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理 事 長 報 告 

 

第５０代理事長 白石 隆志 

 

 「不撓不屈～無限の可能性へ、新たなる挑戦～」というスロ

ーガンを掲げ、気概と覚悟をもって行動した２０１５年度公益

社団法人今治青年会議所の活動が無事完了したことを心から

御礼申し上げます。これまで先輩方が創りあげた歴史と伝統を

継承し、第５０代理事長として、最後まで役職を全うさせて頂

きました。今治青年会議所のメンバーの皆さんの協力だけでな

く、多くの先輩からご指導、ご鞭撻により最後まで乗り切るこ

とができました。皆さんに感謝の意を込めて、２０１５年度に

おける今治青年会議所の６７名のメンバーで展開した事業を報告させて頂きます。 

 まず、総務例会委員会では、担当常任の黒川副理事長のもと、西部委員長、廣田副委員長の牽

引により、毎月１度の例会を厳粛かつユーモラスな設営を行い、参加したメンバーにとって出席

したい例会を実現しました。残念ながら１００%例会は達成できなかったものの年間を通じて高

い出席率を維持できたのは、総務例会委員会の陰ながらの努力が大きかったと確信しています。

そして、今治青年会議所の取り組みを外部に対して情報発信し、活発な広報活動にも非常に注力

して頂きました。 

 会員拡大委員会では、担当常任の西原副理事長と浅海室長のもと、真鍋委員長、菊地副委員長

の牽引により、会員の量的拡大と新入会員の資質向上を目指した活動をして頂きました。本年度、

今治青年会議所に７名の新入会員を迎えることができましたが、これは、会員拡大委員会のメン

バーが、自分たちが率先して会員拡大の行動をするだけでなく、周りのメンバーを巻き込み、一

丸となって行動できるように働きかけ、多くのメンバーで会員拡大に取り組みことができた証拠

です。また、新入会員には、メンバーの家族とともに、昼食、砥部焼陶芸館での体験、バスの中

でのクイズといった事業を開催して頂き、事業構築の手法や青年会議所の活動など多くの学びや

気付きがあり、その他の現役メンバーは改めて青年会議所の楽しさを感じることができた思い出

に残る時間となりました。 

 会員研修委員会では、担当常任の西原副理事長と廣川室長のもと、豊島委員長、浮穴副委員長

の牽引により、メンバーの資質向上を目指した事業を展開して頂きました。まずは VMVセミナー

を開催し、メンバー全員に対し、青年会議所の本質の確認を徹底して頂き、メンバーにとって青

年会議所の重要なポイントを改めて認識することができました。そして、例会時には、健康、ビ

ジネス、お遍路といった様々な分野での委員会アワーを通じて、メンバーの知識の向上だけでな

く、今後のあらゆる活動のヒントを与えてもらえた機会となりました。また、お遍路の事業では、

１泊２日の会員研修事業を開催して頂き、外国人の方との交流をしながら、巡礼するといった画
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期的な事業であり、会員の資質向上において大きな前進となりました。なお、この事業は、お遍

路を世界遺産登録に向けて活動している四国地区協議会においても注目する事業となり、今治青

年会議所が注目されるようになった一つの要因でもあります。これからもお遍路の世界遺産登録

に向けて今治青年会議所も少しでも協力できるような体制の構築が必要であると確信しました。 

 未来の力育成委員会では、担当常任の木下副理事長と黒瀬室長のもと、近藤委員長、阿部副委

員長の牽引により、「わんぱくきずな塾」を開催して頂き、１泊２日の青少年健全育成事業を通

じて、小学生に新しい学びと気づきをもたらすことができました。交通公園で行った自転車の交

通ルールの勉強について、一方的な説明だけでなく、公園内における体験を通じての学習で非常

に効果的でした。さらにそれを活かして玉川地区におけるサイクリングと続き、参加した小学生

がグループごとに仲間と一生懸命に坂道を登っていく姿に非常に感心させて頂きました。そして

テントで夜を過ごし、２日目には、朝食バイキングに始まり、ブルーベリージャム作り、マスつ

かみ取り、ピザ作り、流しそうめんなど、本当に多くの課題を設け、内容の濃い事業になりまし

た。参加した小学生には、この経験を通じて得たものをこれからの生活の糧として活かして頂き

たいと思います。今回、設営上の関係で定員を設定しましたが、それをはるかに超える申し込み

がありました。参加できなかった小学生には、非常に残念な思いをさせてしまったことが悔やま

れますが、今治青年会議所にとって、青少年育成事業の重要性を再認識し、今後の活動の原動力

としていきたいと思います。 

 地域の魅力創造委員会では、担当常任の木下副理事長と鳥生室長のもと、渡部委員長、神野副

委員長の牽引により、まちづくり事業を展開しました。まずは鈍川地区の活性化を目指したまち

づくり事業を通じて、この地域の魅力を発信し、潜在力を全員で再認識することができました。

この事業では、県内外のモニターの方に参加して頂き、鈍川地区をバスで移動しながら様々な名

所への訪問や様々な体験を通じてモニターの方の発信力でこの地域の魅力を対外発信していく

試みでした。ＴＶ局の方、新聞社の方、旅行会社の方といったモニターの皆さんの反応も非常に

良く、織機体験、レイクリング、猪肉バーベキューなども好評でした。特に渓谷トレッキングは、

参加した皆さんにまた参加したいと思って頂き、魅力を共感しました。２日目には、モニターの

皆さんとの意見交換会を開催し、地域の魅力、可能性、今後の改善点など活発な会議となり、委

員会でまとめた事業の報告書においてもそれらの意見は加味し、報告書の重要性が高まったと思

います。また「鈍川クリエイトプロジェクト」では、鈍川地区において、鈍川夜市を開催し、雨

にも関わらず、多くの市民の方に参加して頂きました。出店して頂いた皆さんにも多くのご協力

を頂きました。そして灯篭や渓谷ライトアップについても雨の効果で幻想的なものとなり、非常

に魅力的な空間となりました。 

 その他にも運営幹事会では、阿曽副専務理事、玉井副専務理事のもと、各運営幹事の牽引によ

り、おんまく祭りの踊りから卒業生とメンバーの交流のために運動会や懇親会を開催するなど活

動を大いに盛り上げて頂きました。 

 そして、今治青年会議所を側面から支えて頂いた白石監事、松田監事には、いつも貴重なご意

見と監事総評をありがとうございました。また出向されたメンバーの方々には、LOMを代表して
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頂き、大変お世話になりました。出向で得た知識と経験を LOMにフィードバックして頂けること

を期待しています。 

 最後になりますが、私の女房役として、各方面で調整を取りながら、苦慮することも多かった

けれども、毅然と職務をこなしてくれた南部専務理事、いつも細かな配慮でフォローをしてくれ

た阿曽副専務理事、自分なりに一生懸命活動した玉井副専務理事、事務関係において最高の安定

力の大澤事務局長、公益法人会計において十分な知識を発揮した八木財政局長には、今治青年会

議所の運営において多大な協力を頂き、私は十分なサポートのもと理事長職をすることができま

した。本当に感謝しています。ありがとうございました。 

 今治青年会議所のメンバー全員に心から感謝を申し上げ、２０１５年度の事業報告とさせて頂

きます。１年間、本当にありがとうございました。 
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26 7 17 木 （公社）今治青年会議所 ７月例会　（立候補所信表明） 今治市民会館
26 8 11 月 （公社）今治青年会議所 次年度常任理事打ち合わせ 今治ＪＣ事務局
26 8 22 金 （公社）今治青年会議所 次年度スタッフ会議 今治ＪＣ事務局
26 8 25 月 （公社）今治青年会議所 次年度常任理事会 今治ＪＣ事務局
26 8 27 水 （公社）今治青年会議所 次年度財務検討会 今治ＪＣ事務局
26 9 4 木 （公社）今治青年会議所 次年度理事予定者セミナー・第１回次年度理事会 今治ＪＣ事務局
26 9 9 火 （公社）今治青年会議所 八木今治ＪＣ初代理事長訪問 今治市
26 9 10 水 （公社）今治青年会議所 次年度理事予定者セミナー・懇親会 今治地場産業、ｍｉｋａｓａ
26 9 16 火 （公社）今治青年会議所 第１回次年度委員会　訪問 各所
26 9 18 木 （公社）今治青年会議所 ９月例会　（次年度理事長報告） 今治市民会館
26 9 22 月 （公社）今治青年会議所 次年度常任理事会 今治ＪＣ事務局
26 9 27 土 愛媛ブロック協議会 次年度会員会議所会議 宇和島市
26 10 2 木 （公社）今治青年会議所 第２回次年度理事会 今治ＪＣ事務局
26 10 11 土 （公社）日本青年会議所 全国大会　（次年度理事長セミナー） 松山市（ひめぎんホール）
26 10 16 木 （公社）今治青年会議所 １０月例会　（次年度理事長報告） 今治市民会館
26 10 17 金 （公社）日本青年会議所 次年度日本出向説明会・懇親会 高知市
26 10 25 土 愛媛ブロック協議会 次年度会員会議所会議 松山市
26 10 27 月 （公社）今治青年会議所 囲碁将棋クラブ　総会 今治市（笹）
26 10 30 木 （公社）今治青年会議所 次年度常任理事会 今治ＪＣ事務局
26 11 4 火 （公社）今治青年会議所 第３回次年度理事会 今治ＪＣ事務局
26 11 6 木 （公社）今治青年会議所 歴代理事長会議 今治市（はな亭）
26 11 8 土 愛媛ブロック協議会 新旧合同会議・懇親会 伊予市
26 11 10 月 その他 愛媛経済レポート　取材 今治市
26 11 10 月 しまなみ３ＪＣ 新旧引継会 広島県因島市
26 11 15 土 今治青年会議所シニアクラブ 役員打ち合わせ 今治国際ホテル
26 11 16 日 四国地区協議会 本次年度会議・懇親会 高知市
26 11 18 火 理事長公職 今治市青少年問題協議会 今治市青少年センター
26 11 20 木 （公社）今治青年会議所 １１月例会・総会　（次年度理事長報告） 今治市民会館
26 11 21 金 （公社）今治青年会議所 次年度常任理事会 今治ＪＣ事務局
26 11 25 火 その他 愛媛新聞　元旦掲載年賀文章の作成 今治市
26 11 26 水 今治寿太鼓保存会 総会 今治国際ホテル
26 11 27 木 （公社）今治青年会議所 スポーツクラブ　総会・懇親会 今治市内　（ボーリング、焼肉忠）
26 12 2 火 （公社）今治青年会議所 第４回次年度理事会 今治ＪＣ事務局
26 12 7 日 （公社）今治青年会議所 じゃがいもクラブ　総会・懇親会 レストランＰｅｐｅ
26 12 10 水 その他 愛媛経済レポート広告（愛媛ブロック）打ち合わせ 今治市
26 12 18 木 （公社）今治青年会議所 １２月例会・忘年会　（次年度理事長挨拶） 今治国際ホテル
26 12 19 金 今治青年会議所シニアクラブ 忘年会 ホテル菊水
26 12 27 土 今治寿太鼓保存会 今治寿太鼓保存会　練習見学 波方八幡神社
26 12 31 水 今治寿太鼓保存会 吹揚神社挨拶　（午前中） 吹揚神社
26 12 31 水 （公社）今治青年会議所 第１回常任理事会 今治ＪＣ事務局
26 12 31 水 （公社）今治青年会議所 吹揚神社にて祈祷、今治寿太鼓初打ち見学 吹揚神社
27 1 1 木 その他 今治市新春交礼会 今治国際ホテル
27 1 5 月 （公社）今治青年会議所 第１回理事会・新年会 今治ＪＣ事務局、笹
27 1 7 水 （公社）今治青年会議所 幹事会　訪問 今治市
27 1 9 金 理事長公職 近見山美化推進協議会 今治市役所
27 1 13 火 その他 今治市長表敬訪問 今治市役所
27 1 17 土 愛媛ブロック協議会 第１回会員会議所会議・懇親会 八幡浜市（センチュリーホテルイトー）
27 1 19 月 今治青年会議所シニアクラブ 新年会 ホテル菊水
27 1 20 火 他ＬＯＭ （公社）松山青年会議所　賀詞交歓会 松山市（大和屋本店）
27 1 22 木 （公社）今治青年会議所 １月例会・総会 今治市民会館
27 1 23 金 四国地区協議会 四国地区会員会議所会議、地区ナイト 京都市（京都国際会館）
27 1 23 金 （公社）日本青年会議所 日本ＪＣ出向メンバーの委員会への挨拶 京都市（京都国際会館）
27 1 24 土 全城連 全国城下町連絡協議会会議 京都市（アピカルイン京都）
27 1 24 土 （公社）日本青年会議所 フォーラム・第１４７回総会・理事長セミナー 京都市（京都国際会館）
27 1 25 日 （公社）日本青年会議所 新年会（会頭挨拶） 京都市（京都国際会館）
27 1 30 金 （公社）今治青年会議所 第２回常任理事会 今治ＪＣ事務局
27 2 5 木 （公社）今治青年会議所 第２回理事会 今治ＪＣ事務局
27 2 8 日 愛媛ブロック協議会 ブロック大会記念事業（愛媛マラソン） 松山市
27 2 14 土 愛媛ブロック協議会 会員会議所会議・ブロック協議会・懇親会 松山市
27 2 15 日 四国地区協議会 会員会議所会議・地区協議会・懇親会 高知市
27 2 17 火 （公社）今治青年会議所 昼常任理事会 今治ＪＣ事務局
27 2 18 水 今治青年会議所シニアクラブ 交流例会 今治国際ホテル
27 2 19 木 （公社）今治青年会議所 ２月例会 今治市民会館
27 2 27 金 （公社）今治青年会議所 第３回常任理事会 今治ＪＣ事務局
27 3 5 木 （公社）今治青年会議所 第３回理事会 今治ＪＣ事務局
27 3 7 土 その他 「瀬戸内しまのわ２０１４」民間企画イベント関係者交流会 今治西部丘陵公園
27 3 13 金 他ＬＯＭ 松山ＪＣ、西条ＪＣ、今治ＪＣ　会員拡大委員会合同委員会 松山市
27 3 17 火 （公社）今治青年会議所 昼常任理事会 今治ＪＣ事務局
27 3 19 木 （公社）日本青年会議所 会頭訪問 松山市（大和屋本店）
27 3 20 金 （公社）今治青年会議所 ３月例会 今治市民会館
27 3 22 日 （公社）日本青年会議所 第１４８回総会 横浜市（パシフィコ横浜）
27 3 28 土 愛媛ブロック協議会 会員会議所会議・懇親会 四国中央市（紙資料博物館）
27 3 31 火 （公社）今治青年会議所 第４回常任理事会 今治ＪＣ事務局
27 4 6 月 （公社）今治青年会議所 第４回理事会 今治ＪＣ事務局
27 4 10 金 （公社）今治青年会議所 会員研修委員会事業（ＶＭＶセミナー）、懇親会 今治市民会館、ｍｉｋａｓａ
27 4 14 火 （公社）今治青年会議所 昼常任理事会 今治ＪＣ事務局
27 4 16 木 理事長公職 今治市総合計画市民検討会議 今治市役所
27 4 16 木 （公社）今治青年会議所 ４月例会 今治市民会館
27 4 19 日 （公社）今治青年会議所 今治ＪＣじゃがいも大会（今治ＪＣ理事長杯）表彰式 北条カントリークラブ
27 4 21 火 （公社）今治青年会議所 今治ＪＣ入会希望者説明会 今治市内（笹）
27 4 23 木 理事長公職 今治市郷土奉仕活動推進協議会 今治市総合福祉センター
27 4 23 木 理事長公職 今治市総合計画市民検討会議 今治市役所
27 4 26 日 愛媛ブロック協議会 会員会議所会議 西条市
27 4 26 日 他ＬＯＭ （一社）西条青年会議所　統合１０周年記念式典・祝賀会 西条市
27 4 28 火 理事長公職 いまばり日曜朝市実行委員会 今治市役所
27 4 30 木 （公社）今治青年会議所 第５回常任理事会 今治ＪＣ事務局
27 5 2 土 愛媛ブロック協議会 憲法事業 松山市

