
■第52回実行委員会/第6回　　出席簿 2022年 9月17日 （土）

△オンラインで出席　　2022/09/16　16：00pm現在

実行委員 卒年・回 氏名 出席○ 役  員 卒年・回 氏名 出席○

83回 51年83回 江部信夫 〇  会長 42年74回 坂田敬一 〇

51年83回 佐藤雄喜 〇  副会長 45年77回 梅津準士

51年83回 菅原陽一 〇 同 53年85回 大泉　正 〇

51年83回 渡邊春信 ×  顧問 37年69回 菅　　徹

51年83回 奥山宏子 〇

51年83回 中西　庸（ﾖｳ）

51年83回 門脇千子（ﾁｺ）

51年83回 山本園子 〇  常任幹事 38年70回 長江和子

51年83回 田辺礼士 〇 47年79回 加藤孝幸

51年83回 中村貴 48年80回 坂田俊次 〇

51年83回 佐藤茂吉 〇 49年81回 菅井順朗 〇

51年83回 斎藤和春 50年82回 今野りつ

51年83回 富塚郁夫

93回 61年93回 五十嵐竹男 △

61年93回 大島成希 〇

61年93回 五十嵐安紀 ×

61年93回 檜山拓也 〇

61年93回 本間善幸 〇

61年93回 鎌田　理絵 〇  事務局長 43年75回 岡部次樹 〇

73回 41年73回 栗本　浩 △  事務局次長 45年77回 杉山恵子 〇

41年73回 髙嶋勝平 〇△  事務局次長 48年80回 伊藤美津子 〇

41年73回 五十嵐丕（ﾊｼﾞﾒ） △  事務局次長 49年81回 石川康博 〇

ＨＰ管理者 48年80回 浦嶋貞一

 会報編集 51年83回 佐藤雄喜
実行委員
カウント

計 15 名 計 8 名

計 23名
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9/17 会場部会議題 

会場部会スケジュール及び担当割り振り 

・会場部会 菅原、大嶋、田辺、中村、渡邊、五十嵐（安）、佐藤（茂）、本間（善） 

加藤                             ９名 

・実行委員 江部、佐藤（雄）、奥山、山本（園）、齋藤（和）、五十嵐（竹） 

檜山拓也                           7 名 

・候補   93 回                             3 名 

〇スケジュール  

・9 月  幹事・会場部会合同打合せ 9/3堀留会館 10:00-12:00 

     映像ディレクター説明 

ドローン映像視聴（9/17） 

会場部会 web 打合せ 9/13  20:00-21:30 

・10月  映像・画像選別チェック、地元酒類の注文、受付マニュアル作成、 

当日役割表作成 

・11月  当日リハ 

〇役割分担 

・司会  加藤・○○（93回） 

・同窓会当日のスライドショーの企画、作成、投影、ディレクター 担当：佐藤（茂） 

     照明・音響              AD 2名 本間・檜山 

・立看板 計 4名（東口 1 名、南口 1 名、コンビニ前 1 名、ホテル前 1名） 

          →駒込の若年同窓生を招待したい→岡部さんから依頼してもらいたい 

看板作成 佐藤（雄） 

・受付業務 4 ﾃｰﾌﾞﾙ 8名 ☆責任者 看板・名札作成 佐藤（雄）名札は卒年順 

① ☆奥山・（93 回）②☆山本・（93 回）③☆五十嵐（安）・田辺④☆五十嵐（竹）・中村 

・受付・現金管理 責任者：奥山、山本→受付業務手順作成→杉山さんと打ち合わせ 

・来賓対応 

 来賓者確認、控室案内 担当者：幹事 

・参加者の案内 全体のテーブルの配置図・着席者氏名掲示  

作成：佐藤（雄）A3×4/ヶ所 張り出しヶ所 入口 4ヶ所 

 テーブル毎の呼び名を決めて案内する 

・備品の事前準備（鶴岡事務所からの貸与･保管品の発送、返送業務、法被ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ要） 

 担当：佐藤（雄）・菅原 

〇催事      担当：佐藤（茂）・菅原 

・中高一貫校特集  本文担当：江部 PP 作成：大嶋 

・鎌田邦裕さんのフルート演奏 ＊交通費必要（京都⇔東京）30,000 円程度 

 9/25首都圏鶴岡会で代理人本田さんと顔合わせ予定 
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・酒井家入部 400年関連  担当：菅原 市役所進藤さん確認 

