
受付業務概要と来場者案内のフロー

スケジュール 業務内容等

11;30 81期の受付開始（2Fフロア） 役割ごとに（名札、マニュアル類、エプロン or 襷）

【81期受付マニュアル】参照

12:00 全体説明会開催（2Fフロア）

12:30 ドリンク・テーブル班等説明 受付からテーブル・ドリンク等に移動するメンバー

12:40 受付班説明

役員
来賓・恩師
東筑高校職員

暁の松 一般

チケット【不要】
　チケット
　 【要】

13:15 役員会受付開始

14:00
役員会

15:00

14:00 総会受付開始

15:00
総会 総会

16:00

15:00 懇親会受付開始

16:00
懇親会

一般　82期～

一般　75期～80期

一般　67期～74期

記帳台一般　60期～66期

一般　54期～59期

一般　1期～53期

チケット相談

記帳台チケット当日販売

チケット清算

暁の松

東筑高校職員

来賓・恩師

役員

名札記名

役員会 約20
名
(竹の間)

総会　約100名
(グランドホール・万葉の
間)

懇 親 会　　約1,200名
（ロイヤルホール）

【A】 【B】マニュアル記号 【D】

当日ﾁｹｯﾄ販売
及び精算

【E】

【C】



6/8現在

会長 小野 裕和

事務局長 赤松 由隆

受付全体責任者 小野 貴和● 受付張り付き ●  13人 ＊他チケット委員○ 3人 ＊職域チケット担当者 ◇

担当（去年人数） 年齢 期 人数 責任者

一般6（100+同期） -46
当番期
以下 2 334山本　留美● 322江副 聡子（→ﾃｰﾌﾞﾙ）

一般5(176+80期) 53-48 75-80 3 287峰雪 恵子○（→ﾃｰﾌﾞﾙ） 274青山 さやか（→ﾃｰﾌﾞﾙ） 333安永 雅代（→ドリンク）

一般4(191人) 61-54 67-74 3 276占部 智美（→ﾃｰﾌﾞﾙ） 105橋爪 俊子（→ﾃｰﾌﾞﾙ） 158 福田 順子（→ﾃｰﾌﾞﾙ）

一般3(166人) 68-62 60-66 3 99土谷 美恵● 320入江 千春（→ﾃｰﾌﾞﾙ） 329土師 香（→ﾃｰﾌﾞﾙ）

一般2(151人) 74-69 54-59 3
284中村　真弓○
　　（→ﾃｰﾌﾞﾙ）

146中尾 未知（→ﾃｰﾌﾞﾙ） 151前田 雅代（→ﾃｰﾌﾞﾙ）

一般1(142人) 75- 1-53 3
277小田　ほず美○
　　（→ﾃｰﾌﾞﾙ）

370熊本 亮子（→ﾃｰﾌﾞﾙ） 326瀧下 ますみ（→ﾃｰﾌﾞﾙ）

記帳台 11 169白川 佳裕（→ドリンク）
107廣渡 久枝（→ﾃｰﾌﾞﾙ） 108福永 真紀（→ﾃｰﾌﾞﾙ） 41元松泰徳（→ﾃｰﾌﾞﾙ） 9秋吉 収（→ﾃｰﾌﾞﾙ）

340北川 清徳（→ドリンク） 407小川 美由紀（→ﾃｰﾌﾞﾙ） 119小河 邦彦◇（→ﾃｰﾌﾞﾙ） 346竹本　幸男（→ﾃｰﾌﾞﾙ）

チケット相談 2 64坂井 浩司● 365大串 美由紀●

当日券販売 4 374平川 信乃● 234古賀 明美● 416藤本 晴美（→ﾃｰﾌﾞﾙ） 250伊東 真一◇●

チケット精算 4 275中 由美子● 143近藤 紀子● 147長谷 章子● 238高崎 結花●

暁の松（10-20) 2 71鳥越 隆司（→テーブル） 367小笠原 知子（→ﾃｰﾌﾞﾙ）

東筑高校職員 1 148船本 恵美（→ﾃｰﾌﾞﾙ）

来賓・恩師(44) 6 408甲木 正子（→ﾃｰﾌﾞﾙ） 372手嶋 朋子（→ﾃｰﾌﾞﾙ） 128原田 耕太郎（→ドリンク）
264戸田 龍市（→ドリン
ク）

275中 由美子(→精算）

役員（２０人弱） 4 64坂井 浩司（→相談）
109松尾　美枝
　　（→来賓→ﾃｰﾌﾞﾙ）

406小川美千代
　　（→記帳→ﾃｰﾌﾞﾙ））

328新田陽子
　　（→記帳→ﾃｰﾌﾞﾙ）

会計 1 366大塚 史子●



81期受付マニュアル
《責任者：　小野貴和》

　81期受付業務の概要　　〈人員　10名〉(チケット委員が対応）

81期の受付業務

～チケットの確認、交通費の支払い、81期名札・たすき・エプロン等の手渡し等～

 