２０１５年度理事長（次年度理事長予定者及び２０１６年度直前理事長予定者の活動を含む）活動記録
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27 5 7 木 （公社）今治青年会議所 八木今治ＪＣ初代理事長訪問（創立５０周年の相談） 今治市
27 5 7 木 （公社）今治青年会議所 第５回理事会 今治ＪＣ事務局
27 5 8 金 四国地区協議会 四国地区会長来訪 今治ＪＣ事務局
27 5 9 土 他ＬＯＭ 土佐清水青年会議所　創立５０周年記念式典・懇親会 高知県土佐清水市
27 5 11 月 理事長公職 今治市民のまつり振興会実行委員会 今治商工会議所
27 5 14 木 （公社）今治青年会議所 会員拡大委員会オブザーバー参加（入会候補者出席） 今治ＪＣ事務局
27 5 17 日 理事長公職 ボーイスカウト・ガールスカウト・海洋少年団合同入団式 今治市総合福祉センター
27 5 18 月 理事長公職 愛媛つなぐえひめ国体今治市実行委員会 今治国際ホテル
27 5 19 火 （公社）今治青年会議所 昼常任理事会 今治ＪＣ事務局
27 5 19 火 今治青年会議所シニアクラブ 例会訪問　（会員拡大ＰＲ） 今治市内（はな亭）
27 5 19 火 （公社）今治青年会議所 スポーツクラブ　（野球） グリーンピア玉川
27 5 21 木 （公社）今治青年会議所 ５月例会 今治市民会館
27 5 23 土 他ＬＯＭ （一社）大洲青年会議所　創立６０周年記念式典・祝賀会 大洲市内
27 5 28 木 理事長公職 今治市交通安全推進協議会総会 今治市民会館
27 5 29 金 （公社）今治青年会議所 第６回常任理事会 今治ＪＣ事務局
27 5 30 土 愛媛ブロック協議会 会員会議所会議・懇親会 宇和島市内
27 6 1 月 理事長公職 今治市民のまつり振興会総会 今治市民会館
27 6 3 水 今治市地方観光協会 社員総会 今治国際ホテル
27 6 5 金 （公社）今治青年会議所 第６回理事会 今治ＪＣ事務局
27 6 16 火 （公社）今治青年会議所 昼常任理事会 今治ＪＣ事務局
27 6 18 木 （公社）今治青年会議所 ６月例会 今治市民会館
27 6 19 金 （公社）今治青年会議所 スポーツクラブ　（ヨガ） グリーンピア玉川
27 6 27 土 愛媛ブロック協議会 ＪＣカップ（愛媛予選）設営、理事長チーム出場 西条市ビバスポルディア
27 6 28 日 愛媛ブロック協議会 会員会議所会議・ブロック大会式典・懇親会、ＬＯＭナイト 松山市（全日空ホテル松山　他）
27 6 30 火 （公社）今治青年会議所 第７回常任理事会 今治ＪＣ事務局
27 7 1 水 理事長公職 今治シティマラソン　打ち合わせ 今治市役所
27 7 1 水 その他 みなと再生プロモーション事業会議 港湾ビル
27 7 3 金 四国地区協議会 会員会議所会議・懇親会 宇和島市
27 7 4 土 四国地区協議会 四国地区大会・懇親会・愛媛ブロックナイト 宇和島市
27 7 6 月 （公社）今治青年会議所 第７回理事会 今治ＪＣ事務局
27 7 7 火 理事長公職 今治市勤労青少年ホーム運営委員会　打ち合わせ 今治市役所
27 7 12 日 （公社）今治青年会議所 今治市民大清掃（鈍川）、青少年育成事業自転車試走 今治市内
27 7 13 月 （公社）今治青年会議所 青少年育成事業（わんぱくきずな塾）保護者説明会 富田公民館
27 7 14 火 （公社）今治青年会議所 昼常任理事会 今治ＪＣ事務局
27 7 16 木 理事長公職 今治市勤労青少年ホーム運営委員会（副会長） 今治市勤労青少年ホーム
27 7 16 木 （公社）今治青年会議所 ７月例会・総会 今治市民会館
27 7 18 土 （公社）日本青年会議所 サマーコンファレンス 横浜市（パシフィコ横浜）
27 7 19 日 （公社）日本青年会議所 サマーコンファレンス 横浜市（パシフィコ横浜）
27 7 22 水 その他 今治市倫理法人会　（モーニングセミナー講師） 今治国際ホテル
27 7 22 水 （公社）今治青年会議所 おんまく踊り練習 今治市内
27 7 23 木 （公社）今治青年会議所 会員拡大委員会　新入会員オリエンテーション 今治ＪＣ事務局
27 7 25 土 愛媛ブロック協議会 会員会議所会議・会員拡大セミナー・懇親会 大洲市
27 7 30 木 その他 ＩＣＰＣ事業　打ち合わせ(田中先輩） 今治市内
27 7 31 金 （公社）今治青年会議所 第８回常任理事会 今治ＪＣ事務局
27 8 1 土 理事長公職 おんまく祭り（祈願祭、開会セレモニー、ダンス採点・総評） 今治市内
27 8 5 水 （公社）今治青年会議所 第８回理事会 今治ＪＣ事務局
27 8 6 木 （公社）今治青年会議所 愛媛新聞　取材（創立５０周年について） 今治市内
27 8 8 土 （公社）今治青年会議所 青少年育成事業　（わんぱくきずな塾） 今治市内
27 8 9 日 （公社）今治青年会議所 青少年育成事業　（わんぱくきずな塾）、打ち上げ 今治市内
27 8 11 火 （公社）今治青年会議所 鈍川夜市　出店者説明会 今治市内（せせらぎ交流館）
27 8 12 水 （公社）今治青年会議所 スポーツクラブ　（カッター大会練習） 今治市内
27 8 18 火 （公社）今治青年会議所 昼常任理事会 今治ＪＣ事務局
27 8 19 水 （公社）今治青年会議所 スポーツクラブ　（カッター大会練習） 今治市内
27 8 20 木 （公社）今治青年会議所 ８月例会・懇親会　（愛媛ブロック会長訪問） 今治市民会館
27 8 22 土 愛媛ブロック協議会 会員会議所会議・懇親会 松山市
27 8 22 土 四国地区協議会 お遍路文化発信委員会事業（愛媛編） 松山市
27 8 23 日 （公社）今治青年会議所 まちづくり事業　鈍川地区清掃活動 今治市内
27 8 23 日 その他 今治市民カッター大会 今治市内
27 8 27 木 （公社）今治青年会議所 会員拡大委員会　入会候補者食事会 今治市内
27 8 28 金 （公社）今治青年会議所 まちづくり事業　（準備） 今治市内
27 8 29 土 （公社）今治青年会議所 まちづくり事業　（モニター同行、鈍川夜市） 今治市内
27 8 30 日 （公社）今治青年会議所 まちづくり事業　（意見交換会）、打ち上げ 今治市内
27 8 31 月 （公社）今治青年会議所 第９回常任理事会 今治ＪＣ事務局
27 9 3 木 （公社）今治青年会議所 第１回次年度理事予定者会議・懇親会 今治市内
27 9 5 土 （公社）今治青年会議所 研修事業　（ＨＥＮＲＯ） 今治市内
27 9 6 日 （公社）今治青年会議所 研修事業　（ＨＥＮＲＯ）、打ち上げ 今治市内
27 9 7 月 （公社）今治青年会議所 第９回理事会 今治ＪＣ事務局
27 9 12 土 他ＬＯＭ （公社）新居浜青年会議所　創立５０周年記念式典・懇親会 新居浜市
27 9 15 火 （公社）今治青年会議所 昼常任理事会 今治ＪＣ事務局
27 9 15 火 （公社）今治青年会議所 スポーツクラブ　（ヨガ） グリーンピア玉川
27 9 16 水 （公社）今治青年会議所 八木今治ＪＣ初代理事長訪問 今治市内
27 9 17 木 （公社）今治青年会議所 ９月例会 今治市民会館
27 9 25 金 （公社）日本青年会議所 全国大会東北八戸大会　（総会、大懇親会） 青森県八戸市
27 9 26 土 （公社）日本青年会議所 全国大会東北八戸大会　（大会式典、卒業式、ＬＯＭナイト） 青森県八戸市、盛岡市
27 9 27 日 （公社）日本青年会議所 全国大会東北八戸大会 青森県盛岡市
27 9 30 水 理事長公職 今治市新春交礼会準備会 今治市内（今治国際ホテル）
27 9 30 水 （公社）今治青年会議所 第１０回常任理事会 今治ＪＣ事務局
27 10 1 木 その他 富良野グループ公演「屋根」説明会 今治西部丘陵公園
27 10 1 木 理事長公職 今治シティマラソン　実行委員会 今治市民会館
27 10 1 木 （公社）今治青年会議所 第２回次年度理事予定者会議 今治ＪＣ事務局
27 10 4 日 理事長公職 今治シティマラソン　（来賓、スターター、表彰） 今治市内
27 10 5 月 （公社）今治青年会議所 第１０回理事会 今治ＪＣ事務局
27 10 7 水 理事長公職 近見山美化推進協議会 今治市役所
27 10 9 金 （公社）今治青年会議所 囲碁将棋クラブ 今治市内（ホテル菊水）
27 10 13 火 （公社）今治青年会議所 昼常任理事会 今治ＪＣ事務局
27 10 15 木 （公社）今治青年会議所 １０月例会 今治市民会館
27 10 16 金 その他 まちづくりについての意見交換 今治北高校
27 10 17 土 しまなみ３ＪＣ 交流会・懇親会 尾道市内
27 10 18 日 （公社）今治青年会議所 会員拡大委員会新入会員による事業、打ち上げ 今治市、松山市
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27 10 24 土 愛媛ブロック協議会 会員会議所会議・懇親会 今治市内
27 10 30 金 （公社）今治青年会議所 第１１回常任理事会 今治ＪＣ事務局
27 11 1 日 （公社）今治青年会議所 卒業生との交流事業・懇親会（幹事会運営） 今治市内
27 11 2 月 （公社）今治青年会議所 第３回次年度理事予定者会議 今治ＪＣ事務局
27 11 4 水 （公社）今治青年会議所 今治寿太鼓保存会　総会 今治国際ホテル
27 11 5 木 （公社）今治青年会議所 第１１回理事会 今治ＪＣ事務局
27 11 8 日 （公社）今治青年会議所 ライダーズクラブ　しまなみ原付ツーリング 今治～とびしま海道
27 11 9 月 （公社）今治青年会議所 歴代理事長会議 今治市内（はな亭）
27 11 10 火 （公社）今治青年会議所 愛媛県立ち入り検査 今治ＪＣ事務局
27 11 10 火 しまなみ３ＪＣ 新旧引継会 今治市内
27 11 13 金 （公社）今治青年会議所 スポーツクラブ　ボーリング・総会・懇親会 今治市内（桑名ボウル）
27 11 15 日 四国地区協議会 本次年度会議・懇親会 高松市
27 11 17 火 （公社）今治青年会議所 昼常任理事会 今治ＪＣ事務局
27 11 19 木 （公社）今治青年会議所 １１月例会・総会 今治市民会館
27 11 22 日 その他 ツールド玉川 今治市内
27 11 22 日 他ＬＯＭ （一社）東かがわ青年会議所創立３０周年記念式典・懇親会 香川県東かがわ市
27 11 26 木 （公社）今治青年会議所 会員拡大委員会　忘年会 今治市内
27 11 28 土 愛媛ブロック協議会 会員会議所会議・新旧合同会議・懇親会・ＬＯＭナイト 松山市
27 11 30 月 （公社）今治青年会議所 第１２回常任理事会 今治ＪＣ事務局
27 12 3 木 （公社）今治青年会議所 第４回次年度理事予定者会議 今治ＪＣ事務局
27 12 5 土 愛媛ブロック協議会 会員会議所会議・懇親会 松山市
27 12 6 日 理事長公職 瀬戸内しまなみ大使選考会 今治商工会議所
27 12 6 日 （公社）今治青年会議所 じゃがいもクラブ　ゴルフ・総会・懇親会 レストランＰｅｐｅ
27 12 7 月 （公社）今治青年会議所 第１２回理事会・忘年会 今治ＪＣ事務局
27 12 15 火 （公社）今治青年会議所 昼常任理事会 今治ＪＣ事務局
27 12 17 木 （公社）今治青年会議所 １２月例会・卒業式・忘年会 今治国際ホテル
27 12 19 土 今治青年会議所シニアクラブ 忘年会 ホテル菊水
27 12 24 木 （公社）今治青年会議所 ２０１５年度監査・事務局掃除 今治ＪＣ事務局
27 12 29 火 （公社）今治青年会議所 第１３回常任理事会・忘年会 今治ＪＣ事務局
28 1 1 金 その他 新春交礼会 今治国際ホテル
28 1 5 火 直前理事長 ２０１６年度　理事会 今治ＪＣ事務局
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副 理 事 長 報 告 

 

副理事長 黒川 泰伸 

 

２０１５年度、「不撓不屈 ～無限の可能性へ、新たなる挑戦～」のスローガンの下、副理事

長として総務例会委員会を担当いたしました。まずは、私に副理事長の大役をお任せいただいた

白石理事長に心より感謝を申し上げます。 

総務例会委員会は、西部委員長が委員会基本方針に掲げた「例会出席率１００％」を達成する

べく、委員会回りを行い例会への出席依頼をするなどの工夫を続けました。誠に残念ながら出席

率１００％を達成することはできませんでしたが、１年間を通じた例会の出席率は非常に高く推

移いたしました。また、例会内では「The Quarter」を実施し、メンバー間の交流並びに団結力

強化を図りました。更に４月例会委員会アワーを担当し、創立４０周年に作成された「今治未来

ビジョン」を掘り起こし、直前に迫った創立５０周年に向けた気運の醸成を図りました。「今治

未来ビジョン」を知らない現役メンバーが多くいることに着目し、当時作成に尽力された竹中先

輩を訪問することにより作成の経緯や思いを知ることができました。また、総務例会委員会は（公

社）今治青年会議所に関する積極的な情報発信の源となるべく、ホームページの管理・運用を行

いました。一年間を通じて小まめな更新はできませんでしたので、次年度以降の課題であると認

識しております。 

 次年度段階から始まる、総合基本資料や例会・理事会アイテムの作成準備、そして１月～１２

月までの例会の設営・運営等がある中、総務例会員会は常に忙しく常に気の抜けない委員会です。

２０１５年度総務例会委員会は、委員会の柱である西部委員長を、廣田副委員長、吉本幹事が常

にサポートし、白石卒業生を大事にし、明るく楽しい委員会運営ができました。委員会三役とメ

ンバーの皆さま、お疲れ様でした。今後の益々の活躍をお祈りしております。 
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副 理 事 長 報 告 

 

副理事長 西原孝太郎 

 

 「不撓不屈～無限の可能性へ、新たなる挑戦～」という白石理事長のスローガンのもと、一年間組織拡

大室並びに組織強化室の担当副理事長を務めさせて頂きました。担当させていただいた委員会は会員拡大

委員会と会員研修委員会でした。２委員会を担当させていただく難しさを改めて感じ、そのような学びと

自己成長の機会を与えていただいた白石理事長に感謝申し上げます。 

未熟な私を一年間支えていただいた、浅海組織拡大室長、廣川組織強化室長にも深く感謝いたします。２

０１５年度を大過なく終えることができたのも、両室長が常に委員長の支えになり献身的にサポートして

くれたからだと心から思っています。 

会員拡大委員会では、真鍋委員長、菊地副委員長のもとで主に会員拡大の推進及び新入会員による事業の

企画運営をして頂きました。今年度は７名の新たな仲間を迎え入れることができ、久しぶりの純増という

結果を残すことができました。真鍋委員長の強いリーダーシップのもと、菊地副委員長の女性会員ならで

はのきめ細やかな心配りとともに﨑山幹事との３名の団結力で楽しい委員会運営ができたと感じています。

２月に行った例会委員会アワーでは、荒木先輩を含めた歴代会員拡大委員長のご協力のもと、拡大意識の

向上に繋がる事業を開催していただきました。また、新入会員による事業では砥部焼絵付け体験を通じて

久しぶりの家族会によってメンバー間の親睦が図れたとともに、事業設営を通じて新入会員同士の絆が一

気に深まったと実感しています。次年度以降もさらに活躍するものと期待しています。 

会員研修委員会では、豊島委員長、浮穴副委員長を中心に、さらにフル活躍の山本幹事が上手くムードメ

ーカーとして委員会を盛り上げ、近年稀に見ぬ活発な委員会運営ができたと思います。卒業生として松田

監事が献身的にサポートしてくれた事も本当に心強く有り難いと感謝いたします。３回の例会委員会アワ

ーを企画運営しながら内容の濃い対内研修事業を開催し、それらを弾みにして対外研修事業として外国人

を巻き込んでお遍路文化を力強く発信する事業を開催していただきました。事業実施に至るまでに、委員

会メンバー一丸となって豊島委員長を支え、それに応えるように委員長が見違えるほどにリーダーシップ

を発揮している姿を見て、この委員会に関わることができて本当に良かったと心の底から思いました。正

副幹がまさに一体となって委員会メンバー全員を巻き込む工夫をし、さらに全メンバーへの積極的な呼び

かけをする努力も怠らず、全ての事に全力で取り組んだからこそできた素晴らしい事業だったと感じてい

ます。ほぼ全ての委員会メンバーは、来年もそれぞれの立場で色んな役目を担う事になります。これも委

員会運営が素晴らしかったからに他なりません。豊島委員長におかれましてもこの経験を糧に来年は四国

地区の委員長として更にご活躍されることを期待しています。 

最後に、私自身はこれら素晴らしい２委員会の担当副理事長をさせていただくと共に、ブロック推薦にて

(公社)日本青年会議所の地域グループ・「真の復興」推進委員会にブロック推薦委員として出向の機会をい

ただき、全国に新たな仲間ができた上に自己の成長に繋がる様々な経験をさせていただきました。この貴

重な経験を少しでもＬＯＭメンバーにお返しができるよう次年度以降も精一杯努力いたします。 

この一年間ご協力頂いた全てのメンバーに感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 
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副 理 事 長 報 告 

 

副理事長 木下  誠 

 

