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10101010 月月月月 １１１１１１１１月月月月 １２１２１２１２月月月月 1111 月月月月 ２２２２月月月月 ３３３３月月月月 ４４４４月月月月 ５５５５月月月月 ６６６６月月月月 備考備考備考備考

１ ２１ ２１ ２１ ２ 月月月月 ４４４４ 日日日日 （（（（ 土土土土 ）））） ２２２２ 月月月月 ５５５５ 日日日日 （（（（ 土土土土 ）））） ３月１日（火） 4月7日 ５５５５ 月月月月 １ ３１ ３１ ３１ ３ 日日日日 (((( 金金金金 ）））） ６６６６月月月月 11111111 日日日日 （（（（ 土土土土 ））））

東筑会幹事会東筑会幹事会東筑会幹事会東筑会幹事会 、、、、 懇親会懇親会懇親会懇親会 東筑会役員東筑会役員東筑会役員東筑会役員 ・・・・ 幹事会幹事会幹事会幹事会 東筑会東筑会東筑会東筑会 ゴルフゴルフゴルフゴルフ 大会大会大会大会 同窓会総会同窓会総会同窓会総会同窓会総会 ・・・・ 懇親会懇親会懇親会懇親会

東筑会本部東筑会本部東筑会本部東筑会本部 （（（（ ﾎﾎﾎﾎ ﾟ゚゚゚ ｽﾀ ｰｽﾀ ｰｽﾀ ｰｽﾀ ｰ、、、、 ﾁｹｯ ﾄﾁｹｯ ﾄﾁｹｯ ﾄﾁｹｯ ﾄ 承認承認承認承認 ）））） 東筑会館東筑会館東筑会館東筑会館 、、、、 1 01 01 01 0 名程度参加名程度参加名程度参加名程度参加 82期へﾀｽｷ渡し

1 01 01 01 0 名程度参加名程度参加名程度参加名程度参加 ２月２８日（月） ５月２１日（土）

卒業生東筑会入会式（会長） 東筑会役員・幹事会

１０月２３日（土） １１月１３日（土） １月１０日広島東筑会 3月11日上総東筑会 ４月１６日宗像東筑会 ５月８日岡垣東筑会

東京東筑会 おりお東筑会 3月30日暁の松総会 ５月２１日関西東筑会

地域東筑会地域東筑会地域東筑会地域東筑会 ４月２４日東海東筑会 ５月？日鞍手東筑会

１０月２３日（土） ５月１４日福岡東筑会

芦屋東筑会 １月２９日東京東筑会引継会 ５月２１日水巻東筑会

５月？日ひのくに東筑会

2010/10/30(土） 1１月中旬 １ ２１ ２１ ２１ ２ 月月月月 ３ ０３ ０３ ０３ ０ 日日日日 （（（（ 木木木木 ）））） 1月下旬 招待者案内状発送 招待者お礼状発送

協賛金依頼等 ８ １８ １８ １８ １ 期会忘年同窓会期会忘年同窓会期会忘年同窓会期会忘年同窓会 協賛金集計 招待者取りまとめ

事務局事務局事務局事務局 発送作業

(会計）

東筑幹事会出席 各所へのチケット配布開始

・ﾁｹｯﾄ配布案承認

・当日券販売と

チ ケットチ ケットチ ケットチ ケット委員会委員会委員会委員会 参加者の半券整理

・ﾁｹｯﾄ清算

総会委員会総会委員会総会委員会総会委員会 １ ２１ ２１ ２１ ２ 月月月月 ３ ０３ ０３ ０３ ０ 日日日日 （（（（ 木木木木 ））））

テーブル班 ８ １８ １８ １８ １ 期会忘年同窓会期会忘年同窓会期会忘年同窓会期会忘年同窓会

ドリンク班

企画検討 企画案検討

（主として進行映像班）

ポスター案決定済 幹事会で承認後発注 各期へポスター配布 各地へポスター貼付 ４月上旬

12月下旬

広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会 ﾁｹｯﾄ納入、ﾎﾟｽﾀｰ納入

４月下旬

ﾘｰﾌﾚｯﾄのﾃﾞｻﾞｲﾝ決定

10月上旬 １１月中旬～ 1月22日（土） 2月26日（土） ５５５５ 月月月月 １ ３１ ３１ ３１ ３ 日日日日 (((( 金金金金 ）））） ６月１１日（土）

