
平成 20 年度 第四回幹事会議事録
能代高校東京同窓会

日時：平成 20 年 7 月 25 日(金曜日) 18 ： 30 ～ 20 ： 10

場所：築地社会教育会館 3階 第 3洋室

東京都中央区築地 4-15-1

出席：出席者 26 名

山縣輝輔 24 ・畠 豊彦 25 ・畠山信孝 26 ・石川輔宏 28 ・太田勝治 29 ・

石川正順 29 ・宮腰興紀 29 ・高田政勝 32.・西川廣正 34･庄内 正 34 ・

干場革治 35 ・深井 学 36 ・豊島 誠 38 ・大塚 進 39 ・菅原 渉 39 ・

小河範也 41 ・庄内俊憲 44 ・三浦 洋 45 ・袴田邦夫 45 ・石井 喬 46 ・

吉田真由美 46 ・斉藤靖雄 46 ・片谷浩之 49 ・大塚聡子 49 ・松永京子 49 ・

大高忠勉 62

議事録署名人：西川廣正 34 ・小河範也 41

議事録作成人：松永京子 49

【会長挨拶】

太田会長より

『幹事の皆さんには手分けして、能代西高や大館鳳明など他校の総会に出席して頂

いている。また秋高連にも 5 名ほど参加してもらった。今後とも同様の協力をお願

いしたい。』との挨拶があった。

◆ 菅原幹事長が議長を務め幹事会の議事に入った。

≪審議事項≫

① 年会費・懇親会費について。

◆年会費は今年も、各期とも割引・免除無しの一律 3,000 円でいいか？

→ 全会一致で承認

◆懇親会費は､昨年男女同額としたが適切か？

実は、昨年男女同額にしたことに対し、男性陣から「飲食の量も少ないし女性は

少しでも減らしてあげた方がいいのでは？」との意見が多くあったがいかがか？

（質問）

＊女性会費を 1,000 円安くした場合、懇親会費はどれくらいの減収になるか？

（石川 29 ）

＊いま手許に資料がないので正確ではないが、昨年の女性参加人数に換算す

ると約 13,000 円程度の収入減になると予想される。（菅原）

（*後日確認したところ、出席人数は 12 名なので 12,000 円が正しい）



これは決して男女差別では無く、男性諸氏の思いやりからの提案と言うことで、今

年度は「男性 7,000 円」「女性 6,000 円」でいかがか？

→ 全会一致で承認

◆懇親会費の割引制度について、見直しの必要性はあるか？

昨年の制度では

☆初参加割引 － 3,000 円

☆若者割引(40 才未満、今年は 57 期以降） － 3,000 円

（上記の初参加割引と若者割引のダブル割引だと － 6,000 円）

☆家族参加者 3,000 円で参加できる。

☆学生参加者 招待（年会費の 3,000 円で参加できる）

今年度の財務状況からみると、これらの割引制度を適用しても十分にやっていけ

ると思うので、上記の 4つの割引制度を継続してもいいか？

（質問）

＊参加者を増やすための工夫としてこれらの割引は大いに結構だが、翌年は来

ないとなると、言葉が悪いが食い逃げになってしまう。どれくらいのリピータがあ

るのか？（石川 29 ）

＊前回の幹事会でも報告し、東京同窓会だより第 2 号にも掲載しているが、昨年

度の初参加者 13 名のリピータ率は約 60 ％（*正確には 61.5 ％）で、能高五日

会からの初参加者に限って言えば 100 ％であった。（菅原）

その後採決した結果、全会一致で承認された。

◆新卒参加者への扱いに関して

・新卒者は今年本校の同窓会費（入会金５,０００円、年会費２,０００円で計７,０００

円）を納入してきており、東京でもまた徴収するの気の毒なので、今年度に限り

年会費免除にしてはどうか？ （菅原幹事長）

（主な意見）

＊以前新卒者を招待した時の醜態があるので、懇親会費タダ・年会費タダの無

料招待には反対。（大塚）

＊新卒者の出席者に対してリピ－タ－になってもらうためにどのようなケアをする

のか？（三浦）

＊今年は新卒者の登録者が 14 名いるが、たぶん出席者は２～ 3 名程度と予想

している。新卒のこの時期に一度出席してみてこんな会があると認識してくれ

れば、いつかまた参加してくれるのではないか？

以前の新卒出席者の醜態には、迎えるこちら側にも問題があった。 18 才に飲

酒させたのは間違い。他校同窓会では絶対に飲ませていない。

今後は未成年には飲酒させないようにソフトドリンクのみで。

すぐのリピ－トは期待できないとは思うが、将来参加してくれることに期待した

い。（菅原）