本年、白石理事長の掲げた「不撓不屈～無限の可能性へ新たなる挑戦～」のスローガンのもと、

副理事長の役職を務めさせていただきました。ずっと事業系の委員会で活動したいと言っていた

私に青少年育成の次世代創造室とまちづくりの地域創造室を担当する副理事長の大役を任命し

ていただいた白石理事長には心より感謝申し上げます。 

私自身、事業系の委員会は経験が少なく的確なアドバイスはあまり出来なかったかもしれませ

んが、黒瀬次世代創造室長と鳥生地域創造室長に支えられながら何とか無事に一年間役を全うす

る事が出来たと思います。両室長にはいろいろと苦労かけた部分もあったかもしれませんが本当

にありがとうございました。 

未来の力育成委員会では、近藤委員長、阿部副委員長、白石幹事のもと次代を担う子供たちの

健全な育成をするべく委員会を運営していただきました。今年で８回目を数える「わんぱく！『き

ずな』塾～できっこないをやらなくちゃ～」では、子供たちに大きな夢や希望・痛みや喜びを分

かち合える仲間作りや他者を思いやり尊重出来る心を持ってもらえる事業が出来たと思います。

ここ数年にない二日間素晴らしい天候に恵まれたことは、委員長を中心に委員会が一つにまとま

った結果だと思います。自分の思いを貫いた委員長をしっかり者の副委員長が時にハゲ・・厳し

く時にやさしく的確に支え、あきれるくらい真面目な白石幹事がずっと二人に添い寝・・ついて

いき・・・、正副幹の強固な絆が委員会の結束につながったんだと思います。 

地域の魅力創造委員会では、渡部委員長、神野副委員長、長野幹事のもと笑顔溢れる地域の創

造をするべく委員会を運営していただきました。近年、全国的にも注目されている今治の新たな

地域の魅力を市民と共に創造・発信する為に「鈍川クリエイトプロジェクト」を開催していただ

きました。事業内のツアー内容を明徳短期大学の生徒さんと考え、ライトアップでは地元の小・

中学校の生徒さんに協力してもらい灯籠を作成し、鈍川夜市では地元の団体・企業のみなさまに

協力してもらったりと正に地域と共にまちづくりが行える事業が出来たと思います。モニターに

各分野のプロの方に参加者して頂き情報を発信してもらったのは今後の事業の参考になったの

ではないかと思います。やる気が空回りする渡部委員長をドラえも・・同期の神野副委員長が一

緒に空回りし、何事にも前向きな長野幹事が支え・・、ほっておけない正副幹だったからこそ委

員会メンバーが一生懸命支えてくれたと思います。ただ、三役が毎晩深夜まで頑張っている姿は

素晴らしかったと思います。 

最後に、一年間共に活動してくれた今治青年会議所メンバーの皆様、本当にありがとうござい

ました。JC 最後の年にみんなと活動出来たこの一年は本当に楽しい JC になりました。今思う

事は、JC は卒業せないかん。一人で頑張り過ぎず、みんなで頑張って JC を楽しんで卒業して

下さい。 

本当に１０年間お世話になりました。ありがとうございました。 
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常 任 理 事 報 告 

 

専務理事 南部 吉信 

 

不撓不屈～無限の可能性へ、新たなる挑戦～のスローガンのもとに、専務理事という大役を与

えていただきました白石理事長には心より感謝申し上げます。入会３年目にして、このような貴

重な経験をさせていただいたこと、本当にありがとうございました。理事長を支え、対外折衝、

そして、ＬＯＭのために一生懸命行動することが自分自身の役割であると自らのやる気を喚起し、

自らを鼓舞し続けて一年間活動して参りました。 

 ２０１５年度をふり返ってみますと、対内においては、４月に、日本青年会議所より講師を

お招きしての研修事業（ＶＭＶセミナー）、８月には、青少年育成事業のわんぱく！『きずな』

塾、同じ８月に、鈍川地域の活性化をテーマとしたまちづくり事業の鈍川クリエイトプロジェク

ト、９月には、お遍路文化を活用した研修事業の「ＨＥＮＲＯ～A journey of the Soul～」等、

参加者の記憶にこれからも残るであろう、魅力的な事業が開催されました。各委員会委員長、そ

してメンバーの皆様が一致団結し、それぞれが可能性へ挑戦した、素晴らしい委員会事業が行え

たのではないかと思っております。 

 また対外においては、年初の京都会議から始まり、ブロック大会記念事業（愛媛マラソン支

援事業）、西条青年会議所 統合１０周年、土佐清水青年会議所 創立５０周年、大洲青年会議所 創

立６０周年、ブロック大会記念式典（松山大会）、地区大会（宇和島大会）、サマーコンファレン

ス、全国大会（東北八戸大会）、地区・ブロックの本次年度合同会議など、メンバーの皆様には

多くのご登録をお願いし、時間的にも金銭的にも大変ご負担をお掛けしました。これらの行事に、

多くのメンバーに参加をいただくことができたのは、各委員会委員長を中心とした三役の連携、

そして、メンバー間の信頼関係の素晴らしさ、今治青年会議所の固い結束があったおかげだと思

っております。また、常任理事のお力添えも私には、大変大きかったと思います。木下副理事長、

黒川副理事長、西原副理事長には、いつも的確な助言をいただき、最後まで精神的なフォローを

していただきました。そして、浅海室長、廣川室長、黒瀬室長、鳥生室長には常任理事会と委員

会の調整役として、各委員会をより良い方向に導いていただきました。最後に、同じスタッフと

して支え合ってきた八木財政局長、大澤事務局長には、様々な相談にもいつも耳を傾けていただ

きました。阿曽副専務、玉井副専務には、ＬＯＭ内の取りまとめ、幹事会の運営など、至らぬ私

の補佐役としてしっかりとサポートをしていただきました。この４人の支えがあって、この一年

を充実した日々にすることができました。本当にありがとうございました。 

 私自身、専務理事としての役を充分に果たせたかどうかは疑問に感じるところではあります

が、多くのことを学ばせていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。皆様のおかげで貴重な経験

をさせていただいたこと、また支えてくださいましたことに心よりお礼申し上げます。 

 一年間本当にありがとうございました。そして今後ともよろしくお願い致します。 
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常 任 理 事 報 告 

 

財政局長 八木 健吾 

 

本年、「不撓不屈 ～無限の可能性へ、新たなる挑戦～」というスローガンの下、財政局長の

任を務めさせて頂きました。まず、入会三年目でＪＡＹＣＥＥとしての経験も浅い私に、このよ

うな大役を任せて頂いた白石理事長に心から感謝申し上げます。運営スタッフの皆様の手を借り

ながらではありますが、何とか役目を全う出来たのではないかと思います。 

財政局長の職務と致しましては、財務検討会を開催し、各委員会から上程された議案について、

財務資料の確認・公益性の検討を行いました。まず、財務資料の確認についてですが、わんぱく

の決算議案について金額の誤りがあり、議案の取り下げ、再審議となり近藤未来の力育成委員長

をはじめとする皆様にご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。今後こういったこと

が無いようにするためには、ＬＯＭの議案上程マニュアルをメンバー全員がきちんと理解し、遵

守することが必要であると感じました。次に、公益性の検討について、「鈍川クリエイトプロジ

ェクト」のモニターの募集方法・外部への発信方法について公益性の観点から意見を述べさせて

頂きました。渡部地域の魅力創造委員長におかれましては、事業を実施するだけで大変な中ご対

応頂き、誠にありがとうございました。公益法人を運営していく中では法律上、会計上で種々の

制約があります。適切な事業の実施のためご協力頂いた各委員会の皆様に、深く御礼申し上げま

す。 

昨年までは、フロアメンバーとして時間があれば事業に参加するだけでしたが、今年は常任理

事の一人として各種会議や事業に積極的に参加するように努力致しました。私の立場でもしんど

い、面倒くさいと思う時が多々ありました。理事長・専務理事のお二人は、はるかに多くのＪＣ

活動に参加された上での、仕事との両立であり、率直にすごいと感じました。また、ＪＣ内部の

運営方法を全く分かっていなかった私に多くの助言を下さった大澤事務局長に心より感謝申し

上げます。 

昨年、白石理事長からご指名を受けたときは、右も左もわからない中で深く考えることもなく

役職を受けてしまいました。ＪＣで拘束される時間も急激に増え、後悔したこともありましたが、

今となっては良い経験になったと思っております。成長の機会を与えて頂いたこと、改めて白石

理事長に感謝申し上げます。メンバーの中には理事会について全く知らない・興味もないといっ

た方もいらっしゃると思います。私も役職を受け参加するまでは、資料がメール配信されている

ことすら知りませんでした。皆様、機会がありましたら資料に目を通して下さい。自分達の事業

がどういった流れで計画から実施まで至るのかを知ることは、今後の青年会議所活動に非常に役

立つと思います。 

最後になりますが、一年間本当にありがとうございました。そして、お疲れ様でした。 
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常 任 理 事 報 告 

 

事務局長 大澤匠之輔 

 

本年度、白石理事長より事務局長の役を拝命し一年間活動させて頂きましたが、まずは大役を

任命頂いた白石理事長を事務面からしっかりと支えよう、またスタッフサイドとしてもしっかり

活動しようということを心掛けて活動して参りました。その一年間の活動の結果を、以下に報告

致します。 

まずは、事務局長として一年間、常任理事会資料と理事会資料の配信をしました。担当常任理

事の皆様のおかげで最後まで無事に配信できたことを御礼申し上げます。しかし、幾度か配信が

ぎりぎりとなってしまった回、配信データ容量が大きくご迷惑をお掛けしたこともありました。

事務局長として事前にもう少しフォローが出来なかったか、事務局としてはもう少し厳しさが必

要だったのではないかと反省しています。皆さんから見て一年間飄々と何の問題もなく準備をす

ることが事務局の理想であり目標でしたが、振り返ってみると反省ばかり出て来ます。とはいえ、

何とか最後まで議事資料を用意出来たことには、現在ほっと胸を撫で下ろしています。反省点に

つきましては、次年度以降の事務局に参考にして頂きたいと思います。 

次に、常任理事としての報告ではありませんが、２０１６年に今治青年会議所が５０周年を迎

えるにあたって本年はその準備段階として周年準備特別委員会が開設され、私はその特別委員長

もやらせて頂きました。大変やりがいのある職であり、一年間携われて感謝しております。１０

年前の資料を掘り起こして手探りでの準備ということで例年通りではないことも多くなかなか

大変に思うこともありましたが、これも白石理事長を始め周りの方々に助けて頂いたおかげで、

何とか来年の開催につながるように準備することが出来ました。開催日の選定、大枠での費用の

見積もりや式典等の開催の流れを把握し来年への引継ぎ事項として残しています。皆様のおかげ

で今治ＪＣ内では来年の創立５０周年記念大会への意識も高まって来ているように感じます。来

年は実行委員会としていよいよ本番へ臨みますが、今年の準備内容が役立つこと、また何より大

会が成功に終わることを心より願っています。 

また、冒頭にてスタッフとしてしっかりしようと述べましたが、実際には自分一人では至らな

い所も多く、一年間ご一緒させて頂いた南部専務理事、八木財政局長、阿曽副専務理事、玉井副

専務理事に改めて感謝申し上げます。 

最後に、何より事務局長という大役を一年間やらせて頂いた白石理事長に重ねて感謝を申し上

げます。至らない所も多かったですが一年間使って頂き本当にありがとうございました。そして

一年間ご協力頂いた今治青年会議所のメンバーの全ての皆様に感謝申し上げて私からの報告と

させていただきます。一年間、本当にありがとうございました。 
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常 任 理 事 報 告 

 

組織拡大室長 浅海 裕也 

 

２０１５年度会員拡大委員会の担当常任として不慣れな事が多く本当に迷惑をかけたと思い

ますが、１年間終えられたのも白石理事長を初め今治青年会議所メンバーの多大なるご協力とご

指導あってのことと深く感謝するとともにお詫び申し上げこの１年間楽しく過ごすことができ

ました。 

本年度の会員拡大委員会は、毎年多くの今治青年会議所メンバーが卒業していく中で本年度は

４人と少ない卒業生で真鍋委員長率いる若い委員会メンバーで今年こそは【今治青年会議所メン

バー純増】を合言葉に次年度段階より会員拡大推進について取り組んで参りました。次年度段階

ではリストアップを図り多くの候補者を知り、京都会議・愛媛ブロックでの各種会員拡大セミナ

ーで会員拡大推進について学び、入会希望者説明会で入会希望者と直接対話をして、７名の新入

会員を入会式で迎え入れてその新入会員による事業として今治青年会議所メンバー・その家族と

共に砥部焼き体験等新入会員が中心となって事業を行い今治青年会議所メンバー・その家族間の

懇親や事業に対する姿勢等多くのことを経験できたすばらしい事業になりました。そのどれもが

若い意見の元今までと違った発想で楽しく活動できたと思います。１つ反省するとしたら私が会

員拡大委員長のときにもできなかった全メンバーと一丸となって会員拡大を行えなかったこと

だと思います。意識は持っていただいていてもそれを行動に移して貰えるように考えていかなけ

ればなりません。次年度以降にお願いします。会員拡大委員会の皆様、本年度共に過ごせて本当

に楽しい１年間でした。本当にありがとうございました。 

最後になりますが、白石理事長・西原副理事長・真鍋会員拡大委員長におかれましては私の力

不足もありいろいろとご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。頼りない室長で気が

抜けず冷や冷やされていたことと思います。しかし本年度白石理事長率いる常任理事メンバーに

暖かく委員会・私を見守っていただきいろいろな意見やアドバイスをしてもらい何とか役職を全

うできたと思います。この役職をやり通せたという誇りを持ってこれからも頑張って参ります。

本当にお世話になりました。本年度楽しかったです。本当に本当にありがとうございました。 
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常 任 理 事 報 告 

 

組織強化室長 廣川 怜史 

 

２０１５年度白石隆志理事長のもと、組織強化室室長として、豊島委員長をはじめとした個性

あふれる会員研修委員会を担当させていただきました。会員研修委員会の担いとしては、対内研

修事業、対外研修事業、例会委員会アワーの企画・運営でありました。 

まず、対内研修事業についてですが、京都会議のセミナーショーケースにて委員会メンバーが

積極的に各種セミナーを分担して受講し、その結果を持ち寄り委員会内で協議し、日本ＪＣのプ

ログラムからＶＭＶを選択しました。４月の研修当日は（一社）宇城青年会議所より紫垣トレー

ナーをお招きし、ＬＯＭメンバーにＪＣ活動の目的や意義等についてセミナーを実施していただ

きました。入会年数の浅いメンバーはもちろんですが、中堅・ベテランのメンバーも再度考えさ

せられる、自己を高める良い機会となったのではないでしょうか。 

次に、対外研修事業ですが、「ＨＥＮＲＯ～Ａ ｊｏｕｒｎｅｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｓｏｕｌ～」と

銘打ち、ＪＣメンバー、愛媛県在住の外国人を対象とした研修事業を実施しました。自分たちの

研修だけではなく、文化振興、国際交流、地域社会の発展といった目的もあり、一風変わったユ

ニークな事業となりました。新聞、ＴＶ等メディアにも取り上げられ、四国の文化や今治のまち

を全国に発信する機会にも恵まれました。 

そして、例会委員会アワーでは、「健康」「歴史」「経済」という３つのテーマを設定し、プレ

ゼンをしました。担当を割り振られた委員それぞれがテーマを設定、調査・研究し、プレゼン資

料の作成、数度にわたるリハーサルを経て例会内にて発表をしました。３回（３、８、９月）実

施しましたが、どの回もメンバーからは好評をいただき、例会を充実させる一助となったのでは

ないかと思います。 

いずれの事業についても、委員会メンバーが委員会にて議論を重ね、積極的に行動し、しっか

りと準備して実行に移すという大切なプロセスを経て各事業を遂行したことが一番重要で評価

すべき点であり、委員会メンバー各々にとって非常に充実した研修となったのではないかと思い

ます。 

委員会の運営においては、豊島委員長、浮穴副委員長、山本晋平幹事の３役が委員会の事前打

ち合わせを綿密におこない、委員会メーリングにて事前の資料配信、委員会後には詳細な委員会

議事録の配信等委員会運営がスムーズにおこなえるよう、しっかりとそれぞれの職責を果たされ

ました。また、委員会メンバーが少しでも時間を作り、積極的に委員会に参加して盛り上げてく

れたおかげで素晴らしい委員会となったと思います。委員長はじめメンバーの皆さん、お疲れさ

までした。 

最後に組織強化室室長に任命していただきました白石理事長に感謝申し上げ、以上を報告とさ

せていただきます。１年間ありがとうございました。 
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常 任 理 事 報 告 

 

次世代創造室長 黒瀬 太樹 

 

２０１５年度、（公社）今治青年会議所次世代創造室長として一年間活動させていただきまし

た。自身、２回目となります室長という大役でしたが、同じ室長という役職でも室や人が違えば

内容・考え方もガラリと変わるんだな、というのが率直な感想でした。本年は次世代創造室とい

う事で、青少年育成に関する事業を展開せねばなりませんでした。当室の委員長である近藤浩之

君には、大変難しい課題の中、本当に頑張っていただけたと感じております。また近藤委員長の

元、運営サイドとして阿部副委員長・白石幹事にも大変お世話になりました。 

先に述べました、委員会の運営サイドである三役に加え、委員会メンバーの活発な意見や行動

力・巻き込み力といったものも目を見張るものがありました。事業を達成するまで、またその後

の検証においても委員会運営という点においてとても良い雰囲気を持った委員会となりました。

一年間一緒の委員会で楽しかったです。 

事業においてですが、詳しい事業内容については近藤委員長の報告にあると思いますので少し

だけ。準備不足・打合せ不足・節々への配慮不足といった点が数々見られ、残念であったという

部分は否めませんでした。この点においては、ひとえに担当室長である私の説明部足・指導力不

足であったと考えております。リスペクトという想いを伝えたい一心で活動してきた集大成とも

いえる事業においてそのような結果となったこと、２回目である室長という役であったにも関わ

らず、委員長並びに委員会メンバーには大変申し訳ない事をしました。この経験をこれからの青

年会議所活動に活かし、挽回してまいります。 

この時期に報告書を書くたびに役職を受けて良かったと毎回思います。役職を与えてくださっ

た方 （々特に白石隆志理事長と木下誠副理事長）に感謝し、一年間一緒に活動したメンバーに感

謝し、支えてくださったすべての方々に感謝し、この感謝の思いを胸に次年度以降、青年会議所

活動・仕事面においても邁進してまいります。また一つ成長させていただきました。本年も本当

にありがとうございました。また来年！ 

PS:色々な役職を振られて悩んでいるそこのあなた！どうしてもやれない時期ってあるけど。

やってみると良いものですよ！是非率先して受けてみてください。しんどい時もあるけど楽しい

ですから！無理しすぎは禁物ですが、ちょっと背伸びしてみるっていうのが良いと思います。 
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常 任 理 事 報 告 

 

地域創造室長 鳥生 武彦 

 