会場候補視察・ 競技委員会資料作成 東筑会幹事会へ報告 東筑会東筑会東筑会東筑会 ゴルフゴルフゴルフゴルフ 大会大会大会大会

見積取得 委員会開催案内発送 東筑ゴルフ会合同会議開催

ゴルフゴルフゴルフゴルフ委員会委員会委員会委員会

１０月下旬

会場選定

東筑会懇親会にて表彰式

・懇親会当日の受付対応

東筑ｺﾞﾙﾌ会競技委員会開催

　　　　　　　　東筑東筑東筑東筑８１８１８１８１期会期会期会期会　　　　活動活動活動活動スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

東筑会幹事会にてﾘｰﾌﾚｯﾄ承認後印刷

学校長・東筑会会長に挨拶文

を依頼

東筑高校入学式　　（会長）

開催日、会場、実施要綱決定

東筑高校卒業式

（会長）

協力依頼文発送

作業

ホテルとの打合せ

開始

詳細準備開始（案内状発送・名簿作成など）

男性スタッフはもちろん、

郵便物の発送などの事前準備、

当日の受付などを

お手伝いしてくれる女性スタッフ

（ゴルフ未経験でもＯＫ）が必要です。

当日当日当日当日スタッ フスタッ フスタッ フスタッ フ

約約約約３０３０３０３０名必要名必要名必要名必要！！！！

当番期当番期当番期当番期 はははは 、、、、おおおお 手伝手伝手伝手伝 い のためい のためい のためい のため

す べてのす べてのす べてのす べての 地域東筑会地域東筑会地域東筑会地域東筑会 にににに 、、、、

参加参加参加参加 してい ますしてい ますしてい ますしてい ます 。。。。

協力協力協力協力 でき るでき るでき るでき る 方方方方 はははは 、、、、是非一緒是非一緒是非一緒是非一緒 にににに 、、、、

参加参加参加参加 を おを おを おを お 願願願願 い しますい しますい しますい します ！！！！

協力者拡大のための案内文の発送、住所録の管理。定例会議の開催、全体のスケジュール管理などが主な業務です。

      各期ごとにチケットの割り当て枚数は決まっています。

      （なのでノルマなどはありません）

・チケットの販売状況の確認   ・残枚数の確認と返却のお願い

・振込（入金）のお願い   ・販売、入金のお礼

   を電話で行い、随時結果を委員長に報告します。

・総会当日：担当期の受付、当日券の販売など。

              （お手伝いの分量は、ご相談ください！！）

各期幹事へ配布するチケット管理をしてくださる方！

(((( 2222月月月月～～～～５５５５月月月月））））1111５５５５名募集名募集名募集名募集！！！！
ミーティングは参加できなくてもOK、家でできます！

遠方の方でもＰＣメールかFAXがあればOK！

   ご   ご   ご   ご協力協力協力協力 お ねがい しますお ねがい しますお ねがい しますお ねがい します 。。。。

当日、持ち込むドリンク類の内容、

数量等を検討し、決定します。

テーブルの席割、

人員の配置等を決定します。

懇親会当日の企画案を策定し、使用する映像等の収集及び編集、機材の準備、懇親会のタイ ムスケジュールなどを決定、作成します。

この他に、

・販売班  ・誘導班

などがあり、

班の統括を早急に

決定する必要が

あります。

統括統括統括統括６６６６名名名名、

他多数他多数他多数他多数 のののの 協力者協力者協力者協力者 がががが

必要必要必要必要 ですですですです 。。。。

事務局スタッフ２２２２名募集名募集名募集名募集 ！！！！

当日スタッフ

約約約約１５０１５０１５０１５０名名名名必要！

年末の忘年会の料理の内容を評価・検討を行い、

ホテル側との打合せを継続し、

当日お出しする料理を決定します。

７月下旬

８２期への引継式

（約２０名）

１０月２２日

東京東筑会総会・

懇親会の応援

２０１４年５月

関西東筑会

当番期