11:00 81期の受付準備開始 　※受付全体もあわせ準備

・受付表、名札・たすき・エプロン等の準備
・交通費補助支給の封筒準備
・手書きでＡ４用紙にクラスを記載し、受付のテーブルに垂れ幕形式で
　貼付ける

11:30 受付開始　※集合状況次第で早めに開始

・クラス別に受付を開始、受付表で名前を確認し、支払済か否か確認する

・支払未済の場合は、チケットの購入をお願いする(何かあればチケット委員長へ）

・名札を渡し、記帳台にて名前を記入をお願いする

・役割を確認し、たすき・エプロン等をお渡しする

・交通費補助支給者に対しては、現金入りの封筒を渡す

・12時より役割説明があるまでロビーで待っていただくよう伝える

12:00 東筑会総会・懇親会全体運営説明開始

〔その他〕

・81期出席予定者のうち、未来場者の把握



【Ａ】「役員」受付マニュアル
《責任者：　坂井浩司》

　役員 受付業務の概要　　〈人員　4名〉

役員の受付を実施

～チケットは不要、名簿にチェック、胸賞をつける、役員会へ案内要～

 
12:30 役員　受付班説明開始

・役割内容を各自確認
・移動予定の人は、その移動先、タイミングを確認しておく。

12:45 備品設定・受付スタンバイ（役員会～総会～懇親会）
・人員最終チェック・名札着用
・備品リストにより、備品受け取りチェック
・胸章の最終確認〈白(大)胸章：会長、ピンク胸章：顧問・相談〉
・役員名簿準備

13:00 東筑会役員受付開始
【受付要領】 

１．役員名簿をチェック（チケットは不要）
    ・チケットをお持ちの場合はありがたく受け取り、半券を返却
２．会長へは白(大)胸賞、顧問・相談役へはピンク胸章、及び印刷済名札
　　（ピンク）フォルダーをそれぞれお渡しして、着用を依頼
　　・女性１名は胸賞取り付けのお手伝いをする。
３．上記以外の役員については、印刷済名札（ピンク）フォルダーをお渡し
　　して、着用を依頼
４．リーフレット等の封筒を渡す
５．役員会会場（竹の間）へ案内
　　・『菊の間』（『竹の間』の隣）が控室であることをお伝えする。　

14:00 役員会開始
・『竹の間』に役員を案内する（ホテルと連携）
・役員会開始後、役員で来場されていない方がいる場合は1名残り、それ以外は
　記帳台等次の担当に移動
　※役員全員が来場後、次の担当に残り1名も移動

15:00 総会開始
・各自次の役割（テーブル班、ドリンク班等）での対応

16:00 親睦会開始
・各自次の役割（テーブル班、ドリンク班等）での対応

18:00 お見送りの際に胸賞および名札フォルダを回収する。

〔その他〕
・受付終了後は責任者へチェック済み役員名簿を渡す。　

■ 胸賞（リボン種類）　　　　　　　　　　　　　　

１．同窓会長（白大、役職名称入り）　

２．校長・奨学会理事長（赤大、役職名称入り）

３. 総括教頭・教頭・事務長（赤中、役職名称入り）

４．恩師・現職教員、相談役、顧問（ピンク、役職名称なし）

５．各地区東筑会会長（白小、役職名称入り）

※リボンの色、大きさの間違いが無いように…事前に備品はチェック！



【Ｂ】「来賓・恩師・東筑高校職員」受付マニュアル
《責任者：甲木正子》

　来賓・恩師・東筑高校教員職員 受付業務の概要　　〈人員　5名〉
来賓・恩師・東筑高校職員の受付を実施
～チケットは不要、名簿にチェック、胸賞をつける、総会へ案内要～

12:40 来賓・恩師・東筑高校職員　受付班説明開始
・役割内容を各自確認
・移動予定の人は、その移動先、タイミングを確認しておく。
　　

13:00 受付スタンバイ
・人員最終チェック、名札着用
・備品リストにより、備品受け取りチェック
・来賓・恩師・東筑高校職員名簿
・胸賞
・印刷済み名札（ピンク）＆名札フォルダー