２０１５年度地域創造室長として、地域の魅力創造委員会を担当させて頂きました。まずは、

担当室長として役職を与えて頂きました白石理事長には感謝申し上げます。また、私自身初めて

の常任理事ということで戸惑いや不安などありましたが１年間最後までお付き合い頂きました

常任理事メンバーの皆様、委員会メンバーの皆様にも感謝申し上げます。ありがとうございまし

た。 

地域の魅力創造委員会は、まちづくり事業を行うにあたり、渡部委員長中心に市民と共に新た

な魅力の創造を胸に委員会メンバーと共に考えてまいりました。昨年「瀬戸内しまのわ２０１４」

で全国的に注目を浴びた今治市ですが、観光客はしまなみ海道沿線に留まり、その他の地域には

目が向けられていないのが現状でありました。そこで着目したのは鈍川温泉郷、鈍川地域の活性

化です。題して「鈍川クリエイトプロジェクト」。県内外からプロのモニターの方に参加して頂

き鈍川の魅力を体験し、全国に発信してもらうという初めての企画を行いました。募集段階から

定員の２０名になかなか達成せず苦労いたしましたが、委員会で色々な知恵を出し合い最終は２

０名の方が参加し鈍川の魅力を全国に発信して頂きました。 

今回その中で、鈍川の魅力を体験するにあたり今治明徳短期大学生による鈍川ツアー、渓谷ト

レッキング、灯篭、鈍川渓谷ライトアップ、鈍川夜市の企画を行いました。事業当日はあいにく

の雨で鈍川夜市、鈍川渓谷ライトアップの集客に対する不安はありましたが約５００名もの市民

の方々に鈍川夜市、鈍川渓谷ライトアップに参加していただきました。今治青年会議所の底力だ

と改めて感じました。参加してくださった市民の皆様ありがとうございました。また、設営・運

営においては渡部委員長のもと地域の魅力創造委員会メンバー、各委員会メンバーのお手伝いの

おかげで、無事に事業を終えることができました。本当にありがとうございました。色々と反省

すべき点は多々あったかと思います。そこは今後のまちづくり事業に繋げていただければと思い

ます。 

最後に、室長として力不足で渡部委員長、委員会をうまくフォローできず申し訳なく思ってお

ります。来年度渡部委員長は室長ですが、今年の経験を踏まえ１年間一生懸命頑張ってください。

神野副委員長長野幹事においては委員長の支えになっていただき誠にありがとうございました。

お疲れ様でした。また委員会メンバーの皆様最後まで地域の魅力創造委員会を支えていただき本

当にありがとうございました。感謝の言葉を申し上げ、室長としての１年間の報告とさせて頂き

ます。１年間ありがとうございました。 
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常 任 理 事 報 告 

 

副専務理事 阿曽 淳也 

本年度、玉井副専務と２人体制で副専務理事として南部専務の補佐として１年間、活動させて

頂きました。全体の取りまとめ、幹事会の運営、議事録の確認・修正など、当初は初常任かつ運

営スタッフという事もあり不手際等ありましたが、メンバー皆さんのご助力により無事に終える

事が出来ました。 

副専務理事を１０年目にして受けるのはかなり戸惑いがありましたが、長年いるからこそ出来

る事があると割り切り、常任理事でも偉そうに発言し、南部専務を時には困らせていた様に思い

ます。この一年を通して「組織」としての青年会議所という存在をあらためて勉強させてもらい

ました。会議はロバート議事法に則り、事業に対しても順序や役割があり、その基本的な事柄を

一から学ぶ事が出来き、自分自身の成長にも繋がった様に思います。 

また幹事会においても、愛媛ブロック大会記念事業にて愛媛マラソンエイドステーションスタ

ッフとして、冷え込む一日でしたが皆力強い声援でゼリーを提供致しました。また、四国地区大

会宇和島大会での出店ブースにて今治タオルを、他メンバー・先輩ＯＢの一助により完売する事

ができました。おんまく踊りも、練習を積極的に参加し当日を盛り上げてくれました。そして、

幹事による事業として企画運営した卒業生を囲む会を１１月１日に行いました。当初やる気が出

なかった幹事達+１人には少々残念に思いました。実際、入会間もない幹事達は卒業時の事は、

遠い先としか考えてないのは当然に感じましたが、徐々にやる気をだし最後まで完遂しやってく

れたのは本当に喜ばしい事で、卒業生の４名の方々も楽しかった等のお言葉を頂きました。ゼロ

からの企画により右往左往し、不手際や準備不足等ありましたが最終的に幹事が一致団結し素晴

らしい企画を作り上げられたと思います。自分のわがままや独断と偏見があったと思いますが一

年間幹事達と一緒にやらせて頂きありがとうございました！今後は受けた役職などで責任感、決

断力が生じてくると思います。今年度幹事として吸収できた事を存分に発揮して下さい。 

最後に、白石理事長・木下副理事長、自分をこの役職に任命して頂きありがとうございました。

南部専務、気を使って頂いたりフォロー等ありがとうございました。玉井副専務、とりあえずあ

りがとう。また関わって頂いた方々本当に１年間ありがとうございました。 
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常 任 理 事 報 告 

 

副専務理事 玉井  宏 

 

本年度、副専務理事という大役を仰せつかりました。正直、入会３年年目の議案も作ったこと

がない私が、やっていけるのかと不安がありましたが、足を引っ張りつつも同じ副専務理事の阿

曽副専務理事に助けられながら、そして常任理事の皆様にもフォローを頂きながら、皆様にこの

役職をさせていただいたと思っております。本当にありがとうございました。 

今年の副専務理事の役割としては、専務理事の補佐・幹事会の運営・各種対外事業の取りまと

め等々がありました。幹事とはまた違う、スタッフという視点で運営・設営の大変さを直に体感

させていただきました。段取り不足がたたり、ＪＣの先輩でもある阿曽副専務理事にはご迷惑を

おかけする場面が多々ございまた。申し訳ありませんでした。「成長」を胸に精進いたしますと

共に、頂きましたご恩をお返しできればと思っております。 

幹事会では、愛媛ブロック松山大会記念事業で愛媛マラソンにおいて、みかんゼリーをランナ

ーに配布。四国地区大会宇和島大会において今治タオルブースを出店。今治市民のまつり「おん

まく」において今治ＪＣ連を結成しダンスバリサイに参加。そして幹事会主導の卒業生を囲む会

の設え等の４つの事業をさせていただきました。そのうちの２つは都合により参加できませんで

した。非常に残念です。溢れる強い個性のもと、幹事達には４つの事業一つ一つを楽しく参加・

企画・運営していただいたと思います。私は去年幹事をしましたが、教える部分もあり彼らから

沢山学ぶこともあり、とても貴重な体験をさせていただき、副専務理事という役をいただけた幸

運に感謝いたしております。 

常任理事会とは別に委員会に配属されまして、委員会メンバーから吸い上げられたアイデアが

どのように理事会まであがり、揉まれるかの過程を見ることが出来ました。まだ私は議案を作る

立場になったことはありませんが、この過程においての委員長の苦悩や葛藤、そして成長を近く

で感じることができました。私が言うと少しおこがましいですが・・・。 

最後に、今年副専務理事にお声をかけていただき、様々な経験をさせていただきました白石理

事長。補佐しきれなく手を煩わせてしまうこともありました南部専務理事。多大なご負担をおか

けしました阿曽副専務理事。常任理事の、そしてメンバーの皆様。一年間本当に本当にありがと

うございました！ 
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委員長報告 
 

 

 

 

 

総務例会委員会 

会員拡大委員会 

会員研修員会 

未来の力育成委員会 

地域の魅力創造委員会 
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総務例会委員会 

 

委員長  西部 祥平 

副委員長 廣田 純一 

幹事   吉本悠太郎 

担当理事 黒川 泰信 

 

 

委員会メンバー 

青野 耕士 越智 敦司 窪田 愛弓 白石 好恭 竹田 友和 玉井  宏 

富田 浩之 鳥井 亮良     

 

委員長報告 

本年度、総務例会委員会は白石理事長の「不撓不屈 ～無限の可能性へ、新たなる挑戦～」というスロ

ーガンのもと例会運営と総務について活動してまいりました。 

前年度、私は総務例会委員会副委員長を務めていました。今年の副委員長はそのときに運営幹事をして

いた廣田くんです。例会運営に関しては前の年にある程度把握していたこともあり問題なく行えるという

自信はありました。 

しかし蓋を開けてみると最初から失敗がいくつも出てきました。それは音響室と壇上をつなぐ扉が開き

っぱなしであったり道具をしまい忘れていたりと、すぐわかる失敗もあれば細かなミスもあり毎回のよう

に何かしら発生しました。 

その原因は把握していたと思っていただけで本当は全部は把握しきれていなかったことでした。これに

関してはメンバーから意見をいただき、リストを作ることで自分の中で整理をすることによって問題は解

消されました。 

もう一つ、メンバーへの説明不足がありました。これは例会運営以外でもあり反省しなければなりませ

ん。自分がわかっていても他のメンバーに伝えなければどうにもならない。これは私が委員長をした一年

間で痛感したことです。 

また委員長所信において、100％例会達成を掲げ一年間行ってきましたが、一度も達成することができな

かったのは痛恨であり不徳の致すところであります。 

総務においてはメイキャップを推進してまいりました。途中からではありましたが実行移すことができ

たのはよかったと思います。しかし周知不足も否めませんでした。 

一年間の最後を飾る卒業式と会員褒賞を担当しました。4 名の卒業生を送り出せたことは嬉しく思いま

す。卒業式・会員褒賞ともに予算の中で行うことができたのはよかったと思います。特に会員褒賞は前年

度当初予算内に収めることができず悔しい思いをしていただけに非常に嬉しかったです。 

総務例会委員会メンバーの皆様、一年間ありがとうございました。廣田くん、副委員長としてサポート
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してくれてありがとう。吉本くんは 4 月の花見や 7 月の焼肉パーティを企画してくれて嬉しかったです。

たくさんの意見は今後に活かしていきます。青野さん、半年休会していたのが本当に残念なくらい委員会

を盛り上げてくれました。敦司さんには一年間助けていただきました。愛弓さん、また飲みに行きます。

好泰さん卒業おめでとうございます。私が入会した時の所属委員会副委員長を同じ委員会で見送ることが

できてよかったです。竹田さん、野球を一緒にすることができなくて残念でした。今度は一緒に野球しま

しょう。玉井くん、副専務と委員会メンバーと同時にするのは大変だったと思うけど助けてくれてありが

とう。鳥井さん、いつも気にかけていただいて本当に本当にありがとうございました。何度もお願いして

ごめんなさい。富田さん、委員会も例会も休まず来ていただきありがとうございました。そして黒川さん、

委員長の声をかけていただきありがとうございました。そしてたくさん迷惑をかけてしまい申し訳ありま

せんでした。 

最後に白石理事長を始めとする今治青年会議所メンバーの皆様、一年間本当にお世話になりました。 
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会員拡大委員会 

 

委員長  真鍋 知弘 

副委員長 菊地 晴香 

幹事   﨑山 裕太 

担当理事 西原孝太郎 

担当理事 浅海 裕也 

委員会メンバー 

白川  亨 村上  艦 八木 健吾 山岡 太郎 樫田 仁志 中内 健太 

大澤 広基 正岡 荘哉 八木 俊之 湯浅 真人 山本 勇輔  

 

委員長報告 

昨年の秋、白石理事長と浅海室長より会員拡大委員会委員長の依頼がありました。ゆくゆくは委員長の

職を受ける覚悟はありましたが、突然すぎてとても悩みました。私自身歴も浅く、わからないことも多く

迷惑をかけるのでないだろうか、そして入会してくれる人がいるのだろうかとすごく不安でした。しかし、

いずれ委員長を受けるのであれば早いも遅いも関係ないなと思い、引き受ける決心をしました。 

本年度、会員拡大委員会では、まず 2 月例会委員会アワーにおいて、全メンバーの意識改革と、候補者

の情報収集を行いました。メンバーの協力もあり多くの候補者を紹介して頂けました。その後、紹介して

くれたメンバーを頼りに多くの候補者に会いに行きましたが、先代からの反対や、まだ早いという断りが

多く、思い通りに進まないことがほとんどで、何度も心が折れそうになりました。それでも諦めずに行動

を起こしていると、入会 2 年目の白石匡亮君が樫田君を紹介してくれました。突然の情報でしたが、すぐ

訪問したところ、たまたま同い年ということもあって気があったのかとんとん拍子で入会することになり

ました。委員長の職を受けて初めてホッとした瞬間でした。その後は、行動を起こし続ければなんとかな

ると信じるようになり、全力で拡大に取り組んだ結果、賛助会員を含む、7 名を入会に導くことができま

した。 

入会後は、JC の魅力や、JC 活動を理解してもらうために、新入会員による事業を企画・運営しました。

新入会員にとって初めて自分たちで行う事業で、スムーズにいかないところも多くありましたが、なんと

かやり遂げてくれました。本当にお疲れ様でした。これでやっと JCマンの仲間入りだと思います。改めて、

入会おめでとうございます。新入会員のみなさん、今後、この経験を活かし、自分たちで事業を企画、運

営することを期待しています。 

私はこの一年間とても貴重な経験をさせて頂きました。このような機会を作って頂いた白石理事長、本

当にありがとうございました。浅海室長、私に声をかけて頂きありがとうございました。正直、前半はわ

からないことが多すぎて、行き当たりばったりで迷惑をかけてしまい、申し訳ありませんでした。拡大に

関しても、もう少しできたのではないかと思うところもあり、反省しております。しかし、今年出来なか

ったこと、やり残したことはちゃんと来年度に引継します。西原副理事長、後半は頼ることが多く、相談
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にも乗って頂きありがとうございました。 

最後に会員拡大委員会のメンバーへ。まずは菊地さん、副委員長を受けてくれて本当にありがとう。い

つも出席してくれて、いつも味方でいてくれて、本当にいろいろ助けてもらいました。本当に感謝してい

ます。﨑山幹事、幼馴染というのもあって、お互い甘えがあったと思いますが、支えてくれて本当にあり

がとう。白川さん、村上さんは入会しなかったですけど、拡大に取り組んでくれてありがとうございまし

た。艦君、仕事であまり委員会に出席できなかったけど、代わりにいろいろ週末の事業に出席してくれて

ありがとう。来年一緒に拡大頑張ろう。山岡さん、入会してからずっと同じ委員会で、ずっと頼ってばか

りでしたが、今後も頼ります。よろしくお願いします。健吾君、健吾君もずっと同じ委員会でわからない

ことをよく教えてもらいました。同期のブレーンだと思っているのでこれからもよろしくお願いします。 

本当に力足らずの委員長だったと思います。しかし、みなさんのご協力があったからこそ乗り越えるこ

とができました。委員長という職は本当に大変でしたが、得たものはとても大きく、人として、JCマンと

して成長できたと思います。一年間、本当にありがとうございました。 
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会員研修委員会 

委員長  豊島 龍也 

副委員長 浮穴 智彦 

幹事   山本 晋平 

担当理事 西原孝太郎 

担当理事 廣川 怜史 

委員会メンバー 

上地 貞之 北川 琢也 砂田真由子 丹下 大輔 寺尾  諭 松田 泰幸 

      

委員長報告 

会員研修委員会では、体内研修事業、対外研修事業、例会委員会アワー（３回）の事業を行いました。

体内研修事業では、トレーナーを招き「VISION  MISSION & VALUE(VMV)」セミナーを開催しました。ＪＣ

が何をするところか良く考え、自分たちの運動の方向性を探りました。また、ＪＣＩの目的、ＪＣＩクリ

ードを理解していただいた上で、ＪＣが目指す未来、ＪＣでやるべき事、その運動の価値等について考え

る機会を設えました。我々がＪＣ活動を行うにあたって、基本をもう一度見直し、目標や目的をもってい

ただき、今後の活動がより有意義なものとなったと感じております。そして、明るい豊かな社会を目指し

て、今後も努力して参りたいと考えております。 

次に、例会委員会アワーを３回行い、それぞれのテーマを「健康」「歴史」「経済」としました。そして、

委員会メンバーの専門分野に応じて、それぞれのテーマを担当して、発表を行いました。それぞれの委員

会メンバーの発表は説得力があり、聞いている人たちにとって理解するのに十分な内容であったと感じて

おります。また、それと同時に発表者のプレゼンテーションのスキル上昇に繋がりました。次回、委員会

メンバーが発表する機会を楽しみにしております。 

そして、最も印象に残った事業は、体外研修事業「HENRO~a journey of the soul~」です。県内に住む

外国人と今治青年会議所メンバーが今治市内の四国八十八か所霊場である６つの寺を巡礼する事業です。

外国人や青年会議所メンバーに日本の伝統文化を伝えると同時に、海外を含めてお遍路の情報発信し、さ

らに参加者の精神性を醸成し、国際交流することが目的でした。事業当日は、各工程は滞りなく進行し、

大きなトラブルや事故もなく、無事に終了しました。参加者の協力と委員会メンバーがそれぞれ大車輪の

活躍にて事業を終えることができました。私自身非常にやりがいのある事業となり、今では良い思い出と

なっております。 

最後に、５つの事業と毎月の委員会を通して、１年間充実した時間を過ごし、自分自身大きく成長をさ

せていただきました。このような機会を与えていただいた白石理事長をはじめとする今治青年会議所メン

バーに大変感謝しております。また、西原副理事長、廣川室長には重要な所で的確なアドバイスを頂き、

委員会運営の面でも助けていただきました。さらに、委員会ではメンバーから多くの意見を頂き、事業構

築が大きく進展していきました。至らぬ点も多くあったと思いますが、多くの時間を共有することができ、

楽しい１年間となりました。担当常任及び委員会メンバーの皆さま、大変ありがとうございました。 
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未来の力育成委員会 

