東京都社会保険労務士会 千代田統括支部 広報委員会

編集会議
会

議 名

日

時

広報委員会

議事録 兼 報告書

新年号編集会議

2017 年 10 月 19 日（木）18:00~19:45

提出日

2017 年 10 月 23 日

場

麹町区民館一番町集会

所

室
出

席 者

（参加対象者）
◎進行者◇書記

議

題

◎小高（委員長）・青山（副委員長）・深田（副委員長）・青木・浅井・甘竹・市村・大宮・小田・
貝井・末松・髙木・帆苅・森下・長江・山崎・山本

（敬称略）

◇植野

Ⅰ．委員長より

Ⅱ．無料街頭相談会について

Ⅲ．秋号編集を振り返って

Ⅳ．新年号編集会議

Ⅴ．会議決定事項の確認
資

料

・議事進行予定

・平成 29 年秋号会報

・秋号振り返り（編集リーダー）

・新年号割当表

議事内容
Ⅰ.

委員長より

（小高委員長）

10 月 21 日（土）

福祉まつり

千代田区役所（社会貢献）

10 月 24 日（火）

街頭相談会

交通会館（広報）

10 月 26 日（木）

東商千代田ビジネスフェア

グランドパレス２階（広報

開業）

第１回めとなる。支部長と開業部会，広報からは，小高委員長，深田副委員長
が参加する。無料相談コーナーもあり，社労士・行政書士・税理士，東商メン
バーでＰＲする。
11 月 10 日（金）

行政書士会主催街頭相談

九段下３ｂ都営新宿線（広報

開業）

昨年は開業部会が担当。今年は広報に主に担当してほしいとのこと。
小高委員長と深田副委員長が参加する。ＰＲにもなるため，可能ならあと１～
２名参加してほしい。
11 月 13 日（月）

必須研修 同一労働同一賃金と企業経営・労務管理

11 月 21 日（火）

ボーリング大会

薬業

東京ドーム（厚生）

春号の会報に載せることとなる。写真は浅井委員に。
12 月７日（木）

３行政等意見交換会

神田明神会館

法改正等新しい情報が入手できると思われる。
Ⅱ. 無料街頭相談会について
【メンバーの確認／敬称略】
〔午前〕

青木・青山・浅井・家村・市村・植野・大宮・小田・帆苅

〔午後〕

甘竹・大宮・末松・髙木・森下

【連絡事項】
・午前は，8:45 東京会集合組，9:00 有楽町現地集合組に分かれる。
・交通会館の業者が机等を出してくれるので，それを設置する。
・午後は，12:50～12:55 くらいに集合。
・場所は，交通会館の三省堂の横辺りに相談コーナーを設ける。
・呼びかけ（ビラやティッシュ配り）は，３箇所に場所を限定し行う。
・懇親会は，帆苅委員が幹事を務める。
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・ティッシュを入れるかごは昨年購入したものがある。
・ペットボトルの買い出しは例年のとおり。
・写真担当は，午前が市村委員，午後が大宮委員。
・はっぴ以外にも東京会のジャンバーもある。
Ⅲ．秋号編集を振り返って
【青木リーダーより／資料参照】
・秋号の担当は，リーダー，サブリーダー合計３回目となる。今回が一番順調にいった。
・表紙の写真・デザインも何案か出して検討できてよかった。
・新入会員名簿について，新入会員の人数が多く，当初の割り当てでは字が小さくなってしまっ
たため，「あとがき」の字数を減らして対応した。
・写真の枚数を増やしたり，スペースを大きくして，見た目のよい会報となった。
・課題等

ドロップボックスの進行管理表に情報が集約されているので，徹底すべき。
メールの共有について，委員長，副委員長，リーダー，サブリーダー・市村委員は，最
初の段階から常に同報送信して，上表の共有をしたほうがよい。
印刷会社（盈進社）が，当初の文字数で原稿をアップしないとう事故があったので，担
当は念入りにチェックした方がよい。

・「あとがき」について，リーダー，サブリーダーでなくとも，今まで書いたことがない人が書
いた方がよいと思う。
・勤務等部会情報情報交流会のスペースをもっと増やして，討議・発表内容等を載せてもよいの
ではないか。
【貝井サブリーダーより】
・今回初めてサブリーダーを担当した。行政協力と新入会員名簿の入力のみの担当と思っていた
が，取りかかると編集手順もあり，意外と手間がかかるものだと思った。提出した後の原稿が
校正されてゆく流れもわかった。
【秋号執筆担当者より】
（植野／Ｐ２）

