
 

「東京楡の会」各期幹事各位 

２０１３年「東京楡の会」幹事会のお知らせ 

 
 
 

2013 年 2 月吉日 

「東京楡の会」会長 小野 喜世彦 

北高 34 期実行委員長 氏家 亨 

 

拝啓 

余寒の候、「東京楡の会」各期幹事の皆さまにおかれましては、ますますご清栄のこととお

慶び申し上げます。 

 さて、来る７月 20 日(土)、ロイヤルパークホテルで開催する「東京楡の会」総会に向け

て、私ども北高３４期生は、準備作業を進めているところです。幹事をお引き受けくださ

いました皆さまにおかれましても、総会により多くのご出席をいただけますよう、同期の

方々をお誘いいただきたく、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 つきましては、３月９日(土)に別紙１のとおり幹事会を開催いたします。ご多忙中誠に

恐れ入りますが、万障お繰り合わせの上ご出席賜りますようお願い申し上げます。 

 今年も「案内代行」（別紙２参照）を継続したいと考えております。希望される各期の幹

事さまにつきましては、誠に恐縮ではございますが、幹事会へのご出席にあたって、「案内

代行」のご準備をお願い申し上げます。 

 また、別紙３にロイヤルパークホテル周辺の飲食店のリストをお付けしました。２次会

の企画などのご参考にお使いください。 

幹事会におきましては、例年通り案内の手順の詳細を説明したいと存じます。また、「案

内代行」をご希望されない各期幹事の皆さまには、従来どおり総会の案内状等の配布と説

明をさせていただきますので、各期少なくとも１名のご出席を是非ともお願い申し上げま

す。 

敬 具 

関連ホームページ 

 東京楡の会 ホームページ :     http://tokyo-nire.com/ 

 2013 年東京楡の会総会 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(作成中)   :  http://tokyo-nire.com/34ki/ 

問い合わせ先(北高３４期 案内担当) 