委員長  近藤 浩之 

副委員長 阿部 大輔 

幹事   白石 匡亮 

担当理事 木下  誠 

担当理事 黒瀬 太樹 

委員会メンバー 

上脇 良太 越智 加代 菅  瑞樹 永吉 隼人 新居田 直 檜垣 友佑 

渡辺  仁      

 

委員長報告 

我々未来の力育成委員会は、白石理事長の掲げるスローガン「不撓不屈～無限の可能性へ、新たなる挑

戦～」の御旗のもと、５月例会委員会アワー・青少年育成事業の２事業を担当させて頂きました。 

年当初より２０１７年度の愛媛国体に関連するような事業を理事長より依頼され、『健全な心の育成』へ

と繋がる事業とは何かを模索しました。そのような中、６月より改正道路交通法が一部施行される事や、

近年、今治市はサイクリストの聖地を標榜している事などを踏まえメイン事業にはサイクリングを、また

思いを伝える為にキャンプを取入れ、１泊２日の事業とする事が委員会内の協議にて決まりました。それ

に伴い、５月例会委員会アワーは、交通法規を確認し、良き市民の模範となれるよう交通道徳を勉強する

企画にしました。法規をもう一度振り返ることで、少しでも交通安全の一助になれていれば幸いです。ま

た、この事業とメインの青少年育成事業を並走して考案する中で検討していたのが、事業の盛り上げ方で

した。理事長のスローガンをチャレンジと訳し子供達にも伝わるように、「～できっこないをやらなくちゃ

～」という副題（エール）とし、皆で盛り上がれるよう「サイクリング・ヤッホー」ポーズを考案しまし

た。アワーの最後に、白石隆志理事長の指揮で、全メンバーの結束が図れました。 

続いて、青少年育成事業では、子供達の夢への実現の為に願掛けに最適な 8月 8・9日（旧暦の七夕を含

む日）を選択しました。なぜなら「自分の夢は、これ！」と宣言した瞬間から、夢を阻むものが色々襲い

かかって来るからです。だからこそ事業において共に夢を叶えることの出来る友人、他者をリスペクト（思

いやる事）できる健全な心を持つ仲間を沢山作ってもらいたいと思い企画しました。さらに遠い夢を近い

目標に変えられる様に内容を組立ていきました。事業本番では児童５５名をお預かりし、事業途中で大き

な怪我や欠員を出すことなく、無事に事業を終えることができました。ご協力頂きましたメンバーの皆様

並びに地域の方々、誠にありがとうございました。 

最後になりますが、２事業を経験させて頂いた事で、私自身が改めて人との繋がりや他者を思いやる心

に気付き、未来の力育成委員会メンバーの皆様に支えられていた事を自覚出来ました。また、委員長とう

いう機会を与えて頂いた白石理事長を始め、サポートして頂いた全ての方へ、１年間ありがとうございま

した。 
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地域の魅力創造委員会 

委員長  渡部 高史 

副委員長 神野 健治 

幹事   長野 和博 

担当理事 木下  誠 

担当理事 鳥生 武彦 

委員会メンバー 

阿曽 淳也 越智 雄一 白石 英二 神道 祐介 武田 繁親 新居田拓也 

藤原 徳廣 真鍋 達紀 六郎面あゆみ    

 

委員長報告 

昨年の８月、２０１５年度地域の魅力創造委員会の委員長の職を仰せつかりました。正直、最初は２０１４年度の

事業前だったこともあり、迷い悩みました。しかし、木下副理事長・鳥生室長には、仕事場まで来て頂き、お二人の

気持ちに応えたいと思い受けさせて頂きました。 

本年度、地域の魅力創造委員会では、「瀬戸内しまのわ２０１４」により注目されている今治を、市外にもっと知っ

てもらい、また今治市民が今以上に「愛着」と「自信」が持てる活気溢れる「まち」に繋げるために対外事業である

「鈍川クリエイトプロジェクト」を行いました。事業に至るまでに、まずは「まちづくり」とはなにか？から始まりました

が、なかなか答えも出ず、委員会でも全然まとまらず、焦り・不安だけが膨れ上がっていました。きっかけは、先輩

と話していた時の「鈍川」という言葉を不意に思い出し、言ったことから始まりました。しかし、内容も全然決まらず、

スムーズな委員会運営もできず、メンバーにはかなりイライラさせてしまったと思います。この事業では、「モニター

ツアープラン」、「鈍川夜市」と２つの内容で企画・設営・運営を致しました。「モニターツアープラン」では、テレビ局・

ラジオ局・県内外の情報雑誌の記者など情報発信力のある方に参加して頂き、 若い世代と共に創造という目的

で今治明徳短期大学国際ビジネス観光コースの生徒に「しまなみ海道」から鈍川までの導線を企画してもらいまし

た。最初、どのように事業の内容を伝えていいのか分からず、無作為に参加モニターをしてもらえるのかアポイント

を取っていたので、全然相手にされませんでしたが、現役メンバーやシニアの先輩などいろいろな方にご紹介頂き、

定員２０名に達することができました。モニター参加者には、ツアーを通して今治・鈍川の歴史・産業・観光、そして

自然を体感し、知って頂く事ができました。また、モニター同士でも新たな繋がりができ、今後の今治の発展に繋が

っていくと思います。そして、市民を対象に鈍川の魅力を再発見して頂くための「鈍川夜市」では、メンバーや「鈍川

温泉組合」をはじめとする地域の住民の方々に協力して頂き、玉川を中心に活動している１８店舗の業者の方に

参加出店して頂きました。また、新たな魅力というところで、夜の鈍川渓谷に初のライトアップを企画しました。ライ

トアップでは委員会メンバーで何度も鈍川に行き、機材設置場所・ライト角度のテストを行いました。当日は雨の中

の開催になりましたが、準備段階から現役メンバーとシニアの先輩に配線・設置、そして現場対応で雨対策もして

頂き、予想以上の規模で点灯することができました。また、ライトアップの一部として九和小学校・鴨部小学校の生

徒に玉川・鈍川地域の好きなところの絵を描いて、灯篭制作に協力してもらい、地域の魅力について再認識できた

と思います。「鈍川クリエイトプロジェクト」を開催するにあたり、各委員会メンバーには、清掃・前日の設営、当日の
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設営・撤収と多くのご協力を頂き、誠にありがとうございました。 

そして、１０月の担当をさして頂いた例会委員会アワーでは、「鈍川クリエイトプロジェクト」に参加して頂いたモニ

ターからの意見・アンケートを基に、その中から新たな魅力と改善すべき点を検証し、メンバー一人ひとりがまちづ

くりについて考えて頂きました。設営・運営では初めてのことも多く、リハーサル通りにはいかず、大変さを実感しま

した。 

最後に、このような貴重な機会を下さった白石理事長、本当にありがとうございました。そして、木下副理事長・

鳥生室長・地域の魅力創造委員会メンバーには、頼りない委員長だったと思いますが、とても感謝しています。委

員長という職を通して、いろいろな体験をし、たくさんの人にお会いし、助けて頂いた一年となりました。また、多く

の課題ができた一年でもあります。今年できた課題は、残りのＪＣ生活で一つ一つクリアし、成長していきたいと思

います。一年間、本当にありがとうございました。 
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２０１５年度 公益社団法人今治青年会議所 

役員 
 

 

■理 事 長                      白石 隆志 ◎ 

 

■副理事長                       黒川 泰伸 ◎ 

                            西原孝太郎 ◎ 

                            木下  誠 ◎ 

 

 

■専務理事                       南部 吉信 ◎ 

 

■財政局長                       八木 健吾 ◎ 

 

■事務局長                       大澤匠之輔 ◎ 

 

■理   事 

室長（下記４名） 

組織拡大室                       浅海 裕也 ◎ 

組織強化室                       廣川 怜史 ◎ 

次世代創造室                      黒瀬 太樹 ◎ 

地域創造室                       鳥生 武彦 ◎ 

 

副専務理事                       阿曽 淳也 ◎ 

                            玉井  宏 ◎ 

 

委員長（下記５名） 

総務例会委員会                     西部 祥平 

会員拡大委員会                     真鍋 知弘 

会員研修委員会                     豊島 龍也 

未来の力育成委員会                   近藤 浩之 

地域の魅力創造委員会                  渡部 高史 

 

■監   事                      白石 好恭 

                            松田 泰幸 

 

◎は常任理事 
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２０１５年度 公益社団法人今治青年会議所 

出 向 者 

 

 

公益社団法人 日本青年会議所 地域グループ 

 

「真の復興」推進委員会   委員       西原孝太郎 

                       （ブロック推薦） 

 

 

公益社団法人 日本青年会議所 四国地区協議会 

 

お遍路文化発信委員会    委員       白石 英二 

              委員       渡部 高史 

                        

地区会員大会実行委員会   委員       南部 吉信 

 

 

公益社団法人 日本青年会議所 四国地区 愛媛ブロック協議会 

 

運営副専務                  渡辺  仁 

財政局次長                  越智 敦司 

ブロック活性化委員会    委員       山岡 太郎 

              委員       吉本悠太郎 

ＪＣ運動発信委員会     委員       永吉 隼人 

              委員       山本 晋平 

ブロック大会連絡会議    委員       南部 吉信 
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◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○ ○ ○ ○ ○

△ △ △ △ △

※

※

※

鳥生　武彦

地域創造室長

真鍋　知弘

浅海　裕也 廣川　怜史

廣田　純一 菊地　晴香 浮穴　智彦 阿部　大輔

山本　晋平

黒瀬　太樹

近藤　浩之

松田　泰幸

南部　吉信専務理事

黒川　泰伸

総　　　  会

理　事　会

事務局長

副理事長

理　事　長

白石　隆志

大澤匠之輔

次世代創造室長

西部　祥平

西原孝太郎

副理事長 副理事長

木下　　誠

２０１５年度  公益社団法人今治青年会議所　組織構成表

山本　勇輔

組織強化室長組織拡大室長

白石　好恭

渡部　高史

神野　健治

北川　琢也

豊島　龍也

長野　和博

青野　耕士 白川　　亨 上地　貞之 上脇　良太 阿曽　淳也

白石　匡亮

越智　雄一

窪田　愛弓 八木　健吾 砂田真由子 菅　　瑞樹 白石　英二

越智　敦司 村上　　艦

吉本悠太郎 﨑山　裕太

越智　加代

神道　裕介

竹田　友和 樫田　仁志 寺尾　　諭 新居田　直 武田　繁親

白石　好恭 山岡　太郎 丹下　大輔

八木　俊之 六郎面あゆみ

鳥井　亮良 正岡　荘哉

永吉　隼人

新居田拓也

富田　浩之 大澤　広基 渡辺　　仁 藤原　徳廣

玉井　　宏 中内　健太 松田　泰幸

玉井　　宏
副専務理事

監　　　事

財政局長 八木　健吾

阿曽　淳也

湯浅　真人

総務例会委員会
地域の魅力
創造委員会

未来の力
育成委員会

会員研修委員会会員拡大委員会

檜垣　友佑

真鍋　達紀
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２０１５年度 例会・委員会出席率 
 

常任理事 
例会 

回数 出席率 

白石 隆志 12 100％ 

木下  誠 12 100％ 

黒川 泰伸 12 100％ 

西原孝太郎 12 100％ 

南部 吉信 12 100％ 

八木 健吾 12 100％ 

大澤匠之輔 12 100％ 

浅海 裕也 12 100％ 

廣川 怜史 12 100％ 

黒瀬 太樹 12 100％ 

鳥生 武彦 12 100％ 

阿曽 淳也 12 100％ 

玉井   宏 11 92％ 

 

総務例会委員会 
例会 委員会 

回数 出席率 回数 出席率 

西部 祥平 12 100％ 22 100％ 

廣田 純一 11 92％ 21 95％ 

吉本悠太郎 12 100％ 20 91％ 

青野 耕士 6 100％ 9 90％ 

越智 敦司 12 100％ 21 95％ 

窪田 愛弓 6 50％ 7 32％ 

白石 好恭 12 100％ 18 82％ 

玉井   宏 11 92％ 17 77％ 

富田 浩之 12 100％ 22 100％ 

鳥井 亮良 12 100％ 19 87％ 

 

会員拡大委員会 
例会 委員会 

回数 出席率 回数 出席率 

真鍋 知弘 12 100％ 21 100％ 

菊地 晴香 12 100％ 21 100％ 

﨑山 裕太 12 100％ 16 76％ 

白川  亨 10 83％ 9 43％ 

村上  艦 12 100％ 7 33％ 

山岡 太郎 9 75％ 13 62％ 

山本 要介 11 92％ 8 57％ 

樫田 仁志 8 100％ 15 100％ 

中内 健太 5 63％ 6 40％ 

大澤 広基 6 100％ 11 100％ 

正岡 荘哉 3 50％ 7 64％ 

八木 健吾 12 100％ 20 95％ 

八木 俊之 3 50％ 8 73％ 

湯浅 真人 5 83％ 7 64％ 

 

 

 

31



 

 

 

会員研修委員会 
例会 委員会 

回数 出席率 回数 出席率 

豊島 龍也 12 100％ 22 100％ 

浮穴 智彦 12 100％ 22 100％ 

山本 晋平 12 100％ 21 95％ 

上地 貞之 12 100％ 19 87％ 

河上 泰平 6 50％ 7 35％ 

砂田真由子 6 50％ 7 32％ 

丹下 大輔 10 83％ 11 50％ 

寺尾  諭 12 100％ 17 78％ 

松田 泰幸 12 100％ 13 60％ 

 

未来の力育成委員会 
例会 委員会 

回数 出席率 回数 出席率 

近藤 浩之 11 92％ 18 95％ 

阿部 大輔 12 100％ 19 100％ 

白石 匡亮 12 100％ 19 100％ 

上脇 良太 休会 

越智 加代 8 67％ 6 32％ 

菅  瑞樹 12 100％ 12 63％ 

永吉 隼人 10 83％ 13 68％ 

新居田 直 10 83％ 18 95％ 

檜垣 友佑 9 75％ 17 89％ 

渡辺  仁 12 100％ 16 84％ 

 

地域の魅力創造委員会 
例会 委員会 

回数 出席率 回数 出席率 

渡部 高史 11 92％ 22 100％ 

神野 健治 12 100％ 21 95％ 

長野 和博 12 100％ 22 100％ 

阿曽 淳也 12 100％ 22 100％ 

越智 雄一 休会 

白石 英二 8 67％ 19 87％ 

神道 裕介 12 100％ 22 100％ 

武田 繁親 12 100％ 22 100％ 

新居田拓也 11 92％ 19 87％ 

藤原 徳廣 6 50％ 7 32％ 

真鍋 達紀 9 75％ 18 82％ 

六郎面あゆみ 9 75％ 14 64％ 
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日時：2015年1月5日(月)　19:00～

場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 会員研修委員会　委員長 君

3. JCIビジョン唱和 会員研修委員会　副委員長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 次世代創造室長 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務例会委員会　委員長 君

6. 配布資料の確認 事務局長 君

7. 理事長挨拶 理事長 君

8. 直前理事長挨拶 直前理事長 君

9. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

10. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 2015年度　理事長所信及び基本資料について

2) 2015年度　各委員会基本方針（案）について

3) 2015年度　今治寿太鼓保存会事業計画について

4) 2015年度　各クラブ基本方針について

5) 2015年度　第4回次年度理事予定者会議決定事項

13. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

14. 審議事項

1) 2014年度　会員褒賞決算及び残金承認の件

2) 2014年度　12月例会・卒業式決算及び残金承認の件

3) 2014年度　事業及び会計報告承認の件

4) 2015年度　(公社)今治青年会議所　次年度理事予定者会議　決定事項承認の件

5) 退会届承認の件

6) 休会届承認の件

7) 2015年度　(公社)今治青年会議所　組織構成変更（案）承認の件

8) 2015年度　事業計画予算（案）承認の件

9) 2015年度　(公社)今治青年会議所　収支予算書（案）承認の件

10) 2015年度　名簿付総合基本資料作成承認の件

11) 2015年度　例会・理事会アイテム作成承認の件

12) 1月例会・第92回通常総会開催承認の件

13) 会員拡大の推進承認の件

14) JC会館設立検討特別委員会発足承認の件

15. 協議事項

1) 2月例会開催について

2) 2月例会委員会アワー開催について

16. 討議事項

1) 周年準備特別委員会について

17. 議長解任

18. 依頼事項

1)

19. 行事案内

1) 今治市長表敬訪問について 1月13日(火)　11:00～　今治市役所

2) 愛媛ブロック協議会　第1回会員会議所会議 1月17日(土)　八幡浜

3) 第1回今治JCじゃがいも大会 1月17日(土)　松山シーサイドCC

　吉田建設(株)（吉田会長）杯・2014山本理事長杯取切戦

4) 今治市制10周年記念式典 1月17日(土)　13:20～　今治市公会堂

5) 京都会議について 1月22日(木)～25日(日)

6) 近見山清掃 1月25日(日)

7) 愛媛マラソン（ブロック大会記念事業） 2月8日(日)

8) 愛媛ブロック協議会　第2回会員会議所会議 2月14日(土)　松山

9) 第1回四国地区協議会 2月18日(日)　高知

10) シニアクラブ交流例会 2月18日(水)　19:00～　今治国際ホテル

11) 岡田武史氏歓迎会　ようこそ今治に 1月28日(水)　18:30～　今治国際ホテル

20. 決定事項の確認

21. 第2回定例理事会開催について 2月5日(木)　19:30～　事務局会議室

22. 今後のスケジュールについて

1) 次回議案提出締切日 1月27日(火)　24:00まで

2) スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ]

23. 監事総評 監事 君

24. 閉会

大澤匠之輔

白石　 隆志

山本　 要介

白石　 隆志

白石　 好恭

2015年度　公益社団法人今治青年会議所

第１回定例理事会　議事次第

豊島 　龍也

浮穴　 智彦

黒瀬　 太樹

西部 　祥平

33



日時：2015年2月5日(木)　19:30～

場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 未来の力育成委員会　委員長 君

3. JCIビジョン唱和 未来の力育成委員会　副委員長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 地域の魅力創造室長 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務例会委員会　委員長 君