＊新卒者に対して本校からの年会費割り戻しや助成はないのか（ ）？

＊現在は本校同窓会から東京同窓会には金銭的な補填はないがお願いしてみ



ることは出来る。（菅原）

＊本校から卒業者の名簿は来ているのか？名簿だけでも高校側や本校同窓会

長にも働きかけてほしい。（山縣）

＊現在名簿の提供は無い。本校の校長先生が 4 月に変わられた。以前の校長

先生には名簿は出せないと言われたが、新校長先生にも相談をしてみたい。

（太田）

＊今春の新卒者へのパンフレット配布と登録葉書で 14 名が登録してくれた。

（菅原）

＊卒業生は卒業式の時に全員登録して貰うべきだ。新卒者の親御さんにも説明

をしてほしい。次回本校に役員が行く際にそういう点も詰めていかなければな

らないと思う。（山縣）

＊本校の同窓会長にも説明をしてほしい（畠山）

＊生徒は卒業式の時点では受験した大学等の合否がまだ出ていないこともあり、

進学先の学校やこちらでの住所（アパ－ト等）も決まっていない場合もあるの

で、学校側と相談の上で昨年度は登録葉書カ－ドを配布してみた。

東京同窓会の紹介パンフレットをご覧頂いた新卒者の親御さんから「息子を宜

しくお願いします。」とのお礼の手紙も届いている。

今春から初めて新卒者にパンフレットと登録葉書を配布した訳だが、次回から

どのような形でやるか？更に検討を加えたい。時代も変化しているので、やれ

る範囲も変わっているが出来る範囲で工夫していきたい。

登録があり住所が判る新卒者には総会案内を発送する。（菅原）

★新卒者の会費はどうするか？

（主な意見）

＊全額無料招待はダメだと思う。以前の経験で、おんぶにだっこで「招待されて

来た」という意識が感じられて醜くかった。千円でも二千円でも多少の負担をし

てもらう方がいい。（大塚）

＊新卒といっても大人の扱いだ。まるっきりお抱えも良くない。最低の千円程度

負担を提案する。（石川 29 ）

＊今の学生さんはアルバイトなどをしてお金を持っているし会費を徴収しても大

丈夫だと思う。（三浦）

以上の意見の他、 500 円程度が妥当、 2,000 円が適当等の意見が出た後、新卒者

に負担してもらうべき適切な金額に関しての決を採った結果、１,０００円と判断した者

が多数で、１,０００円に決定した。

◆他校参加者 の会費について

昨年は学生３０００円、それ以外は４０００円としたが複雑で混乱も見られた。

今年は５０００円でいいのでは？との提案があった。

→ 全会一致で承認

② 総会の案内書の発送基準について

菅原幹事長より別紙参照の上説明があった。

2007 年度は案内状への回答を高めるために色々工夫をして成果があがっている。

今年度も昨年度同様の方式でいいか？



→ 全会一致で承認

③ 講演会の講師について

今年の講演会講師として 48 期生の泉牧子さんを提案したい。プロフィールは下記の

通りで、地元で大変活躍している同窓生である。

講師：泉 牧子さん（ 48 期生）

演題：「ＪＡンビニ立ち上げの裏話 ～本当は怖い食の話」

（プロフィ－ル）

昭和 34 年 能代市生まれ ジュリアロバ－ツと同じ誕生日！

昭和５３年 能代高校卒業 （ 48 期生）

昭和５５年 県立農業短期大学卒業

同年 旧鵜川農協に生活指導員として勤務

ＪＡ合併を経て現ＪＡ秋田やまもとに至る

その間、広報、監査、企画等に携わる

平成１６年 営農生活部ふれあい課 課長 で現在に至る

１９８５年 「安心して食べる運動」立ち上げ添加物排除を揚げる

２０００年 スローフード運動立ち上げ

２００２年 全国食生活コンク－ル会長賞受賞

２００ 3 年 秋田県農林水産大賞受賞

２００５年 全国地産地消表彰事業農林水産大臣賞受賞

２００６年 全国初ＪＡンビニ立ち上げ

２００７年 東北大学農業経済学会実践賞受賞

２００８年 男女共同参画大賞 受賞

泉 牧子さんは日本で初めてのJAンビニを立ち上げて、能代山本エリアでもっとも知

られている女性の一人。

→ 全会一致で承認

④ 総会のタイムテーブルはどうする？

昨年・・・は

総 会 １２：２０～１３：００ （４０分間）

講 演 １３：００～１３：３０ （３０分間）

尺八・琴演奏 １３：３０～１３：４０ （１０分間）

懇親会スタート １３：４５～１６：００ （２時間１５分）

（主な意見）

＊今年は役員の改正もないので、総会は時間が短縮になるのでは？(袴田)