西澤政晃（にしざわ まさあき）  masa.nishizawa@nifty.ne.jp

結晶 

～これからを ここから～ 

2013.7.20 



【返信ハガキについて】 

 同封の返信用ハガキにて、幹事会の出欠及び質問事項に対するご回答をご記入の上、 

２月２０日 (水)までにご投函いただきますようお願いいたします。 

 なお、複数の幹事さま（副幹事さまも含みます）がいらっしゃる期の場合は、各々の幹

事さまに本状をお送りしておりますので、質問項目２以降に関しては、代表の方からご回

答いただけますようお願いいたします。また、一部の幹事の方には同じ内容の案内を e メ

ールでも送らせていただいておりますが、ご回答はいずれの方法でも結構です。 

【返信ハガキの書き方】 

１．出欠のご回答 

各期で少なくとも１名以上のご出席をお願いいたします。 

２．郵送による案内人数 

人数分の案内状一式をこちらで準備いたします。案内状の必要部数をご回答下さい。 

３．案内代行の実施 

総会案内の郵便発送、および、出欠取りまとめを実行委員会が代行いたします。い

ずれか片方のみの代行はできません。 

４．名簿データの受け渡し方法 案内代行を希望する場合のみご回答ください。 

案内宛先用の名簿データを紙で提出される場合は、同封いたしました名簿に加筆修

正のうえ３月１日 (金)までに別紙２の宛先へ FAX または郵送をお願いいたします。

名簿は幹事会当日に返却させていただきます。それ以外は、３月１日（金）までに

e メール添付による送信をお願いします。やむをえず幹事会当日、電子媒体により

持参される場合は、媒体名を１つご選択ください。 

昨年のデータをそのまま修正なしで使用可の場合（名簿データ「引継可」のご許可

をいただいている場合に限ります）は、その旨ご記載ください。 

５．独自封入物の追加希望  案内代行を希望する場合のみご回答ください。 

同期のみの独自の案内状などを同時に発送したい場合には【希望する】を選択して

ください。追加できるのは A4用紙１枚までです。 

※ 独自封入物をご希望される場合は、必要部数を印刷し、幹事会当日に必ずご持参く

ださい。 

６．案内状の封筒詰め作業 案内代行を希望しない（自主発送される）場合のみご回答ください。 

封筒、案内状、各種資料など一式は印刷の上、幹事会当日にお渡しいたします。 

あらかじめ実行委員会が封筒詰めを行ってからお渡しする場合には【希望する】を、

ご自身で封筒詰めされる場合は【希望しない】を選択してください。 

※ 本年度もコスト削減のため、総会案内発送封筒への幹事名の記載は行いません。どうか

ご了承ください。 

※ 案内状不達時の還付先は実行委員会とさせていただきます。 

※ 案内代行に関する詳細な説明は別紙２をご参照ください。 



(別紙１) 

２０１３年「東京楡の会」幹事会の開催について 

 

１．日時： ２０１３年３月９日(土) １４：００～（受付開始１３：３０） 
 
２．会場：学習院創立百周年記念会館（学習院大学目白キャンパス内）第４会議室 

  〒171-8588 東京都豊島区目白 1-5-1 

  （最寄駅）：ＪＲ目白駅 

http://www.gakushuin.ac.jp/ad/kanri/kaikan.html 

 

３．幹事会次第 (案) 
 （１）開会の挨拶（小野喜世彦 東京楡の会・会長） 

（２）東京楡の会・活動報告等 

１）2012 年度活動報告及び 2013 年度活動方針案（東京楡の会・会長） 

２）会計報告並びに予算案 

①2012 年度会計報告（東京楡の会・会計担当） 

②2012 年会計監査報告（東京楡の会・監査担当） 

③2013 年予算案（東京楡の会・会計担当） 

３）2012 年総会結果報告（33期・白井義昌 実行委員長） 

４）2013 年度東京楡の会活動計画（東京楡の会・会長） 

（３）34期総会実行委員長挨拶（氏家亨 実行委員長） 

（４）2013 年総会概要の説明（34期各担当） 

（５）個人支援金・広告のお願い(34 期広告担当) 

（６）2013 年総会案内状発送の説明（34期案内担当） 

（７） 質疑応答 

（８） 2014 年総会への取り組み状況(35 期) 

（９) 閉会のあいさつ（東京楡の会・会長） 

 

（案内図） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

当日ご不明の場合は、３４期・案内担当（西澤）までお問い合わせください。 

学習院創立百周年記念会館 

■ＪＲ目白駅より徒歩数分 



(別紙２) 

案内代行を希望される幹事さまへ 

案内代行は各期幹事さまのご負担を軽減するため、郵送による案内状の発送と、返信は

がき受領、および、出欠回答の取りまとめを、私ども実行委員会が代行するシステムです。

幹事さまご自身が自主発送される場合と、実行委員会が案内代行する場合との比較は以下

のとおりです。 

 自主発送 案内代行 
案内の発送（郵便分） 幹事さま 実行委員会（３４期） 

案内の発送（e メール分） 幹事さま 幹事さま 
出欠回答受け取り・取りまとめ 幹事さま 実行委員会（３４期） 

参加動員、再度の勧誘 幹事さま 幹事さま 

なお、案内代行で実行委員会がとりまとめた出欠回答の結果は、作業完了次第、各期の幹

事さまにご連絡いたします。 

宛先データの提供方法 

 「総会案内状」の案内代行を希望される場合は、案内発送の宛先データを３月１日 (金)

までにご提供くださいますようお願いいたします。以下にその要領を記しますので、ご協

力の程宜しくお願いいたします。 

１． 名簿を紙で提出される場合（名簿データを“引継可”とされている場合） 
実行委員会が保管しているデータのコピーを同封いたしました。幹事が複数いる期は代

表幹事さまのみ同封しています。修正・加筆の上、３４期案内動員担当 西澤（下記）まで、

FAX または郵便をお願いいたします。ご提供頂きました資料は幹事会当日ご返却させてい

ただきます。 

２． 名簿を電子媒体（PC 用データ）で提出される場合 
① 代行案内を希望する宛先情報だけを提供してください。 
② エクセルデータ又はワードデータでお渡しください。 
 （古いワープロの場合は、“紙”でのご提出をお願いします。） 
③ エクセル１シート又はワード 1 文書に全てのデータが含まれるようにしてください。 
④ 氏名、郵便番号、住所が必要項目です。 
⑤ 氏名、郵便番号、住所の区切り方について特に指定はいたしません。管理している