6. 配布資料の確認 事務局長 君

7. 理事長挨拶 理事長 君

8. 直前理事長挨拶 直前理事長 君

9. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

10. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 会員拡大委員会

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 2015年度　第1回定例理事会決定事項

13. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

14. 審議事項

1) 2015年度　名簿付総合基本資料作成決算及び残金承認の件

2) 2015年度　例会・理事会アイテム作成決算及び残金承認の件

3) 1月例会・第92回通常総会決算承認の件

4) 2月例会開催承認の件

5) 2月例会委員会アワー開催承認の件

6) 周年準備特別委員会の議長、定足数、議決承認の件

15. 協議事項

1) 3月例会開催及び開催日変更について

2) 3月例会委員会アワー開催について

16. 討議事項

17. 議長解任

18. 依頼事項

19. 行事案内

1) 愛媛マラソン（ブロックタイ会員大会記念事業） 2月8日(日)　9:00～　ファミリーマート松山光洋台店前

2) 愛媛ブロック協議会　第2回会員会議所 2月14日(土)　10:00～　リジェール松山

3) 第1回四国地区協議会 2月15日(日)　10:00～　ザ クラウンパレス新阪急高知　

4) シニアクラブ交流例会 2月18日(水)　19:00～　今治国際ホテル

5) 日本　グローバルリーダー育成塾2015 塾生募集 2月21日(土)まで

6) ブロック　憲法事業 5月2日(土)

7) ブロック野球大会 5月31日(土)

20. 決定事項の確認

21. 第3回定例理事会開催について 3月5日(水)　19:30～　事務局会議室

22. 今後のスケジュールについて

1) 次回議案提出締切日 2月25日(水)　24:00まで

2) スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ]

23. 監事総評 監事 君

24. 閉会

大澤匠之輔

白石　 隆志

山本　 要介

白石　 隆志

松田　 泰幸

2015年度　公益社団法人今治青年会議所

第２回定例理事会　議事次第

近藤　 浩之

阿部　 大輔

鳥生　 武彦

西部 　祥平

34



日時：2015年3月5日(木)　19:30～

場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 地域の魅力創造委員会　委員長 君

3. JCIビジョン唱和 地域の魅力創造委員会　副委員長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 総務例会委員会　委員長 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務例会委員会　委員長 君

6. 配布資料の確認 事務局長 君

7. 理事長挨拶 理事長 君

8. 直前理事長挨拶 直前理事長 君

9. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

10. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 会員拡大員会

4) ホッと今治実行委員会について

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 2015年度　第2回定例理事会決定事項

13. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

14. 審議事項

1) 2月例会決算承認の件

2) 2月例会委員会アワー決算承認の件

3) 3月例会開催及び開催日変更承認の件

4) 3月例会委員会アワー開催承認の件

15. 協議事項

1) 4月例会開催について

2) 4月例会委員会アワー開催について

3) 入会希望者説明会企画及び運営について

4) 対内研修事業（VMVセミナー）開催について

16. 討議事項

17. 議長解任

18. 依頼事項

19. 行事案内

1) 日本　公開討論会コーディネーター養成セミナー 3月～　全国各地にて

2) 日本　「青少年版領土・領海意識醸成プログラム」説明会 3月15日(日)　13:00～　市民会館川之江会館

3) 愛媛ブロックじゃがいもクラブ春季大会 3月15日(日)　8:00～　松山ゴルフ倶楽部

4) 日本青年会議所　第148回総会 3月22日(日)　13:00～　パシフィコ横浜

5) 愛媛ブロック協議会　第3回会員会議所 3月28日(土)　14:30～

愛媛県産業技術研究所　紙産業技術センター

6) 第2回今治JCじゃがいも大会 4月19日(日)　9:45～　北条カントリー倶楽部

　白石隆志税理士事務所（今治JC白石理事長）杯

7) (一社)西条青年会議所統合10周年記念式典・祝賀会 4月26日(日)　14:00～　西条市丹原文化会館

8) (一社)熊本青年会議所創立60周年記念式典 4月26日(日)　10:00～　熊本ホテルキャッスル

9) ブロック　憲法事業 5月2日(土)

10) 土佐清水青年会議所50周年 5月9日(土)

11) (一社)大洲青年会議所創立60周年 5月23日(土)

12) ブロック野球大会 5月31日(土)　新居浜

13) (公社)新居浜青年会議所50周年 9月12日(土)

20. 決定事項の確認

21. 第4回定例理事会開催について 4月6日(月)　19:30～　事務局会議室

22. 今後のスケジュールについて

1) 次回議案提出締切日 3月27日(金)　24:00まで

2) スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ]

23. 監事総評 監事 君

24. 閉会

大澤匠之輔

白石　 隆志

山本　 要介

白石　 隆志

白石　 好恭

2015年度　公益社団法人今治青年会議所

第３回定例理事会　議事次第

渡部 　高史

神野　 健治

西部 　祥平

西部 　祥平
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日時：2015年4月6日(月)　19:30～

場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 総務例会委員会　副委員長 君

3. JCIビジョン唱和 組織拡大室長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 会員拡大委員会　委員長 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務例会委員会　委員長 君

6. 配布資料の確認 事務局長 君

7. 理事長挨拶 理事長 君

8. 直前理事長挨拶 直前理事長 君

9. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

10. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 2015年度　第3回定例理事会決定事項

13. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

14. 審議事項

1) 新入会員審査の件

2) 3月例会決算承認の件

3) 3月例会委員会アワー決算承認の件

4) 4月例会開催承認の件

5) 4月例会委員会アワー開催承認の件

6) 入会希望者説明会開催承認の件

7) 対内研修事業（VMVセミナー）開催承認の件

15. 協議事項

1) 5月例会開催について

2) 5月例会委員会アワー開催について

3) わんぱく！『きずな』塾2015～できっこないをやらなくちゃ～開催について

16. 討議事項

1) 鈍川クリエイトプロジェクト開催について

17. 議長解任

18. 依頼事項

19. 行事案内

1) 第2回今治JCじゃがいも大会 4月19日(日)　9:45～　北条カントリー倶楽部

　白石隆志税理士事務所（今治JC白石理事長）杯

2) 第4回四国JCサッカー選手権大会東日本大震災チャリティー大会 4月19日(日)　9:00～　瀬戸大橋記念公園球技場

3) ブロック　4月25日はマラリアの日・青空プチセミナー 4月25日(土)　12:45～　松山アーバンデザインセンター

4) (一社)西条青年会議所統合10周年記念式典・祝賀会 4月26日(日)　14:00～　西条市丹原文会館

5) (一社)熊本青年会議所創立60周年記念式典 4月26日(日)　10:00～　熊本ホテルキャッスル

6) ブロック　国民参加型憲法事業 国民投票模擬体験　 5月2日(土)　11:00～　松山市銀天街空店舗

憲法カフェミーティング　 5月2日(土)　11:00～　松山アーバンデザインセンター

7) 土佐清水青年会議所50周年記念式典・大懇親会 記念式典　 5月9日(土)　15:30～　土佐清水市文化会館

大懇親会　 5月9日(土)　18:00～　窪津漁協

8) 全国城下町シンポジウム　會津大会 5月22日(金)～24日(日)　会津若松市

9) (一社)大洲青年会議所創立60周年記念式典・祝賀会 記念式典　 5月23日(土) 　15:30～　大洲市民会館大ホール

祝賀会　 5月23日(土) 　18:00～　肱川緑地公園

10) 愛媛ブロックスポーツ交流大会（野球大会） 5月31日(日)　8:00～　新居浜市内2会場

11) (公社)新居浜青年会議所50周年 9月12日(土)

20. 決定事項の確認

21. 第5回定例理事会開催について 5月7日(木)　19:30～　事務局会議室

22. 今後のスケジュールについて

1) 次回議案提出締切日 4月29日(水)　10:00まで

2) スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ]

23. 監事総評 監事 君

24. 閉会

大澤匠之輔

白石　 隆志

山本　 要介

白石　 隆志

松田　 泰幸

2015年度　公益社団法人今治青年会議所

第４回定例理事会　議事次第

廣田　 純一

浅海　 裕也

真鍋　 知弘

西部 　祥平
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日時：2015年5月7日(木)　19:30～

場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 会員拡大委員会　副委員長 君

3. JCIビジョン唱和 組織強化室長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 会員研修委員会　委員長 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務例会委員会　委員長 君

6. 配布資料の確認 事務局長 君

7. 理事長挨拶 理事長 君

8. 直前理事長挨拶 直前理事長 君

9. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

10. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 2015年度　第4回定例理事会決定事項

13. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

14. 審議事項

1) 4月例会決算承認の件

2) 4月例会委員会アワー決算承認の件

3) 入会希望者説明会決算承認の件

4) 5月例会開催承認の件

5) 5月例会委員会アワー開催承認の件

15. 協議事項

1) 6月例会開催について

2) 入会式の企画及び運営について

3) わんぱく！『きずな』塾2015～できっこないをやらなくちゃ～開催について

4) 鈍川クリエイトプロジェクト開催について

5) 「第1回海上自転車競走プレ大会」後援依頼について

16. 討議事項

1) 対外研修事業「HENRO」開催について

17. 議長解任

18. 依頼事項

1)

19. 行事案内

1) 土佐清水青年会議所50周年記念式典・大懇親会 記念式典　 5月9日(土)　15:30～　土佐清水市文化会館

大懇親会　 5月9日(土)　18:00～　窪津漁協

2) 日本　被災地へ赴く事業 5月16日(土)　12:00～　鹿島御児神社（石巻市）

3) 全国城下町シンポジウム　會津大会 5月22日(金)～24日(日)　会津若松市内各会場

4) (一社)大洲青年会議所創立60周年記念式典・祝賀会 記念式典　 5月23日(土) 　15:30～　大洲市民会館大ホール

祝賀会　 5月23日(土) 　18:00～　肱川緑地公園

5) 愛媛ブロックスポーツ交流大会（野球大会） 5月31日(日)　8:00～　新居浜市内2会場

6) ASPACマレーシアコタキナバル大会 6月11日(木)～14日(日)

7) 第3回今治JCじゃがいも大会　髙橋シニアクラブ会長杯 6月13日(土)　9:50～　今治カントリークラブ

8) 第45回愛媛ブロック大会松山大会 6月28日(日)　松山

9) 四国地区大会宇和島大会 記念式典・記念事業　 7月4日(土)　12:30～　宇和島市立南予文化会館

大懇親会　 7月4日(土)　19:00～　宇和島市営闘牛場

10) サマーコンファレンス 7月18日(土)～19日(日)

11) (公社)新居浜青年会議所50周年 9月12日(土)

12) 第64回全国大会東北八戸大会 9月24日(木)～27日(日)

13) JCI世界会議金沢大会 11月3日(火)～8日(日)

20. 決定事項の確認

21. 第6回定例理事会開催について 6月5日(金)　19:30～　事務局会議室

22. 今後のスケジュールについて

1) 次回議案提出締切日 5月29日(金)　10:00まで

2) スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ]

23. 監事総評 監事 君

24. 閉会

大澤匠之輔

白石　 隆志

山本　 要介

白石　 隆志

白石　 好恭

2015年度　公益社団法人今治青年会議所

第５回定例理事会　議事次第

菊地　 晴香

廣川　 怜史

豊島　 龍也

西部 　祥平
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日時：2015年6月5日(金)　19:30～

場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 会員研修委員会　副委員長 君

3. JCIビジョン唱和 次世代創造室長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 未来の力育成委員会　委員長 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務例会委員会　委員長 君

6. 配布資料の確認 事務局長 君

7. 理事長挨拶 理事長 君

8. 直前理事長挨拶 直前理事長 君

9. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

10. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 会員拡大委員会

4) (公社)日本青年会議所四国地区愛媛ブロック協議会　会長輩出について

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 2015年度　第5回定例理事会決定事項

13. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

14. 審議事項

1) 対内研修事業（VMVセミナー）決算及び残金承認の件

2) 5月例会決算承認の件

3) 5月例会委員会アワー決算承認の件

4) 新入会員審査の件

5) 次年度理事長選考管理委員会発足承認の件

6) 6月例会開催承認の件

7) 入会式の企画及び運営承認の件

8) 「第1回海上自転車競走プレ大会」後援依頼承認の件

15. 協議事項

1) わんぱく！『きずな』塾2015～できっこないをやらなくちゃ～開催について

16. 審議事項

1) わんぱく！『きずな』塾2015～できっこないをやらなくちゃ～審議上程議案追加承認の件

2) わんぱく！『きずな』塾2015～できっこないをやらなくちゃ～開催承認の件

17. 協議事項

2) 対外研修事業「HENRO」開催について

3) 7月例会開催について

4) 鈍川クリエイトプロジェクト開催について

18. 討議事項

19. 議長解任

20. 依頼事項

21. 行事案内

1) ASPACマレーシアコタキナバル大会 6月11日(木)～14日(日)

2) 第3回今治JCじゃがいも大会　髙橋シニアクラブ会長杯 6月13日(土)　9:50～　今治カントリークラブ

3) 第1回JCカップU-11少年少女サッカー全国大会愛媛ブロック予選大会 6月27日(土)　ビバ・スポルティバSAIJO

4) 第45回愛媛ブロック大会松山大会 記念式典　 6月28日(日)　13:30～　松山全日空ホテル

大懇親会　 6月28日(日)　15:30～　松山全日空ホテル 

5) 四国地区大会宇和島大会 記念式典・記念事業　 7月4日(土)　12:30～　宇和島市立南予文化会館

大懇親会　 7月4日(土)　19:00～　宇和島市営闘牛場

6) サマーコンファレンス 7月18日(土)～19日(日)

7) (公社)新居浜青年会議所50周年 9月12日(土)

8) 第64回全国大会東北八戸大会 9月24日(木)～27日(日)

9) JCI世界会議金沢大会 11月3日(火)～8日(日)

10) (公社)東かがわ青年会議所創立30周年 11月

22. 決定事項の確認

23. 第7回定例理事会開催について 7月6日(月)　19:30～　事務局会議室

24. 今後のスケジュールについて

1) 次回議案提出締切日 6月28日(日)　正午まで

2) スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ]

25. 監事総評 監事 君

26. 閉会

大澤匠之輔

白石　 隆志

山本　 要介

白石　 隆志

松田　 泰幸

2015年度　公益社団法人今治青年会議所

第６回定例理事会　議事次第

浮穴　 智彦

黒瀬　 太樹

近藤　 浩之

西部 　祥平
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日時：2015年7月6日(月)　19:30～

場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 未来の力育成委員会　副委員長 君

3. JCIビジョン唱和 地域創造室長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 地域の魅力創造委員会　委員長 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務例会委員会　委員長 君

6. 配布資料の確認 事務局長 君

7. 理事長挨拶 理事長 君

8. 直前理事長挨拶 直前理事長 君

9. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

10. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 会員拡大委員会

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 2015年度　第6回定例理事会決定事項

13. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

14. 審議事項

1) 6月例会決算承認の件

2) 入会式の企画及び運営決算及び残金承認の件

3) 2016年度理事長承認の件

4) 7月例会・第93回臨時総会開催承認の件

5) 対外研修事業「HENRO～A joumey ｏｆ the Soul～」開催承認の件

6) 鈍川クリエイトプロジェクト開催承認の件

7) 第29回今治シティマラソン2015　後援依頼承認の件

15. 協議事項

1) 8月例会開催について

2) 8月例会委員会アワー開催について

3) ハズミズム2015　後援依頼について

16. 討議事項

17. 議長解任

18. 依頼事項

1) メイキャップについて

2) わんぱく！『きずな』塾2015～できっこないをやらなくちゃ～について

3) 市民大清掃について

19. 行事案内

1) 市民大清掃 7月12日(日)　鈍川温泉周辺

2) 日本　2015年度「真の復興」推進委員会　防災減災セミナー 7月17日(金)　13:00～　LEN貸し会議室 横浜関内

3) サマーコンファレンス 7月18日(土)～19日(日)

4) おんまく協力 提灯取付　 7月24日(金)　16:00～　かねと食堂前

花火警備　 8月2日(日)　17:30～　四国電力前集合

提灯撤去　 8月3日(月)　9:00～　かねと食堂前

5) 愛媛ブロック協議会　会員会議所合同会議 7月25日(土)　13:00～　料苑 たる井

6) ブロック　LOMの会員拡大支援事業 7月25日(土)　15:00～　料苑 たる井

7) 地区　1DAYお遍路体験 愛媛編 8月22日(土)　12:00～　JR松山駅出発

8) (公社)新居浜青年会議所創立50周年記念式典 感謝祭　 9月12日(土)　10:00～　一宮神社

記念講演・記念式典　 9月12日(土)　13:30～　新居浜市市民文化センター

祝賀会　 9月12日(土)　19:00～　リーガロイヤルホテル新居浜

9) 第64回全国大会東北八戸大会 9月24日(木)～27日(日)

10) JCI世界会議金沢大会 11月3日(火)～8日(日)

11) (公社)東かがわ青年会議所創立30周年 11月

20. 決定事項の確認

21. 第8回定例理事会開催について 8月5日(水)　19:30～　事務局会議室

22. 今後のスケジュールについて

1) 次回議案提出締切日 7月29日(水)　正午まで

2) スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ]

23. 監事総評 監事 君

24. 閉会

大澤匠之輔

白石　 隆志

山本　 要介

白石　 隆志

白石　 好恭

2015年度　公益社団法人今治青年会議所

第７回定例理事会　議事次第

阿部　 大輔

鳥生　 武彦

渡部　 高史

西部 　祥平
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日時：2015年8月5日(水)　19:30～

場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 地域の魅力創造委員会　委員長 君

3. JCIビジョン唱和 地域の魅力創造委員会　副委員長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 総務例会委員会　委員長 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務例会委員会　委員長 君