 
14:00 来賓の総会出席者受付開始

【受付要領】 
１．来賓を受け付け、名簿にチェック（チケットは不要）
    ・チケットをお持ちの場合はありがたく受け取り、半券を返却
２．上記胸章(リボン種類）２・３・５に該当する方について、来賓の胸賞
　　および印刷済名札フォルダー(ピンク)をお渡しして、着用を依頼
　　・女性2名で、胸章取り付けのお手伝いをする
３．リーフレット等の封筒を渡す

・総会会場『万葉の間』を案内　（＊役員受付メンバーがサポート）
※15：00以前の受付ではゲストが総会への出席するかどうかを確認する。
※恩師・東筑高校職員は懇親会からが主体だが、総会ご出席意向がある場合は、ピンク
　の胸章と印刷済名札フォルダー(ピンク)をお渡しして、着用を依頼
※東筑高校職員の祝儀は、受け取らないこと!!

15:00 来賓・恩師・東筑高校職員　懇親会受付開始
【受付要領】 
１．来賓・恩師・東筑高校職員を受け付け名簿にチェック（チケットは不要）
    ・チケットをお持ちの場合はありがたく受け取り、半券を返却
２．上記胸章(リボン種類）及び印刷済名札フォルダー(ピンク)をお渡し
　　して、着用を依頼
　　・女性2名で、胸章取り付けのお手伝いをする
３．リーフレット等の封筒を渡す

・懇親会会場『ロイヤルホール』を案内
※現職々員の祝儀は、受け取らないこと!!

16:00 懇親会開始
・テーブル班移動メンバーは、テーブル班へ合流する。
・各自以後の行動は次のマニュアルを参照のこと。　　　　　　

18:00 お見送りの際に胸賞および名札フォルダを回収する。

〔その他〕
・受付終了後は責任者へチェック済み来賓者名簿を渡す。　

■ 胸賞（リボン種類）　　　　　　　　　　　　　　

１．同窓会長（白大、役職名称入り）　

２．校長・奨学会理事長（赤大、役職名称入り）

３. 総括教頭・教頭・事務長（赤中、役職名称入り）

４．恩師・現職教員、相談役、顧問（ピンク、役職名称なし）

５．各地区東筑会会長（白小、役職名称入り）

※リボンの色、大きさの間違いが無いように…事前に備品はチェック！

※来賓
　・校長・奨学会理事長
　・総括教頭・教頭・事務長
　・各地区東筑会会長



【Ｃ】「暁の松」受付マニュアル
《責任者： 北川清徳》

　暁の松 受付業務の概要　　〈人員　2名〉

「暁の松」（旧折尾高女）同窓生の受付を行う

チケットを持っている人を受付（但し、暁の松 会長はチケット不要）

※ チケットを持っていない人は 当日販売、チケット相談などへ受け渡し

12:40 「暁の松」受付班説明
・役割内容を各自確認
・移動予定の人は、その移動先、タイミングを確認しておく。

13:00 備品設置・受付スタンバイ（総会～懇親会）
・備品配置

・人員、機材最終チェック・名札着用
・備品リストにより、必要備品のチェック

14:00 「暁の松」 総会出席者受付開始

【受付要領】 
・チケットに氏名を先ず記載し受付いただくようお願いする。
　※期の記載は特に不要→チケットの半券は旧暁の松とわかるよう別保管

１．「暁の松」（折尾高女出身）の方もチケットは必要
２．チケットを受け取り、半券を受付箱へ入れる。

　 ・チケットに名前（必須）が記載されていることを確認すること
　　 住所、ＴＥＬは任意記載とする。
３．ピンクの「暁の松」が記載された名札用紙と名札カバーをお渡しして、
　　期・氏名・旧姓を書いて名札ケースに入れ、首にかけてもらうよう
　　お願いする。

　　（＊名札は記帳台で記名いただくようお願いする）
　・年齢的にご自分で記入できないケースがあるので、代筆するなどして
　　サポートする。
４．校歌の歌詞カードをお渡しし「校歌斉唱があります」と伝える。