ままで結構です。但し郵便番号がない場合は都道府県名を正しく入れてください。

下記の例は推奨項目です。 
例）氏名   山田 太郎 

     郵便番号 1110001 

     住所１  北海道札幌市北区北 25条西 11 丁目 

     住所２  北高マンション２０３号室 

⑥ e メールによる添付でご提供をお願いいたします。 
⑦ 当日、やむを得ずデータを持参される場合は CD-R、USB メモリのいずれかでのご提

供をお願いします。受領しました媒体は当日会議終了までにご返却できる予定です。 
 ＊ 昨年のデータをそのまま修正なしで使用可の場合（データ引継可とご許可いただいている場

合に限ります）は、その旨ご連絡ください。 

３． データ送り先 
西澤政晃（にしざわ まさあき） 

e メール： masa.nishizawa@nifty.ne.jp 



(別紙３) 

水天宮前駅・人形町駅・茅場町駅周辺の飲食店抜粋 

北海道はでっかい道 人形町店 （最寄駅：日比谷線/浅草線・人形町駅） 

中央区日本橋人形町 2-7-10 エル人形町 2・3F 03-3661-8545  14:30～23:30 

北海道 人形町店 （最寄駅：日比谷線/浅草線・人形町駅） 

中央区日本橋人形町 1-17-1 安田生命ビル 03-3667-3255  16:30～23:00 

さくら水産 人形町店 （最寄駅：日比谷線/浅草線・人形町駅） 

中央区日本橋人形町 3-7-10 03-3662-1010  16:00～23:30 

月の宴 人形町駅前店 （最寄駅：日比谷線/浅草線・人形町駅） 

中央区日本橋人形町 3-8-1 ＴＴ－2ビル B1 050-5796-6655 17:00～05:00 

一の倉 茅場町店 （最寄駅：日比谷線/東西線・茅場町駅） 

中央区新川 1-5-17 パシフィックマークス 1F  03-3523-0155  16:30～23:00 

海鮮魚市 鮨乃家 茅場町店 （最寄駅：日比谷線/東西線・茅場町駅） 

中央区日本橋茅場町 2-8-4 全国中小企業会館 B1 03-5642-3409  12:00～22:00 

山内農場 茅場町駅前店 （最寄駅：日比谷線/東西線・茅場町駅） 

中央区新川 1-2-14 Fes 茅場町 B1F 03-3553-4088  17:00～翌 3:00 

灯ノ番 （ヒノバン）（最寄駅：日比谷線/東西線・茅場町駅） 

中央区新川 1-18-2 渡邊ビル 03-3206-8115  17:00～23:30 

彩旬 （さいしゅん） （最寄駅：半蔵門線・水天宮前駅） 

中央区日本橋人形町 1-16-8 誠文堂ビル 1F 03-3668-1616  17:00～22:30 

くらのあかり 人形町店 （最寄駅：日比谷線/浅草線・人形町駅） 

中央区日本橋人形町 2-7-11 03-3662-5678  17:00～22:00 

うまし （最寄駅：日比谷線/浅草線・人形町駅） 

中央区日本橋人形町 3-4-2 TY ビル 1F  03-6661-1533  17:00～23:00 

小松屋 人形町本店 （最寄駅：日比谷線/浅草線・人形町駅） 

中央区日本橋人形町 3-7-2 03-6661-9851  17:00～24:00 

本家いなせや 茅場町店 （最寄駅：日比谷線/東西線・茅場町駅） 

中央区日本橋茅場町 1-4-9 日本ビル 1F 050-5798-1125 17:00～23:00 

三船 人形町店  （最寄駅：日比谷線/浅草線・人形町駅） 

中央区日本橋人形町 1-18-2 1F  050-5522-6878 17:00～23:30 

 

 

その他，周辺にはたくさんの居酒屋があります。 

(なお、営業時間の確認・ご予約などは幹事様にてお願いいたします。) 

 