6. 配布資料の確認 事務局長 君

7. 理事長挨拶 理事長 君

8. 直前理事長挨拶 直前理事長 君

9. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

10. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 2015年度　第7回定例理事会決定事項

13. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

14. 審議事項

1) 次年度理事長選考管理委員会解散承認の件

2) 次年度役員選考委員会発足承認の件

3) 7月例会・第93回臨時総会決算承認の件

4) 8月例会開催承認の件

5) 8月例会委員会アワー開催承認の件

6) 鈍川クリエイトプロジェクト修正予算（案）承認の件

7) ハズミズム2015後援依頼承認の件

8) 「鈴木凛太朗氏ピアノ演奏会・鈴木真巳子氏講演会」後援依頼承認の件

15. 協議事項

1) 9月例会開催について

2) 9月例会委員会アワー開催について

16. 討議事項

17. 議長解任

18. 依頼事項

1) メイキャップについて

19. 行事案内

1) 地区　1DAYお遍路体験 愛媛編 8月22日(土)　12:00～　JR松山駅出発

2) (公社)新居浜青年会議所創立50周年記念式典 感謝祭　 9月12日(土)　10:00～　一宮神社

記念講演・記念式典　 9月12日(土)　13:30～　新居浜市市民文化センター

祝賀会　 9月12日(土)　19:00～　リーガロイヤルホテル新居浜

3) 第64回全国大会東北八戸大会 9月24日(木)～27日(日)

4) JCI世界会議金沢大会 11月3日(火)～8日(日)

5) (公社)東かがわ青年会議所創立30周年 11月22日(日)

20. 決定事項の確認

21. 第9回定例理事会開催について 9月7日(月)　19:30～　事務局会議室

22. 今後のスケジュールについて

1) 次回議案提出締切日 8月29日(土)　正午まで

2) スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ]

23. 監事総評 監事 君

24. 閉会

大澤匠之輔

白石　 隆志

山本　 要介

白石　 隆志

松田　 泰幸

2015年度　公益社団法人今治青年会議所

第８回定例理事会　議事次第

渡部　 高史

神野　 健治

西部 　祥平

西部 　祥平
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日時：2015年9月7日(月)　19:30～

場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 総務例会委員会　副委員長 君

3. JCIビジョン唱和 組織拡大室長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 会員拡大委員会　委員長 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務例会委員会　委員長 君

6. 配布資料の確認 事務局長 君

7. 理事長挨拶 理事長 君

8. 直前理事長挨拶 直前理事長 君

9. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

10. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 新入会員による事業について

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 2015年度　第8回定例理事会決定事項

13. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

14. 審議事項

1) 8月例会決算承認の件

2) 8月例会委員会アワー決算承認の件

3) 9月例会開催承認の件

4) 9月例会委員会アワー開催承認の件

15. 協議事項

1) (公社)今治青年会議所　定款一部変更について

2) 10月例会・第94回臨時総会開催について

3) 10月例会委員会アワー開催について

16. 討議事項

17. 議長解任

18. 依頼事項

19. 行事案内

1) (公社)新居浜青年会議所創立50周年記念式典 感謝祭　 9月12日(土)　10:00～　一宮神社

記念講演・記念式典　 9月12日(土)　13:30～　新居浜市市民文化センター

祝賀会　 9月12日(土)　19:00～　リーガロイヤルホテル新居浜

2) 第45回広島ブロック大会　地域活性たからいち（主管：尾道青年会議所） 9月13日(日)　10:30～　尾道駅前 緑地帯広場

3) ハズミズム2015 9月20日(日)　11:00～　市民の森・野外ステージ

4) 第64回全国大会東北八戸大会 9月24日(木)～27日(日)

5) 第29回今治シティマラソン2015 10月4日(日)　6:30～　吹揚小学校集合

6) 2015年度 囲碁将棋クラブ大会 10月9日(金)　19:30～　ホテル菊水

7) 地区　1DAYお遍路体験 香川編 10月10日(土)　7:20～　高松駅出発

　　　　　　　　　　　　　　　　徳島編 10月24日(土)　7:20～　鳴門駅出発

8) JCI世界会議金沢大会 11月3日(火)～8日(日)

9) 第2回ツール・ド・玉川 11月22日(日)

10) (公社)東かがわ青年会議所創立30周年 11月22日(日)

11) 鈴木凛太朗氏ピアノ演奏会・鈴木真巳子氏講演会 11月22日(日)　旧日吉小学校体育館

20. 決定事項の確認

21. 第10回定例理事会開催について 10月5日(月)　19:30～　事務局会議室

22. 今後のスケジュールについて

1) 次回議案提出締切日 9月29日(火)　正午まで

2) スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ]

23. 監事総評 監事 君

24. 閉会

大澤匠之輔

白石　 隆志

山本　 要介

白石　 隆志

白石　 好恭

2015年度　公益社団法人今治青年会議所

第９回定例理事会　議事次第

廣田　 純一

浅海　 裕也

真鍋　 知弘

西部 　祥平
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日時：2015年10月5日(月)　19:30～

場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 会員拡大委員会　副委員長 君

3. JCIビジョン唱和 組織強化室長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 会員研修委員会　委員長 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務例会委員会　委員長 君

6. 配布資料の確認 事務局長 君

7. 理事長挨拶 理事長 君

8. 直前理事長挨拶 直前理事長 君

9. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

10. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 新入会員による事業について

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 2015年度　第9回定例理事会決定事項

13. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

14. 審議事項

1) 9月例会決算承認の件

2) 9月例会委員会アワー決算承認の件

3) 対外研修事業「HENRO～A joumey ｏｆ the Soul～」補正予算（案）承認の件

4) 対外研修事業「HENRO～A joumey ｏｆ the Soul～」決算及び残金承認の件

5) わんぱく！『きずな』塾2015～できっこないをやらなくちゃ～補正予算（案）承認の件

6) わんぱく！『きずな』塾2015～できっこないをやらなくちゃ～決算及び残金承認の件

7) 2015年度　会員褒賞特別委員会発足承認の件

8) (公社)今治青年会議所　定款一部変更承認の件

9) 10月例会・第94回臨時総会承認の件

10) 10月例会委員会アワー開催承認の件

15. 協議事項

1) 11月例会・第95回臨時総会開催について

2) 創立50周年PR用横断幕作成について

16. 討議事項

1) 12月例会・卒業式開催場所・開催時刻変更について

17. 議長解任

18. 依頼事項

19. 行事案内

1) 2015年度 囲碁将棋クラブ大会 10月9日(金)　19:30～　ホテル菊水

2) 2015年度愛媛ブロックじゃがいもクラブ大会 10月10日(土)　8:00～　滝の宮カントリークラブ　

第4回今治JCじゃがいも大会 サテライトこまつ（山本副会長）杯

3) 地区　1DAYお遍路体験 香川編 10月10日(土)　7:20～　高松駅出発

　　　　　　　　　　　　　　　　徳島編 10月24日(土)　7:20～　鳴門駅出発

4) 2015年度 しまなみ3JCゴルフコンペ 10月17日(土)　10:11～　尾道うずしおカントリークラブ

5) 新入会員による事業（仮） 10月18日(日)

6) 愛媛ブロック協議会　会員会議所合同会議 10月24日(土)　13:00～　今治市地域地場産業振興センター

7) JCI世界会議金沢大会 11月3日(火)～8日(日)

8) しまなみ3JC引継会 11月10日(火)　今治

9) 2015年度・2016年度本次年度地区協議会 11月15日(日)　10:00～　高松国際ホテル

10) 第2回ツール・ド・玉川 11月22日(日)

11) (公社)東かがわ青年会議所創立30周年 11月22日(日)

12) 鈴木凛太朗氏ピアノ演奏会・鈴木真巳子氏講演会 11月22日(日)　旧日吉小学校体育館

13) 本次年度愛媛ブロック協議会 11月28日(土)　松山

14) 全国拡大セミナー2015 10月24日(土)　19:00　クラウンパレス阪急高知

20. 決定事項の確認

21. 第11回定例理事会開催について 11月5日(木)　19:30～　事務局会議室

22. 第94回臨時総会上程議案の確認

23. 今後のスケジュールについて

1) 次回議案提出締切日 10月29日(木)　10:00まで

2) スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ]

24. 監事総評 監事 君

25. 閉会

大澤匠之輔

白石　 隆志

山本　 要介

白石　 隆志

松田　 泰幸

2015年度　公益社団法人今治青年会議所

第10回定例理事会　議事次第

菊地　 晴香

廣川　 怜史

豊島　 龍也

西部 　祥平
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日時：2015年11月5日(木)　19:30～
場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室

1. 開会宣言並びに開会ゴング
2. JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 会員研修委員会　副委員長 君
3. JCIビジョン唱和 次世代創造室長 君
4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 未来の力育成委員会　委員長 君
5. 出席者並びに定足数の確認 総務例会委員会　委員長 君
6. 配布資料の確認 事務局長 君
7. 理事長挨拶 理事長 君
8. 直前理事長挨拶 直前理事長 君
9. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

10. 報告事項
1) 理事長
2) 財務検討会
3) 新入会員による事業について

11. 議長選出
12. 確認事項

1) 2015年度　第10回定例理事会決定事項
13. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認
14. 審議事項

1) 休会届承認の件
2) 10月例会・第94回臨時総会決算承認の件
3) 10月例会委員会アワー決算承認の件
4) 会員拡大の推進決算及び残金承認の件
5) わんぱく！『きずな』塾2015～できっこないをやらなくちゃ～決算及び残金承認の件　審議取下げ承認の件
6) わんぱく！『きずな』塾2015～できっこないをやらなくちゃ～補正予算（案）承認の件　審議取下げ承認の件
7) わんぱく！『きずな』塾2015～できっこないをやらなくちゃ～補正予算（案）承認の件
8) わんぱく！『きずな』塾2015～できっこないをやらなくちゃ～決算及び残金承認の件
9) 鈍川クリエイトプロジェクト補正予算（案）承認の件

10) 鈍川クリエイトプロジェクト決算及び残金承認の件
11) 創立50周年記念式典開催日承認の件
12) 創立50周年記念大会スローガン（案）承認の件
13) 創立50周年記念大会シンボルマーク（案）承認の件
14) 創立50周年PR用横断幕作成承認の件
15) 2015年度　(公社)今治青年会議所　特定資産積立承認の件
16) 2015年度　(公社)今治青年会議所　補正予算書（案）承認の件
17) 2016年度　(公社)今治青年会議所　組織（案）承認の件
18) 2016年度　(公社)今治青年会議所　理事役員（案）承認の件
19) 2016年度　(公社)今治青年会議所　理事会構成メンバー（案）承認の件
20) 2016年度　(公社)今治青年会議所　組織構成（案）承認の件
21) 2016年度　出向者承認の件
22) 2016年度　取引銀行承認の件
23) 2016年度　収支予算書（案）承認の件（事業費・積立金を除く）
24) 11月例会・第95回臨時総会開催承認の件
25) 次年度役員選考委員会解散承認の件
26) 事務職員継続雇用契約承認の件

15. 協議事項
1) 会員褒賞について
2) 12月例会・卒業式開催及び開催場所・開催時刻について

16. 討議事項
17. 議長解任
18. 依頼事項

1) 2015年度　事業報告書作成について
19. 行事案内

1) JCI世界会議金沢大会 11月3日(火)～8日(日)
2) 今治JCライダースクラブ　しまなみ原付ツーリング 11月8日(火)　今治～竹原
3) しまなみ3JC引継会 11月10日(火)　19:30～　和風レストラン笹
4) 今治JCスポーツクラブ　ボウリング大会・総会 11月13日(金)　19:30～　
5) 2015年度・2016年度本次年度地区協議会 11月15日(日)　10:00～　高松国際ホテル
6) 第5回今治JCじゃがいも大会 タイヤショップ渡辺（渡辺副会長）杯 11月21日(土)　8:21～　松山シーサイドカントリークラブ
7) 第2回ツール・ド・玉川 11月22日(日)
8) (公社)東かがわ青年会議所創立30周年 11月22日(日)
9) 鈴木凛太朗氏ピアノ演奏会・鈴木真巳子氏講演会 11月22日(日)　旧日吉小学校体育館

10) 本次年度愛媛ブロック協議会 11月28日(土)　9:00～　リジェール松山
11) 地区　四国再発見シンポジウム 11月29日(日)　14:00～　善通寺 遍照閣
12) 第6回今治JCじゃがいも大会 レストランPePe杯 12月6日(日)　7:30～　今治カントリー倶楽部

20. 決定事項の確認
21. 第12回定例理事会開催について 12月7日(月)　19:00～　事務局会議室
22. 今後のスケジュールについて

1) 次回議案提出締切日 11月28日(土)　10:00まで
2) スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ]

23. 監事総評 監事 君
24. 閉会

大澤匠之輔
白石　 隆志
山本　 要介
白石　 隆志

白石　 好恭

2015年度　公益社団法人今治青年会議所
第11回定例理事会　議事次第

浮穴　 智彦
黒瀬　 太樹
近藤　 浩之
西部 　祥平
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日時：2015年11月19日(木)　18:00～

場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 未来の力育成委員会　副委員長 君

3. JCIビジョン唱和 地域創造室長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 地域の魅力創造委員会　委員長 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務例会委員会　委員長 君

6. 配布資料の確認 事務局長 君

7. 理事長挨拶 理事長 君

8. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

9. 報告事項

10. 議長選出

11. 確認事項

12. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

13. 審議事項

1) 退会届承認の件

14. 協議事項

15. 討議事項

16. 議長解任

17. 依頼事項

18. 行事案内

1) 本次年度愛媛ブロック協議会 11月28日(土)　9:00～　リジェール松山

2) 京都会議 2016年1月21日(木)～24日(日)

19. 決定事項の確認

20. 監事総評 監事 君

21. 閉会

日時：2015年11月19日(木)　18:40～

場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 地域の魅力創造委員会　副委員長 君

3. JCIビジョン唱和 総務例会委員会　委員長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 総務例会委員会　副委員長 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務例会委員会　委員長 君

6. 配布資料の確認 事務局長 君

7. 理事長挨拶 理事長 君

8. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

9. 報告事項

10. 議長選出

11. 確認事項

12. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

13. 審議事項

1) 2016年度　(公社)今治青年会議所　理事役員（案）変更承認の件

2) 2016年度　理事会構成メンバー（案）変更承認の件

3) 2016年度　(公社)今治青年会議所　組織構成（案）変更承認の件

4) 2016年度　出向者追加及び変更承認の件

5) 2016年度　(公社)今治青年会議所　収支修正予算書（案）承認の件（事業費・積立金を除く）

14. 協議事項

15. 討議事項

16. 議長解任

17. 依頼事項

18. 行事案内

1) 本次年度愛媛ブロック協議会 11月28日(土)　9:00～　リジェール松山

2) 京都会議 2016年1月21日(木)～24日(日)

19. 決定事項の確認

20. 第95回臨時総会上程議案の確認

21. 監事総評 監事 君

22. 閉会

白石　 隆志

松田　 泰幸

神野　 健治

西部 　祥平

廣田　 純一

西部 　祥平

大澤匠之輔

白石　 隆志

大澤匠之輔

白石　 隆志

白石　 隆志

松田　 泰幸

2015年度　公益社団法人今治青年会議所

第２回臨時理事会　議事次第

2015年度　公益社団法人今治青年会議所

第１回臨時理事会　議事次第

阿部　 大輔

鳥生　 武彦

渡部　 高史

西部 　祥平
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日時：2015年12月17日(月)　19:00～

場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 未来の力育成委員会　副委員長 君

3. JCIビジョン唱和 地域創造室長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 地域の魅力創造委員会　委員長 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務例会委員会　委員長 君

6. 配布資料の確認 事務局長 君

7. 理事長挨拶 理事長 君

8. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

9. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

10. 議長選出

11. 確認事項

1) 2015年度　第11回定例理事会決定事項

2) 2015年度　第1回臨時理事会決定事項

3) 2015年度　第2回臨時理事会決定事項

12. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

13. 審議事項

1) 11月例会・第95回臨時総会決算承認の件

2) 会員褒賞承認の件

3) 12月例会・卒業式開催及び開催場所・開催時刻変更承認の件

4) 2015年度　会員褒賞特別委員会解散承認の件

5) 周年準備特別委員会解散承認の件

6) JC会館設立検討特別委員会解散承認の件

14. 協議事項

15. 討議事項

16. 議長解任

17. 依頼事項

1) 2015年度　事業報告書作成について

2) 会費及び例会・理事会ファインについて

3) 年賀状送付先について

4) 例会・委員会出欠状況について

5) 監査について

6) 事務局年末大掃除について

7) 事務局鍵の引継ぎについて

18. 行事案内

19. 決定事項の確認

20. 今後のスケジュールについて

1) 次回議案提出締切日 12月25日(金)まで

2) スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ]

21. 監事総評 監事 君
22. 閉会

西部 　祥平

大澤匠之輔

白石　 隆志

白石　 隆志

松田　 泰幸

2015年度　公益社団法人今治青年会議所

第12回定例理事会　議事次第

阿部　 大輔

鳥生　 武彦

渡部　 高史
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　　　　　日時　：　平成27年1月15日(木)　19:30～21:30
　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室
　　　　　司会　：　総務例会委員会　　鳥井　亮良　君

１. 開会・開会宣言 副理事長 木下　　誠　君
２. 国家・ＪＣＩソング斉唱
３. ＪＣＩクリード唱和 総務例会委員会 西部　祥平　君
４. ＪＣＩミッション唱和 総務例会委員会 廣田　純一　君
５. ＪＣＩビジョン唱和 総務例会委員会 廣田　純一　君
６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 総務例会委員会 越智　敦司　君
７. 理事長挨拶 理事長 白石　隆志　君
８. シニアクラブ役員紹介
９. シニアクラブ会長挨拶