今回原稿の字数がいつもの倍（１ページ）担当だったため，どうしたら読み
やすくなるのか悩んだが，結局いつものとおりの原稿となってしまった。次
回の課題にしたい。

（長江委員／Ｐ３）

自分が普段担当している業務とは関連のない研修内容であったため，（内容
の知らない）娘にも相談し，読みやすさを追及した。

（山崎委員／Ｐ４）

原稿の書式がわからず，通常のワード書式で原稿を記載してしまった。

（青山副委員長／Ｐ６）写真で負担をかけてしまった。当初の写真に合わせて原稿を作っていたが，
写真が変わり少し変更となってしまった点を青木リーダーがうまくまとめ
てくれた。
Ⅳ．新年号編集会議

Ⅴ．会議決定事項の確認

【新年号の前に，会報全体について】
・印刷会社（盈進社）との共有ドロップボックスは，現在限られた人だけが見られる状態となっ
ているが，全員が見られるようにする。
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・「あとがき」については，青木リーダーの提案のとおり，２度目の人は飛ばして２年で１６人
が執筆できるようにする。
・新年号の新入会員名簿の会員数は，事務指定講習を終えた後の登録で，もっと増える見込み。
【新年号について】
・委員長，副委員長，サブリーダー＋青木前号リーダーで既に会議を行ったところ，現在の割り
当てで容量いっぱいとなり，今回新たに検討しなければならないスペースはない。
〔Ｐ１〕
表紙写真
表紙写真は初校から入れた方がよい。
〔Ｐ２〕
新年のご挨拶
執筆：支部長と他３名
〔Ｐ３上１／２〕
10 月 24 日開催

街頭相談会体験記
執筆：長谷川さん
〔Ｐ３下１／２〕

東商千代田ビジネスフェア

10 月 26 日開催

執筆：委員長または深田副委員長

写真：深田副委員長

〔Ｐ４〕
前期必須研修会

11 月 13 日開催

執筆：山本委員

写真：市村委員

〔Ｐ５上２／３〕
第５回研修会

10 月 11 日開催

執筆：大宮委員
〔Ｐ５下１／３〕
臨時労働保険指導員感謝状
労働局

11 月 15 日開催

監督署

未定

写真：市村委員

〔Ｐ６上３／４〕
９月 14 日開催

三士業合同研修会
執筆：小田委員

写真：市村委員

〔Ｐ６左下１／８〕
11 月 10 日開催

行政書士街頭相談
写真：山崎委員

行政書士と社労士の協力写真を。

〔Ｐ６右下１／８〕
千代田区福祉まつり

10 月 21 日開催

〔Ｐ７上２／３〕
9 月 26 日開催

新規入会者オリエンテーション
執筆：髙木委員

写真：山崎委員

〔Ｐ７下１／３〕
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９月 29 日～30 日

管外研修旅行
執筆：末松委員

写真：末松委員

１枚はホテルの集合写真

１枚は世界遺産と一部メンバー

〔Ｐ８上〕
政治連盟だより
執筆：政連
〔Ｐ９中２／５〕
執筆：長江委員
〔Ｐ９下〕
あとがき
執筆：青山副委員長，長江委員
11 月 16 日（木）

・原稿締め切り

原稿は適宜ドロップボックスへ

・２２Ｗの書式を使う。依頼担当者が書式を送る。
・原稿入稿

11 月 27 日（月）早ければ 11 月 24 日（金）

・総務委員からの発送

仮

平成 30 年１月 12 日（金）

・盈進社のドロップボックスを見てもらうと，校正の流れがわかる。
・青木委員の資料と出来上がった会報誌を見ても，校正途中と完成の違い

がわかる。

【一言】
（小田委員）パス
（甘竹委員）セコムパスポートの更新をして，５年経ったことを感慨深く思った。
（末松委員）自転車同好会の写真に自分も写っている。
目をつぶっていない方の写真がよかった。
→画素数が高い方を選んだ結果。普段からまめに撮影・画素数を上げて撮ることを
心がけた方がよい。
（森下委員）昨年は街頭相談で相談担当であったが，今年は呼びかけ担当。頑張りたい。
（帆苅委員）街頭相談頑張る。
（浅井委員）臨時労働保険指導員は，今年で３回目なので，感謝状がもらえる。連絡はまだ。
（髙木委員）忙しい・・
（山本委員）仕事ぽしゃって忙しい。
・開業部会主催特別研修会（11 月 24 日開催）は，新年号には載らないが，開業部会へ執筆依頼
する。
【次回日程】
平成 30 年１月 17 日（水）18:00～
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