第１０回学部代表者＆部会長会議
１．日

時： 2010 年 3 月 12 日（金） 19 時 00 分～21 時 30 分

２．場

所： 慶應義塾大学三田大学院棟 344 教室

３．参 加 者（順不同敬称略）
：
市瀬豊和（実行委員長）
、宮尾武志（学年代表）、久木野良樹（学年副代表）
椎津雅夫（政治学科代表）
、成瀬郁子（理工学部代表）、栗山美穂（名簿管理部会代表）
高山弘光（大同窓会部会副部会長）
、小茂鳥潤（名簿管理部会副代表）
濱田竜哉、
（事務局総務）
４．議

事：
1)

報

告

a）各学部活動状況報告
＜経済学部＞
・3 月 10 日現在大同窓会出席登録者 231 名故、会費振込による参加登録完了者を加える
と目標出席者数の 250 人は達成していると推測できる。
まだ振込未完の人の事前振込＆新規事前振込のフォローをして行く。
これからは、
「3 月 13 日以降の事前振込については、振込控を同窓会当日に必ず持
参して下さい。」という内容を強調したメールを学部代表として、Web 登録者全員
＆クラス委員宛に発信していく。
・学部目標出席者数 250 名
＜商学部＞
・3 月 11 日現在大同窓会出席登録者 151 名。
・奈良代表が「熱いメッセージ」を先週の頭から中旬にメールで配信。
・クラス委員の方々を含め多くのメンバーの電話勧誘攻勢の結果、目標出席者数 150 名
まであと少しの状況。
・Web 申込で未入金の方々にもメール等でフォロー中。
・学部目標出席者数 150 名（達成）
＜法学部法律学科＞
・3 月 11 日現在大同窓会出席登録者 151 名。
・136～137 名が入金済み。出席登録者全員の入金完了迄、あと少し。
・同期 Web 登録している人で、同窓会への申込をしていない人に対し再度メール等を
出し、且つクラス委員からも連絡を取ってもらい出席者数を 160～170 名位まで伸ば
したい。
・学部目標出席者数 150 名（達成）

＜法学部政治学科＞
・3 月 11 日現在大同窓会出席登録者 117 名。
・今日も新たに 4 名の登録。
・3 月 12 日が事前振込期限であることの案内を 3 月 8 日に配信。
・クラス委員やゼミ代表に出席状況を確認してもらってい、取りこぼしが無いように
確認し、未入金者のフォローをして行く。
・学部目標出席者数 120 名超
＜文学部＞
・3 月 3 日現在大同窓会出席登録者 160 名
・残念乍ら学科によって反応のないところもある。ご自身が「行けないから声掛は
しない」と言う人もおり、行けないからこそ、逆に多くの人に声掛けして欲しいと
依頼している。
・当日お手伝い頂く委員はかなり多くの方々に協力の承諾頂いている。
・Web 申込で未入金の人のフォローを更に進めて行きます。
・学部目標出席者数 160 名
＜理工学部＞
・3 月 10 日現在大同窓会出席登録者 148 名。
・引き続きメール登録者に出席者のお願いを続けている。
・理工学部は欠席の連絡も、ちゃんとしてきてくれる人が多く、連絡が取れていない
状況では無い。仕事がら休めない人も多い。
・例年と比較し目標出席者数が多かったが何とか目標数に向けて頑張って行きたい。
・学部目標出席者数 150 名
2)