・三原先生のドローン動画 9/17視聴 

・歌唱 門脇千子 （出演料 前回は 5 万円） 

・赤川花火動画 

・年長者の紹介の場面を設ける 年齢上位 2 名 当日お願いする 

・鶴の舞 →9/17 大泉さん確認 鳴り物は音声のみ可 

・校歌・応援歌 斉唱 スライドショー用 PP 編集：大嶋 

〇酒類（1.3 合/人目安）、お土産の選定 ・予算化・承認・発注 担当：渡邊・斎藤（和） 

49 回は 

・酒類 富士酒造 720ml×16本、竹の露酒造 720ml×24 本、加藤喜八郎酒造（大山） 

720ml×12本、鯉川酒造 720ml×28 本、造り酒屋（盾の川）720ml×10本 

出羽三山神社 お神酒 1升×2 本 

・お土産 木村屋 来賓菓子折り 24箱（来賓 20、演奏者 4） 

        参加者全員古鏡 1 本→300 本 木村屋さんのご厚意 

・物販 

 鎌田さん CD販売 場所提供 テーブル要 

・当日タイムスケジュール表の作成 担当：菅原 

・参加者お土産袋詰め（当日）、来賓お土産袋詰め（当日）担当：実行委員全員 

・袋詰め品の手配（種類・数量）、物の受け取り手順 担当：田辺 

・プロジェクタ― 4 台×＠55000/台 2台で良いか？（7000 ルーメン/台） 

ラングウッドに値引き交渉必要→9 月までの限定プランには無料と記載有 担当：菅原 

・来賓 2 部屋 10:00 総会スタート 受付 11:00 総会 12:00―12:３0、 

親睦会 12:30―14:30 

控室 2部屋 4 時間、24200×50％＝12100×２部屋 

・会看板 7020×900 ＠60,500板だけだったら 20,000 プラス取付 

本間さん看板や知り合い有→＠22,100 処分費用確認要 

〇2 次会会場選定・調整・個別会場候補名の地図・電話アナウンス  

担当：菅原 地図作成：佐藤（雄） 

・ホテル内 二次会会場（テーブル着席形式） 

暫定 10/20で 〆切 

最終 10/28   〆切  

全体の参加人数を確認する 
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11/12　当日タイムスケジュール表（案）　来賓控室10:00～使用可、受付開始11:00、総会12:00～12:30、懇親会12:30～14:30、最終撤収15:00

時刻 式次第 出演者・イベント 備考 加藤 93回１佐(茂) 佐(茂) 本間 檜山 大嶋 佐(雄) 江部 菅原 田辺 中村 渡邊 五十(安)奥山 山本 齋藤(和）五十(竹)93回２ 93回３ 15名

9:00 実行委員集合（２Ｆ控室）各役割最終確認 坂田会長、江部実行委員長挨拶 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

＊控室使用開始時間10:00を1時間早めてもらう 会場部会長挨拶（指示・注意事項連絡）

受付手順説明（奥山さん） 9:25終了

9:30 準備

土産品と配布物の袋詰め→事前に出来ないか？

名札作成→事前に出来ないか？

会場設営 本間さん、檜山さん

90分

イベント＆ソングリハーサル 加藤さん、93回１さん（メインＭＣ：93回） リハ

受付担当配置、受付再度手順確認・案内誘導配置確認 受付担当責任者：奥山さん

役員・実行委員スタッフ受付 ＊会費は1000札を用意する事

案内誘導（日暮里駅東口・南口各１、コンビニ前１、入口１） 若年同窓生4名○○、○○、○○、○○（10:30～） 12:30終了

＊案内誘導板事前4枚作成必要

11:00 一般受付開始 奥山､○○､山本､○○､五十嵐(安)､田辺､五十嵐(竹)､中村（12:00～2名） 12:30終了

来賓・招待受付対応 役員

＊出納責任者：奥山さん

11:30 入場開始 ウエルカムドリンク？（＊要確認）案内

オープニングミュージック 加藤さん、○○さん（メインＭＣ：93回） 最大20分間

お知らせアナウンス 本間さん、檜山さん（ＭＣ）

来賓入場　　　来賓紹介（5分） 菅原（フロアディレクター）

12:00 総会（30分）

1．開会宣言 本間さん、檜山さん（ＭＣ）

2．開会の辞 江部実行委員長

3．会務報告 岡部さん

4．会長挨拶 東京鶴翔同窓会会長　坂田敬一

5．来賓挨拶 鶴岡市長（代理）→確認要

6．来賓挨拶 鶴南校長（代理）→確認要

7．来賓挨拶・乾杯 鶴翔同窓会会長：齋藤正志

12:30 懇親会（120分）

8．歓談

5分 タペストリーの紹介、酒類の紹介、（物販があれば紹介） 加藤さん、○○さん（メインＭＣ：93回）

12:35 イベント開始

（15分 皆川市長市政報告要約） メインＭＣフォロー

15～20分 門脇千子　歌唱（ライブ）　　　　（ライブ画像をスクリーン投影）＊料理配膳内容、時間確認

10分 三原先生　ドローン空撮　　（スクリーン投影） ＊イベント順、時間確認

（20？分） 酒井家庄内入部400年記念映像　 　（スクリーン投影）

（10？分） 中高一貫校の特集　　　　　　　　（スクリーン投影）

（20分 鎌田邦裕フルート演奏　ライブ　ライブ画像をスクリーン投影）

10分 校歌斉唱？（山河の姿、鳳嶺月峰）

小計110分

5分 実行委員挨拶 大嶋副実行委員長、実行委員可能な人は全員登壇 着座

4分 次年度実行委員紹介 次年度実行委員長挨拶、実行委員登壇→要確認

1分 閉会宣言　（2次会の案内→各年次で行う） ＭＣ：本間さん

小計10分

14:30 閉会 実行委員帰路案内整理係

実行委員2次会会場誘導係（紹介済2次会場要MAP）

＊MAP事前作成用意

15:00 会場撤去

放送・映像機器準備

加藤さんは名札、斎藤(和)さん会場設営もヘルプ
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