〔留意事項〕
・チケットを購入していない方又は忘れた方については、チケット精算・当日
　販売の必要な方は担当Ｅ(チケット販売・精算)班へつなぐ

・総会の会場『万葉の間』を案内する。

※15：00以前の受付ではゲストが総会への出席するかどうかを確認する。

15:00 暁の松一般来場者懇親会受付開始

 ・上記【受付要領】と同様の対応を行う。

 ・懇親会場『ロイヤルホール』を案内するとともに、会場内のテーブル位置を案内する
　（会場案内図参照）

16:00 懇親会開始

16:15 ・テーブル・ドリンク班移動メンバーは、各班へ合流する。
・各自以後の行動は次のマニュアルを参照のこと。　　　　　　



【Ｄ】一般受付マニュアル
《責任者：高崎結花他　各期責任者（担当表参照）》

　一般受付業務の概要　〈人員　受付：名　記帳台：　名　チケット相談員　名〉

一般来場者（総会・懇親会に参加する人）

チケットを持っている人を期毎に受付

※チケットを持っていない人は当日販売、チケット相談へ誘導

①
②
③
④
⑤
⑥

12:40 一般受付　説明
・班員役割分担（担当期）を確認
・移動予定の人は、その移動先、タイミングを確認しておく。

13:00 備品設置
・備品リストにより、必要備品のチェック
・備品配置
※名札ケース、名札用紙（期毎にグループ分け）

13:30 受付スタンバイ（総会～懇親会）
・最終人員確認、配置確認
・人員、備品最終チェック

14:00 総会受付開始

【受付要領】 
・チケットに氏名を先ず記載し受付いただくようお願いする。

１．チケットを受け取り、半券の記載を確認し受付箱へ入れる。
　・チケットに”期と氏名”（必須）が記載されていることを確認する。
　　住所、ＴＥＬは任意記載とする。
　・間違えて受付け対象外の期のゲストが来た場合でも受付は実施する。
　　（全テーブルに他5色の名札も置いておく。）
２．期を確認し、グループ分けの色をマークされた名札用紙と名札カバーを
　　渡し、期・氏名・旧姓を書いて名札ケースに入れ、首にかけてもらうよ
　　うお願いする。（＊名札は記帳台で記名いただくようお願いする）
　・一般受付は混雑しないように配慮する。
　・何か問題のある方はチケット相談を案内する。
３．リーフレット等の封筒を渡す

４．記帳台係は、記帳テーブルを案内し、申し出があればにこやかに、親切
　　(代筆等)な対応を行う。
　・受付前に必ずチケットへの記名していただくよう記帳台係はゲストにお願い　
　　すること。（期、氏名は必須！）
　・受付窓口は期別に分かれていることを記帳台係はゲストに知らせる

　※色分け名札が不足しそうな場合は、パソコンでの打ち出しを受付責任者に依頼する
 印刷が間に合わない場合は、所定の色のマーカーで色無しの名札の中央に線を引く

 ・総会会場『万葉の間』を案内するとともに、会場内のテーブル位置を案内する

〔留意事項〕
・チケットを購入していない方又は忘れた方については、チケット精算・当日
　販売の必要な方は担当Ｅ(チケット販売・精算)班へつなぐ

15:00 懇親会受付開始

 ・懇親会会場『ロイヤルホール』を案内するとともに、会場内のテーブル位置を案内する
　（会場案内図参照）

16:00 懇親会開始

16:15 ・テーブル・ドリンク班移動メンバーは、各班へ合流する。
・各自以後の行動は次のマニュアルを参照のこと。　　　　　　

　　　１～５３期　　ピンク
　　２４～５９期　　ブルー
　　６０～６６期　　グリーン
　  ６７～７４期　　パープル
　　７５～８０期　　イエロー
　　８２期～　　オレンジ



【Ｅ】チケット精算・販売マニュアル
《責任者：　中由美子》

　チケット精算・当日販売業務の概要〈人員　ﾁｹｯﾄ精算：4名　ﾁｹｯﾄ当日販売：3名〉

　　　〈チケット精算の仕事〉

事前に配布済み（期ごと等）のチケット代精算、返却処理等を行う
　　　〈当日券販売の仕事〉

チケットをもっていない人へチケットを販売する

12:40 チケット精算受付　説明

・役割内容を各自確認

13：00 受付スタンバイ（役員会～総会～懇親会）

・最終人員調整

・人員、機材最終チェック・名札着用

・備品リストにより、備品受け取りチェック

13：30 東筑会役員受付開始　下記 ＜要項＞　

14:00 総会受付開始　下記 ＜要項＞

15：00 一般来場者チケット精算開始　下記 ＜要項＞

　