＊泉さんの講演会の時間は 30 分でいいのか？懇親会の終了時間は？（ ）

＊ホテル側の都合で 16:30 までは全員会場を退出しなければならない。（菅原）

＊総会や懇親会はタイムシュケジュ－ルどおりに進行できるが、講演やアトラクシ

ョンの演奏は多少時間も前後することも考えておく必要がある。（三浦）

以上のことを踏まえてまずは昨年通りのスケジュ－ルで予定する。



⑤ 総会のアトラクション等について

まだ細部まで決定していないが、金野氏に今年も尺八演奏をお願いし今後打ち合わ

せをしていく予定。

泉牧子さんの講演でプロジェクタ－を使用するか、手元に資料を配布するようにするか

は今後の検討としたい。

今年も秋田から参加してくれる予定の野村さん（泉さんの同期）に資料の作成を依頼

することも考えたい。

以上三浦委員長より報告があった。

⑥ 決算期の変更について

現行は 9/1 ～ 8/31になっているが 8/1 ～ 7/31 と変更したい。

理由：会報誌に決算収支を載せているが、 8 月末〆だと、紙面作成の日程上から

昨年の収支を載せなければならない。 7 月末にすると本年度分を会報に載

せられて、総会でも説明や理解を得られ易い。

会則の変更なのでこの件は総会に図る必要がある。例年 8 月は行事が一切無いので

この変更によっての混乱は特に無いものと思われるがいかがか？

→ 全会一致で承認

《報告事項》

① 月次会計報告 （財務委員会）

別紙の「平成 20 年度 収支決算報告書」を参照しながら報告をした。

一般管理費の項目で、決算締日までにあと 7 万円程度の支出を予定、支出内容は印

刷費や封筒購入費他である。

昨年度は繰越金が約 11 万円だったが、本年度は 15 ～ 16 万円程の黒字決算を予

定すると石川財務委員長が報告をした。

② 新しい幹事の推薦について（組織委員会）

先日の「五日会」の際に幹事が決まっていない期の役員を募ったが、申し出のあった

人はいなかった。

どの役員が空いているのかわからなかったので、今後今一度幹事長にも相談の上で

決めていく予定。

以上、石井組織委員長より報告があった。

＊まずは各期の中で幹事がいない期があるのでそこを決めてほしい。（菅原）

③ 幅広く同窓生に働きかけてゆくＩＴ戦略について （ＩＴ推進委員会）

ホームページ、ブログ、ミクシ－等を活発に活用していく。

4 名の委員で話し合いを進めている段階である。

ホ－ムペ－ジに関しては、現在は幹事長が担当してくれている「事務局からのお知ら

せ」が中心になっているが、ＩＴ推進委員会でも徐々に形を整えていきたい。



ＨＰ表紙を月に 1回ぐらいで変えていく。

ブログと掲示板に関しては先日の「五日会」でも話し合ったが、「五日会」のブログシス

タ－ズに一人月に一回ペースぐらいで書いてもらう。一週間に 1 回か 10 日に 1 回は

誰かに書いてもらうようにしたい。

掲示板は誰でも書きこめるので、皆の交流の場として利用してもらいたい。

書く人が固定されてしまっているので、些細な情報でもどんどん書いてほしい。

新しい取り組みではミクシ－の活用を考えている。先日実験的にミクシ－上で「五日

会」のイベントを告知したら 1 名来てくれたので、今後も上手にミクシ－を活用していき

たい。

動画サイトへの露出も検討中。

Googleや各検索サイトで「能代高校」で検索した際に当HPが上位に来るようにしたい。

以上 袴田ＩＴ推進副委員長よりの報告があった。

④ 会報誌発行作業の進捗状況について

本日欠席の淡路委員が大変頑張ってくれている。

会報誌の方は原稿も沢山集まっている。

新しい方からの投稿もあり、ゲラも重みがあり楽しいものが出来そうなので期待していて

ください。

例年 16 ペ－ジ構成だったが、今年は 4ペ－ジ増の２０ペ－ジになる予定。

昨年は総会の講師の案内を別紙にしたが、今年は一冊に収める。

以上 大塚会報誌委員長と斉藤副委員長からの報告があった。

⑤ 今年の総会案内状・会報誌の発行は 9月 6 日（土）を予定している。

⑥ 総会当日の座席配置についての説明

一昨年の参加人数 100 人から、昨年は 130 人に増えこれまでの円卓形式ではなく、

縦 4 列に並べたテ－ブル向かい合わせの席配置に変更した。

この配置だと最大 150 人までは対応出来る。

今年もこの配置を予定している。

以上菅原幹事長からの説明があった。

⑦ その他

＊HPやブログは日本中誰でもどこからでもアクセス出来る公の場でもあるので、倫理

規定を設けるべきでは？

＊ＩＴ推進委員会で削除基準を作っておく必要がある。「特定の個人や当同窓会を誹

謗中傷するような内容は削除させていただく場合があります」云々の但し書きをつけ

て運用していきたい。（袴田）

＊他の掲示板で、誰かが何かを書いたら必ず他の人がフォロ－アップ記入するような

努力をしている所があるが、当会でもそうしてはどうか？（深井）

＊同窓会を利用して仕事や各種勧誘につなげている人がいるとの意見が寄せられて

いる。昨年の総会でもこの件で注意喚起をしたが、人によってはむしろ喜んで貰える

ケースもあることから、全面禁止はなかなか難しく今日に至っている。自分から「○○

の際には是非私にご相談ください」などと発信し、必要な人がその助力を求めていく

スタイルを研究してみてはどうか。（菅原）



以上で審議は全て終了し、議長は閉会を宣した。

上記の決議を明確にする為、議長及び議事録署名人はこれに署名する。

平成 20 年 7月 25 日

議 長 幹事長 菅 原 渉

議事録署名人 西 川 廣 正

議事録署名人 小 河 範 也


