長岡高校昭和 50年 卒 還暦花火打 上 げ実行委員会 主な経過報告
期

日

27. 5. 23

H27.6.上

項

目

内

容

長 岡高校 同窓会総会
同期会
(ア オ ー レ長 岡 )

・東京同期会員を含め、参集者で還暦花火打上げに取り組むことを内定。
。
還暦花火打上げ実行委員会を組織して取り組むことを決定。
全会員 へ趣意書を発送、併せて参加 意向調査を実施 し打上げについての
最終決定をする。

花火 打上げ趣意書・意
向調査書発送

・
…
■ ■iザ 参加意両饉 絡莞め登録 :樹 げ費用あ寄付意荷 花災観覧め参
加意向を、7/末 日までに回答とする。

(さ

いわレ)プ ガ

)

t¨

)・

=只

′
魯 『ドJ″ 町

=71・

不秘

l̀■

Uフ ラロ ″

暉ηフ日 L/̀」 :上
'ノ

V‐ IHl鷹 ヽ0￢ 丁 T｀ 丁思 IFJ乙 弩 0日

「
向 (連 絡先登録 )を 集 約 していく。
観 覧希 望 72名 。引続き参加意
・超大型 ベ スビアススター マイン180万 円クラス、観 覧会 100名 参加 を 目標 とす
る。
・実行委員会組織 体制を、総務部会 、花火観 覧部会 の設置 、またクラス窓 口
幹事を任命 するなど強化する。

27.8.15

第 1回 実行委員会
(長 岡グランドホテル )

27.12.29

第 2回 実行委員会
(新 天街大鮨 )

28.1

花火寄付募集案内発送 超大型スターマインクラス、日標寄付金額 200万 円以上として募集案 内。3/末
(さ いわいプラザ)
締切り

28,4.2

第 3回 実行委員会
(新 天街 大鮨 )

28.4. 16

東京同窓会総会
(京 王プラザホテル新
宿)

28.5.6

コアメンバー 打合せ会

28.5.21

第 4回 実行委員会
(長 岡グランドホテル )

28.6.2

花火発 注

28.7.8

コアメンバー打合せ会
(さ いわいプラザ )

28.7.16

第 5回 実行委員会
・直前会議
(ま ちなかキャンパス)

28.7.中

観覧会参加者 へ最終連
絡

28.8.3

花火 打上 げ当 日

28.8.末

L状 、記念品の発送
ネ
(フ クセンドー会議室 )

28.9,11

第 6回 実行委員 会
・解 散会
(長 岡 グランドホテル )

会員意向集計進捗 :183名 が同意、寄付意向330日 観覧希望 97名 。
花火寄付 。当 日観 覧会募集要項を協議。
全体準備 スケジュールの確認と各部会 の今後 の取組み検討。

̀会 員意向集 計進捗 :206名 が同意、寄付意向497日 、観覧希望 108名 に当
初 日標額を達成したが、花火 3箇 所揚げ +慰 霊 の花火 の200万 円規模 にシフ
トし寄付募集は継続 していく。当時の先 生方 へも案内する。
。
2日 以上寄付者 に記念品としてオリジナルマフラータオルの贈呈を決定。
・東京、長岡同窓会時に進捗報告と追込み募集を行うことを決定。

出席 しこ 近 況報告と追込み募集協力 へ の呼びかけ。
渋谷出席 )
(木 元、川上、
'ご 茨木、
,サ プライズで、壇上に上がり
還暦花火打上げをPR。 (寄 付 2,000円 あり)
r東 京同窓会

。
第4回 実行委員会準備
。
会員意向集計進捗 :221名 が同意、寄付意 向538口 観覧希望 120名 に、
花火タイトル を「還暦 の花火 新たな輝き」に決定。 花火特選 DVDを 寄付者
全員に配布することを決定。
当 日の集合時間、2次 会 の開催 (花 月苑 パル )を 決定。
まつ り協議会 に花火 (和 火 10号 +超 べ 200万 円)を 発 注。

・第5回 実行委員会準備。
。
会員意向調査結果報告 (ほ ぼ最終 ):223名 が同意、寄付意向548口 観覧
希望 121名 に。
。当 日の行動計画 の確認。観覧希望者 に最終連絡 し、集合時間予定と二次会
参加希望をメール にて事前集約す ることとする。
・観覧会賄 い(花 火弁 当、飲み物等)は 1人 5,000円 相 当、二次会は 1人 1,0
00円 会費とする。
・礼状発送 (終 了後早め)に ついて文案の確認 。
集合希望時間と二次会 の参カロ
意向確認を兼 ねて連 絡。

20:06分 打上げ
・観 覧会参加者 (申 込 125人 ):最 終 123人 (先 生4人 を含む)
出席 いただいた先生方 :柴 山先生、金子先生、菅原先生、中川先生
・二 次会参加者 (申 込 73人 ):最 終 69人
礼状 は寄付者全員。観覧会不参加者 には記念品タオル を同封。
:花 火打上げL観 覧会実施報告及 び決算 にういて

。
実行委員会の解散 について
。
今後 の50☆ 50の 会 の取組 について
※終了後に懇親・慰労会を開催