◆ 各期販売分のチケット精算　＜要領＞
Ⅰ チケット代入金の方

　１. ○○期・氏名を確認し、チケット管理表から残枚数を確認する。

　２. 領収証が必要な方には、金額（適用はﾁｹｯﾄ代とし印刷)を記入しお渡しする。

　　　3万円以上の場合、200円の印紙を貼付する。

　３. チケット管理表に入金枚数を記入する。

　　(1)まだ残枚数がある場合
　　　・当日チケットを持参されている場合は、チケット管理表に返却枚数を記入

　　　　する。
　　　・当日チケットを持参されてない場合は、返信用封筒（切手込）をお渡しし、

　　　　一週間以内に返信用封筒にて返送を依頼する。

　　(2)販売枚数と入金高が不一致の場合

　　　・内容を確認し、未入金であれば○○期と記入した振込用紙を渡し、一週間

　　　　以内の振込みを依頼する。

　４. ご協力に対してお礼を申し上げる。

Ⅱ　チケットのみ返却の方

　１. ○○期・氏名を確認し、チケット管理表から残枚数を確認する。

　２. チケット管理表に返却枚数を記入する。

　　(1)さらに残枚数がある場合

　　　・返信用封筒（切手込）をお渡しし一週間以内に返信用封筒にて返送を依頼

　　　　する。

　　(2)販売枚数と入金高が不一致の場合

　　　・内容を確認し、未入金であれば○○期と記入した振込用紙を渡し、一週間

　　　　以内の振込みを依頼する。

　３. ご協力に対してお礼を申し上げる。

Ⅲ　既に入金されているが、完売しておらずかつ精算に来られてない期
　２　テーブル班担当者に幹事さんを探してもらい、受付までチケットを持って
　　　来てもらう。

　３　上記ⅠまたはⅡにて対応



◆ 当日販売手順　＜要領＞
Ⅰ　当日チケット販売
　１．枚数をたずね、氏名・○○期を「当日券購入受付表」に記入していただく。

　　　（複数枚必要な方で、異なる期の方の分を購入する場合は、次の行も使っ
　　　　て記入していただく。その場合、氏名は「〃」で可だが、期は該当期を

　　　　記入いただく）

　２. チケットと引き換えに、会費（4,000円）を受領し「入金確認欄」に○印を
　　　金記入する【重要！！】
　３．領収証を希望する場合は、「領収書欄」に○印をつけ、枚数分の領収証を
　　　渡す。（例）2枚購入の場合⇒4,000円の領収書を2枚

　　　※期別の集計については、後日集約時に「当日券受付管理表」より期別の
　　　　集計時に各期に加える。
　４．ご協力に対してお礼を申し上げる。
　５．当日券交付後、記帳台で半券記入をした後、一般受付をするよう案内する。

Ⅱ　チケットを購入しているが、当日忘れた方
　１．再度チケットを買っていただく。

　　（特に暁の松に多い。気の毒そうにして、購入をお願いする）
　２．自宅にあると言われる場合は、宛先印刷済の返信用封筒と切手、及び口座等
　　　の記入欄を印刷したプリントをお渡し、返信いただくようお願いする。
　　（切手は、貼ると次に使えないので、渡して貼付していただく）
　３．後日、返信いただいたプリントに記載の郵便口座または銀行口座に振り込む　

　　　旨お伝えする。旨お伝えする。
　４　ご協力に対してお礼を申し上げる。
　　　（再購入に対して、気の毒そうに特に丁寧に）
　５．当日券交付後、記帳台で半券記入をした後、一般受付をするように案内する。

※幹事からのﾁｹｯﾄ販売について要請を受けた期の当日ﾁｹｯﾄ購入(例外扱い）
　１　ご本人の○○期・氏名と幹事氏名を確認し、会場内への連絡を依頼する。
　　　（受付横に待機しているテーブル班担当者へ連絡）
　２　テーブル班担当者に幹事さんを探してもらい、受付までチケットを持って
　　　来てもらう。

　３　上記ⅠまたはⅡにて対応

16：00 懇親会開始

16:15 ・テーブル班移動メンバーは、テーブル班へ合流する。
・各自以後の行動は次のマニュアルを参照のこと。

最終確認
　１　「当日券購入受付表」と現金を照合する
　２　現金は会計に渡す

領収証は全て4000円で準備し、複数枚渡す。宛名は後で本人に書いてもらう。
どうしても必要な人に備え、金額が空欄のものも数枚準備しておく。



当 日 券 購 入 受 付 表

通番 担当

購入者ご記入欄 事務局記入欄

No ﾁｹｯﾄ番号 氏　　名 卒業期 入金確認
（確認：○）

領収書
〈発行：○

〉
備考

1 期

2 期

3 期

4 期

5 期

6 期

7 期

8 期

9 期

10 期

11 期

12 期

13 期

14 期

15 期

16 期

17 期

18 期

19 期

20 期

計 枚数 枚 金額 千円


