第三回学部代表者＆部会長会議
１．日

時： 2009 年 9 月 15 日（火） 19 時 00 分～21 時 20 分

２．場

所： 慶應義塾大学 三田校舎 北館第 2 会議室

３．参 加 者（順不同敬称略）
：
市瀬豊和（実行委員長）
、宮尾武志（学年代表及び実行副委員長兼務）
福島六一（経済学部代表）
、奈良誓夫（商学部代表）
、椎津雅夫（政治学科代表）
栗山美穂（文学部幹事）
、成瀬郁子（理工学部代表）
、高山弘光（法律学科幹事）
檜原麻希（催事部会代表）
、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＞
・10 月 18 日連合三田会、11 月 6 日決起集会に対してクラス委員の方々への声かけを
行う。
・募金振込用紙を配り、親交のある友人等に積極的に声を掛けて卒業 25 年記念事業
募金への理解と協力を募る。
・学部 Web 登録同期増加活動を推進中。
＜商学部＞
・8 月 9 日、30 日に商学のクラス委員に集まってもらい、卒業 25 年年記念事業活動
の学部方針についての説明をおこなった。
・学部名簿の整理、Web 登録についてはクラスに拘らず、サークルを中心にやって
行きたいという意見が多く出た。
・Web がリニューアルしたのでこれを契機に、登録の勧誘をさらに推進して行く。
・井澤同窓会本部世話人に学部名簿管理委員を御願いした。
＜法学部法律学科＞
・5 月 8 日キックオフ会にて→クラス委員に各クラスにてイベントの開催を依頼した。
・Web 未登録者の登録や行事予定（10 月 18 日の連合三田会を含め）等をクラス委員に
頼んでいる。
・11 月 6 日の決起集会については、これから連絡する。
・現在クラス委員は 35 名。8 月末現在 160 名が Web 登録を完了済み。300 名超の登録を
目指す。

＜法学部政治学科＞
・昨日 9 月 14 日、そして 9 月 18 日にも幹事会をおこない卒業 25 年記念事業についての
今後の活動説明をおこなう。
・名簿更新の方法の説明や卒業 25 年記念事業募金の振込用紙を配布する。
・クラス単位に拘らず、より多くの人に募金や Web 登録をお願いしていく。
・11 月 14 日に政治学科の全体会を開催予定なので、Web への掲載と協力をお願い
したい。
・新規クラス委員として杉本君、福田君が加入してくれたので、Web に委員ページへの
UP を要請。
＜文学部＞
・9 月 4 日に学部会を開催。現在の幹事の方々は 2005 年連合三田会時に就任して
頂いた方々が多く、新たに幹事に就任して頂く方々を含め懇親会を行った。
自己紹介の後、今後の学年活動予定、実行本部及び各専門部会の活動状況、
11 月 6 日開催予定の 126 三田会幹事委員総決起集会について説明もおこなった。
・各専門部会メンバーでは、記念誌部会・大同窓会部会委員が新たに決定した。
（既に名簿部会・募金広告部会委員は決定済み）
・10 月 4 日 15:30～ 日吉の協生館にて文学部幹事委員からの企画として
『林望先生講演会』を予定してる。参加者目標は 50 人～100 人。文学部 Web 登録者へ
の案内は完了。出欠席は文学部幹事委員宛に戻ってくる予定。
＜理工学部＞
・8 月 28 日に幹事会を開催。学科代表を中心に名簿登録者を増やしていく。
学科委員は 33 名。活動状況の説明。11 月 6 日の話。名簿部会からは、Web に多くの
人に登録して貰うように依頼した。
・学科ごとに部会を 9～10 月にかけて開催してもらうことになった。
・理工学部の女性の幹事を増やしたい。大同窓会部会、記念誌部会、募金広告部会の
委員を 2 人づつ決めた。
2) 分科会活動状況報告
＜催事部会＞
大同窓会に付いて
・アルコールは持込。アサヒ・サッポロ両社の同期を捜す。
（椎津氏より、サッポロに政治学科卒の三浦氏の名前が挙がる）
・会費についての検討。
前売り 15000 円～17000 円 当日細かいお釣が出ないように 20000 円、15000 円
という
料金の検討も有りか？お土産をつけるか？否か？も含め要継続検討。
・写真撮影チームの編成の検討。（濱田委員より 125 三田会商学部幹事会で引き継ぎを
頂いたカメラ・クラブ学生代表に再度コンタクトする。）
・オリジナル屋台の出店を検討 ← 同期出店希望者を検討（防火上、会場内では
火の使用不可）出店設備範囲などのホテル担当への確認 → 濱田委員が継続中。
・当日の出演者：千住さん、藤岡さんの確認は？ → 栗山委員が行う。

＜名簿部会＞
・HP のリニューアルをおこなったので事で同期 Web 登録の強化活動。
（再登録要請の必要性は検討中。
）
・9 月 25 日開催予定の名簿部会で、再登録に対する再アクションの方法を検討する。
・Web 登録名簿を各学部会に配布し、登録状況の確認をお願いしたい。
・各学部会の Web 登録方法を確認して、9 月 25 日に名簿部会員に発表しようと
考えている。
・Web 掲載記事の更新をタイムリーにおこないたいので、学部、分科会活動等のネタを
送って欲しい。Web 更新は原則として週末 1 回の作業を基本とする為、原稿入稿日を
週中としたいので協力の程。
・8 月末に塾員センターと 126Web データのマッチングをおこない、最新データ更新を
おこない、本日塾よりアップ・デート・データが栗山委員に再支給された。
・現状、名簿管理部会活動メンバーの人数については、問題ない。
＜募金広告部会＞
・8 月末に目標額の 50％に到達。その内訳としては 150 年記念事業募金が大半を
占めているのが現状。
・まだ 126 三田会会員の 97％が募金未実行が現状。皆で声掛けをしましょう。
・ゼミ・サークルに声を掛ける。OB 会をドンドンやって、募金用紙を配って欲しい。
・募金に対する感謝状を作成し、送付して行きたい。（塾 Web サイト内芳名帳及び塾機
関誌掲載リストに従う。
）
・募金については公式的に 1 口 1 万円で 3 口以上。但し 3 口以下（例：1 万円）でも
受け付ける。
・記念誌への広告掲載の為の、資料、過去の冊子を参考に準備を始めたい。
（濱田委員が諸先輩へ記念誌の貸し出し要請を行う。
）
・記念誌編集部会との打合せが必要。広告部門のリーダーは増岡委員とする。
・募金広告部会メンバーとしては、法律学科・政治学科・商学部から各 1 名づつの
増員をお願いしたい。
＜大同窓会部会＞
・10 月 28 日に催事部会と合同打合せをおこなう予定。
（当日迄の役割及び相互の具体的なイメージを確認し合う。）
＜記念誌編集部会＞
・各学部からの委員が確定した段階で部会としての打合せを行う。
3) その他
＜次回会議予定＞
・第四回学部代表者＆部会長会議：10 月 15 日（木）19 時～
慶應義塾大学三田校舎北館第 2 会議室
・第五回学部代表者＆部会長会議：11 月 4 日（木）19 時～
慶應義塾大学三田校舎北館第 2 会議室
（文責：宮尾武志、濱田竜哉）