分科会活動状況報告
＜募金広告部会＞
・募金ブースと広告ブースの担当を交代で割り振る予定。
・広告ブースは芳名帳を用意、企業（個人）名・学部・氏名・連絡先・希望サイズ
程度を記入してもらい、後日（２週間後を予定）に 改めて募金広告部会委員より
連絡を取らせてもらう事とする。
・当日、募金広告部会委員は 13 時集合。15 時までの 2 時間については 8 人程、他の部会
応援可
＜記念誌編集部会＞
・同窓会当日の記念誌部会のメンバーと役割が決定。
＜名簿管理部会＞
・15 日（月）13 時に参加者データを吸上げる。
担当者（後藤委員・武藤委員）より名札現場に入稿。
17 日に出校物（PDF）を篠原委員事務所にて目視チェック。
・17 日（水）11 時に第 2 回データ吸上げ、校正 PDF の戻しと一緒に名札現場に
再入稿。
・Web は毎日更新。トップ・ページには「参加者は 1,000 人を越えました。
」を掲載。
また、「これから会費振込をされた方は、当日振込依頼書を必ず持参。」及び、
「出席申込はまだまだどんどん受付ています。
」等のタイトルを掲載予定。
＜大同窓会部会＞

・3 月 5 日 19 時から部会を開催。
・当日委員のお手伝いの内容と配員をお知らした。
・3 月 10 日 19 時から催事部会と合同部会を開催。
・人数調整→増員→メンバー編成表の再作成。編成表要確認。（配付の新編成表は
各リーダーを通じて配布されたし。）
・記念誌スナップ担当委員で同窓会部会委員が 1 名不足の為、各学部内にて何方かを
推薦されたし。
（※事務局より）記念誌スナップの同窓会部会用にクリップ付きのバインダー4 枚が
必要になると思います。
（申込書等を挟んで会場内を回る為）
＜催事部会＞
・飲料（ビール）協賛が 4 社全て決定。御尽力を賜った方々に感謝致します。
・飲料協賛によって飲料全ての総数から過不足をホテルと調整中。
・3 月 22 日の同窓会当日は、バンド機材搬入が 8 時 45 分から。
・早出委員用の昼食（お弁当等）の用意は無し。
・同期 Band は 3 月 15 日にスタジオでリハーサル予定。当日、Band の演奏時にはシフト
以外の全員委員はメイン・ステージへ場内参加者の目を向ける様な誘導を行う。
演奏時間は約 25 分。
・セレモニーとして浦霞・西の関の鏡開きも予定。
＜事務局＞
・3 月 12 日現時点で、参加申込者は 1011 名に達した。当初目標の 1,000 名を実行委員
全員の活動努力と、全同期の「社中の協力」の精神と「塾と仲間への気持ち」の
お陰でクリア出来た事に感謝。今後もさらに同期の輪を拡げるべく引き続き
フォローをお願いしたい。
・事業募金に付いても途中経過乍ら目標額 3,000 万円を大きく上回る模様。
但し、同期全員による「塾への恩返し」の意味と事業募金に賛同頂いた方への
感謝として募金協力者のみに発刊を予定している「記念誌」を出来るだけ多くの
仲間に進呈するべく、より一層募金者数を今後も伸ばして行きたい。その為には、
募金をして頂かないと記念誌が差し上げられない事を伝える活動の継続を願い
したい。
・3 月 13 日～3 月 19 日の期間の振込者については（事前振込扱→男性:17,000 円、
女性:12,000 円）
「確認の為、振込依頼票を同窓会当日に持参すること。
」の徹底を
お願いしたい。
・3 月 22 日同窓会当日、お手伝い委員基本集合時間は 13 時。
・催事部会委員＆大同窓会部会設営担当委員は 8 時 30 分集合予定。
（昼食：お弁当等の
用意は衛生管理上の問題からホテルと協議の上無し。専門外注業者分のみ手配。）
・3 月 23 日の卒業式塾員招待会は 9 時開場、10 時開式。
卒 25 年の塾員招待会参加者（126 三田会）の誘導要員として、学部代表及び部会長、
事務局より約 10 名程度を塾員センターの栗生課長より依頼されたので、各位対応を
お願いします。誘導委員は 9 時に記念館正面に集合願います。

c）その他
＜次回会議予定＞
・第 10 回学部代表者＆部会長会議
：3 月 12 日（金）19 時～ 於：予定（三田キャンパス内）
以

上

【文責：宮尾武志、濱田竜哉】

