ｆ
☆3500 円の 3 時間飲み放題コースにて、個室で 10 名の参加により実施。
今回も 9 回の田口様より御樽 30,000 円をいただきました。
ありがとうございました。
以上