１０. 役員紹介 専務理事 南部　吉信　君
１１. シニアクラブ来賓退場
１２. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 白石　隆志　君
１３. 配布資料の確認 司会者
１４. 各委員会出席者数の確認 司会者
１５. 報告事項 専務理事 南部　吉信　君
１６. 行事案内及び依頼事項 専務理事 南部　吉信　君
１７. 協議事項 理事長 白石　隆志　君
１８. 第92回通常総会 総務例会委員会
１９. 監事総評 監事 白石　好恭　君
２０. 会員消息 司会者
２１. 交通安全宣言 総務例会委員会 吉本悠太郎　君
２２. 若い我等
２３. 閉会宣言 副理事長 木下　　誠　君

議事録作成人　　廣田　純一
署名人　　西部　祥平

　　　　　　　　署名人　　黒川　泰伸

　　　　　日時　：　平成27年2月19日(木)　19:30～21:30
　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室
　　　　　司会　：　総務例会委員会　　廣田　純一　君

１. 開会・開会宣言 副理事長 黒川　泰伸　君
２. 国家・ＪＣＩソング斉唱
３. ＪＣＩクリード唱和 会員拡大委員会 真鍋　知弘　君
４. ＪＣＩミッション唱和 会員拡大委員会 﨑山　裕太　君
５. ＪＣＩビジョン唱和 会員拡大委員会 﨑山　裕太　君
６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 会員拡大委員会 菊地　晴香　君
７. 理事長挨拶 理事長 白石　隆志　君
８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 白石　隆志　君
９. 配布資料の確認 司会者

１０. 各委員会出席者数の確認 司会者
１１. 報告事項 専務理事 南部　吉信　君
１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 南部　吉信　君
１３. 協議事項 理事長 白石　隆志　君
１４. 例会委員会アワー 会員拡大委員会
１５. Ｔｈｅ　Ｑｕａｒｔｅｒ 総務例会委員会
１６. 監事総評 監事 松田　泰幸
１７. 会員消息 司会者
１８. 交通安全宣言 会員拡大委員会 山岡　太郎　君
１９. 若い我等
２０. 閉会宣言 副理事長 黒川　泰伸　君

議事録作成人　　菊地　晴香
署名人　　真鍋　知弘

１月例会プログラム

２月例会プログラム
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　　　　　　　　署名人　　浅海　裕也

　　　　　日時　：　平成27年3月20日(木)　19:30～21:30

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　総務例会委員会　　吉本悠太郎　君

１. 開会・開会宣言 副理事長 西原孝太郎　君

２. 国家・ＪＣＩソング斉唱

３. ＪＣＩクリード唱和 会員研修委員会 山本　晋平　君

４. ＪＣＩミッション唱和 会員研修委員会 浮穴　智彦　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 会員研修委員会 浮穴　智彦　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 会員研修委員会 松田　泰幸　君

７. 理事長挨拶 理事長 白石　隆志　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 白石　隆志　君

９. 配布資料の確認 司会者

１０. 各委員会出席者数の確認 司会者

１１. 報告事項 専務理事 南部　吉信　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 南部　吉信　君

１３. 協議事項 理事長 白石　隆志　君

１４. 例会委員会アワー 会員研修委員会

１５. 監事総評 監事 白石　好恭　君

１６. 会員消息 司会者

１７. 交通安全宣言 会員研修委員会 寺尾　　論　君

１８. 若い我等

１９. 閉会宣言 副理事長 西原孝太郎　君

議事録作成人　　浮穴　智彦

署名人　　豊島　龍也

　　　　　　　　署名人　　廣川　怜史

　　　　　日時　：　平成27年4月16日(木)　19:30～21:30

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　総務例会委員会　　越智　敦司　君

１. 開会・開会宣言 専務理事 南部　吉信　君

２. 国家・ＪＣＩソング斉唱

３. ＪＣＩクリード唱和 未来の力育成委員会 白石　匡亮　君

４. ＪＣＩミッション唱和 未来の力育成委員会 永吉　隼人　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 未来の力育成委員会 永吉　隼人　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 未来の力育成委員会 新居田　直　君

７. 理事長挨拶 理事長 白石　隆志　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 白石　隆志　君

９. 配布資料の確認 司会者

１０. 各委員会出席者数の確認 司会者

１１. 報告事項 専務理事 南部　吉信　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 南部　吉信　君

１３. 協議事項 理事長 白石　隆志　君

１４. 例会委員会アワー 総務例会委員会

１５. Ｔｈｅ　Ｑｕａｒｔｅｒ 総務例会委員会

１６. 監事総評 監事 松田　泰幸　君

１７. 会員消息 司会者

１８. 交通安全宣言 未来の力育成委員会 阿部　大輔　君

１９. 若い我等

２０. 閉会宣言 専務理事 南部　吉信　君

議事録作成人　　阿部　大輔

３月例会プログラム

４月例会プログラム
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署名人　　近藤　浩之

　　　　　　　　署名人　　黒瀬　太樹

　　　　　日時　：　平成27年5月21日(木)　19:30～21:30

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　総務例会委員会　　富田　浩之　君

１. 開会・開会宣言 財政局長 八木　健吾　君

２. 国家・ＪＣＩソング斉唱

３. ＪＣＩクリード唱和 地域の魅力創造委員会 神道　裕介　君

４. ＪＣＩミッション唱和 地域の魅力創造委員会 真鍋　達紀　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 地域の魅力創造委員会 真鍋　達紀　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 地域の魅力創造委員会 六郎面あゆみ　君

７. 理事長挨拶 理事長 白石　隆志　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 白石　隆志　君

９. 配布資料の確認 司会者

１０. 各委員会出席者数の確認 司会者

１１. 報告事項 専務理事 南部　吉信　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 南部　吉信　君

１３. 協議事項 理事長 白石　隆志　君

１４. 例会委員会アワー 未来の力育成委員会

１５. Ｔｈｅ　Ｑｕａｒｔｅｒ 総務例会委員会

１６. 監事総評 監事 白石　好恭　君

１７. 会員消息 司会者

１８. 交通安全宣言 地域の魅力創造委員会 武田　繁親　君

１９. 若い我等

２０. 閉会宣言 財政局長 八木　健吾　君

議事録作成人　　神野　健治

署名人　　渡部　高史

　　　　　　　　署名人　　鳥生　武彦

　　　　　日時　：　平成27年6月18日(木)　19:30～21:30

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　総務例会委員会　　西部　祥平　君

１. 開会・開会宣言 事務局長 大澤匠之輔　君

２. 国家・ＪＣＩソング斉唱

３. ＪＣＩクリード唱和 総務例会委員会 白石　好恭　君

４. ＪＣＩミッション唱和 総務例会委員会 竹田　友和　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 総務例会委員会 竹田　友和　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 総務例会委員会 富田　浩之　君

７. 理事長挨拶 理事長 白石　隆志　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 白石　隆志　君

９. 配布資料の確認 司会者

１０. 各委員会出席者数の確認 司会者

１１. 報告事項 専務理事 南部　吉信　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 南部　吉信　君

１３. 協議事項 理事長 白石　隆志　君

１４. 入会式 会員拡大委員会

１５. 監事総評 監事 松田　泰幸　君

１６. 会員消息 司会者

１７. 交通安全宣言 総務例会委員会 窪田　愛弓　君

１８. 若い我等

１９. 閉会宣言 事務局長 大澤匠之輔　君

５月例会プログラム

６月例会プログラム
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議事録作成人　　廣田　純一

署名人　　西部　祥平

　　　　　　　　署名人　　黒川　泰伸

　　　　　日時　：　平成27年7月16日(木)　19:30～21:30

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　総務例会委員会　　青野　耕士　君

１. 開会・開会宣言 組織拡大室室長 浅海　裕也　君

２. 国家・ＪＣＩソング斉唱

３. ＪＣＩクリード唱和 会員拡大委員会 菊地　晴香　君

４. ＪＣＩミッション唱和 会員拡大委員会 白川　　亨　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 会員拡大委員会 白川　　亨　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 会員拡大委員会 村上　　艦　君

７. 理事長挨拶 理事長 白石　隆志　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 白石　隆志　君

９. 配布資料の確認 司会者

１０. 各委員会出席者数の確認 司会者

１１. 報告事項 専務理事 南部　吉信　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 南部　吉信　君

１３. 協議事項 理事長 白石　隆志　君

１４. 第93回臨時総会 総務例会委員会

１５. 監事総評 監事 白石　好恭　君

１６. 会員消息 司会者

１７. 交通安全宣言 会員拡大委員会 樫田　仁志　君

１８. 若い我等

１９. 閉会宣言 組織拡大室室長 浅海　裕也　君

議事録作成人　　菊地　晴香

署名人　　真鍋　知弘

　　　　　　　　署名人　　浅海　裕也

　　　　　日時　：　平成27年8月20日(木)　19:30～21:30

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　総務例会委員会　　窪田　愛弓　君

１. 開会・開会宣言 組織強化室室長 廣川　怜史　君

２. 国家・ＪＣＩソング斉唱

３. ＪＣＩクリード唱和 会員研修委員会 北川　琢也　君

４. ＪＣＩミッション唱和 会員研修委員会 丹下　大輔　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 会員研修委員会 丹下　大輔　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 会員研修委員会 豊島　龍也　君

７. 理事長挨拶 理事長 白石　隆志　君

８. 愛媛ブロック協議会会長挨拶 愛媛ブロック協議会会長 菊池　繁人　君

９. 来訪者紹介 愛媛ブロック協議会運営専務 松岡　永悟　君

１０. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 白石　隆志　君

１１. 配布資料の確認 司会者

１２. 各委員会出席者数の確認 司会者

１３. 報告事項 専務理事 南部　吉信　君

１４. 行事案内及び依頼事項 専務理事 南部　吉信　君

１５. 協議事項 理事長 白石　隆志　君

１６. 例会委員会アワー 会員研修委員会

１７. Ｔｈｅ　Ｑｕａｒｔｅｒ 総務例会委員会

１８. 監事総評 監事 松田　泰幸　君

１９. 会員消息 司会者

２０. 交通安全宣言 会員研修委員会 山本　晋平　君

２１. 若い我等

７月例会プログラム

８月例会プログラム
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２２. 閉会宣言 組織強化室室長 廣川　怜史　君

議事録作成人　　浮穴　智彦

署名人　　豊島　龍也

　　　　　　　　署名人　　廣川　怜史

　　　　　日時　：　平成27年9月17日(木)　19:30～21:30

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　総務例会委員会　　玉井　　宏　君

１. 開会・開会宣言 次世代創造室室長 黒瀬　太樹　君

２. 国家・ＪＣＩソング斉唱

３. ＪＣＩクリード唱和 未来の力育成委員会 新居田　直　君

４. ＪＣＩミッション唱和 未来の力育成委員会 白石　匡亮　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 未来の力育成委員会 白石　匡亮　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 未来の力育成委員会 渡辺　　仁　君

７. 理事長挨拶 理事長 白石　隆志　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 白石　隆志　君

９. 配布資料の確認 司会者

１０. 各委員会出席者数の確認 司会者

１１. 報告事項 専務理事 南部　吉信　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 南部　吉信　君

１３. 協議事項 理事長 白石　隆志　君

１４. 例会委員会アワー 会員研修委員会

１５. Ｔｈｅ　Ｑｕａｒｔｅｒ 総務例会委員会

１６. 監事総評 監事 白石　好恭　君

１７. 会員消息 司会者

１８. 交通安全宣言 未来の力育成委員会 近藤　浩之　君

１９. 若い我等

２０. 閉会宣言 次世代創造室室長 黒瀬　太樹　君

議事録作成人　　阿部　大輔

署名人　　近藤　浩之

　　　　　　　　署名人　　黒瀬　太樹

　　　　　日時　：　平成27年10月15日(木)　19:30～21:30

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　総務例会委員会　　玉井　　宏　君

１. 開会・開会宣言 地域創造室室長 鳥生　武彦　君

２. 国家・ＪＣＩソング斉唱

３. ＪＣＩクリード唱和 地域の魅力創造委員会 神野　健治　君

４. ＪＣＩミッション唱和 地域の魅力創造委員会 渡部　高史　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 地域の魅力創造委員会 渡部　高史　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 地域の魅力創造委員会 長野　和博　君

７. 理事長挨拶 理事長 白石　隆志　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 白石　隆志　君

９. 配布資料の確認 司会者

１０. 各委員会出席者数の確認 司会者

１１. 報告事項 専務理事 南部　吉信　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 南部　吉信　君

１３. 協議事項 理事長 白石　隆志　君

１４. 第94回臨時総会 総務例会委員会

１５. 例会委員会アワー 地域の魅力創造委員会

１６. Ｔｈｅ　Ｑｕａｒｔｅｒ 総務例会委員会

１７. 監事総評 監事 松田　泰幸　君

１８. 会員消息 司会者

９月例会プログラム

10月例会プログラム

50



１９. 交通安全宣言 地域の魅力創造委員会 白石　英二　君

２０. 若い我等

２１. 閉会宣言 地域創造室室長 鳥生　武彦　君

議事録作成人　　神野　健治

署名人　　渡部　高史

鳥生　武彦

　　　　　日時　：　平成27年11月19日(木)　19:30～21:30

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　総務例会委員会　　越智　敦司　君

１. 開会・開会宣言 副専務理事 阿曽　淳也　君

２. 国家・ＪＣＩソング斉唱

３. ＪＣＩクリード唱和 総務例会委員会 吉本悠太郎　君

４. ＪＣＩミッション唱和 総務例会委員会 青野　耕士　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 総務例会委員会 青野　耕士　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 総務例会委員会 鳥井　亮良　君

７. 理事長挨拶 理事長 白石　隆志　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 白石　隆志　君

９. 配布資料の確認 司会者

１０. 各委員会出席者数の確認 司会者

１１. 報告事項 専務理事 南部　吉信　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 南部　吉信　君

１３. 協議事項 理事長 白石　隆志　君

１４. 第95回臨時総会 総務例会委員会

１５. 監事総評 監事 白石　好恭　君

１６. 会員消息 司会者

１７. 交通安全宣言 総務例会委員会 西部　祥平　君

１８. 若い我等

１９. 閉会宣言 副専務理事 阿曽　淳也　君

議事録作成人　　廣田　純一

署名人　　西部　祥平

　　　　　　　　署名人　　黒川　泰伸

　　　　　日時　：　平成27年12月17日(木)　17:30～19:30

　　　　　場所　：　今治国際ホテル2F　クリスタルホール

　　　　　司会　：　総務例会委員会　　吉本悠太郎　君

１. 開会・開会宣言 副専務理事 玉井　　宏　君

２. 国家・ＪＣＩソング斉唱

３. ＪＣＩクリード唱和 会員拡大委員会 真鍋　知弘　君

４. ＪＣＩミッション唱和 会員拡大委員会 山岡　太郎　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 会員拡大委員会 山岡　太郎　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 会員拡大委員会 菊地　晴香　君

７. 理事長挨拶 理事長 白石　隆志　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 白石　隆志　君

９. 配布資料の確認 司会者

１０. 各委員会出席者数の確認 司会者

１１. 報告事項 専務理事 南部　吉信　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 南部　吉信　君

１３. 協議事項 理事長 白石　隆志　君

１４. 会員褒賞 総務例会委員安芸

１５. プレジデンシャルリース・理事長バッジ交換

１６. 2016年度理事長挨拶 2016年度理事長予定者 西原孝太郎　君

11月例会プログラム

12月例会・卒業式プログラム
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１７. 会員消息 司会者

１８. プレイバック

１９. 卒業式

２０. 監事総評 監事 松田　泰幸　君

２１. 閉会宣言 副専務理事 玉井　　宏　君

議事録作成人　　菊地　晴香

署名人　　真鍋　知弘

　　　　　　　　署名人　　浅海　裕也
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　　　　　日時　：　平成27年1月15日(木)　20:57～21:18

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　専務理事　　南部　吉信　君

１. 開会

２. 定足数の確認

３. 議長選出

４. 議事録作成人及び署名人指名

５. 審議事項の確認及び追加議案有無の確認

６. 審議事項

　１号議案　2014年度　(公社)今治青年会議所　事業及び会計報告承認の件

　　　　　　　・貸借対照表

　　　　　　　・正味財産増減計算書

　　　　　　　・正味財産増減計算書内訳表

　　　　　　　・財産目録

　　　　　　　・財務諸表に対する注記

　　　　　　　・什器備品明細表

　　　　　　　・監査報告書

　２号議案　2015年度　(公社)今治青年会議所　組織構成変更(案)承認の件

　３号議案　2015年度　事業計画予算(案)承認の件

　４号議案　2015年度　(公社)今治青年会議所　収支予算書(案)承認の件

７. 議長解任

８. 閉会

議事録作成人　　廣田　純一

署名人　　西部　祥平

　　　　　　　　署名人　　黒川　泰伸

　　　　　日時　：　平成27年7月16日(木)　20:13～21:17

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　専務理事　　南部　吉信　君

１. 開会

２. 定足数の確認

３. 議長選出

４. 議事録作成人及び署名人指名

５. 審議事項の確認及び追加議案有無の確認

６. 審議事項

　１号議案　2016年度　理事長承認の件

７. 議長解任

８. 閉会

議事録作成人　　廣田　純一

署名人　　西部　祥平

　　　　　　　　署名人　　黒川　泰伸

第93回臨時総会プログラム

第92回通常総会プログラム
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　　　　　日時　：　平成27年10月15日(木)　20:03～20:12

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　専務理事　　南部　吉信　君

１. 開会

２. 定足数の確認

３. 議長選出

４. 議事録作成人及び署名人指名

５. 審議事項の確認及び追加議案有無の確認

６. 審議事項

　１号議案　(公社)今治青年会議所　定款一部変更承認の件

７. 議長解任

８. 閉会

議事録作成人　　廣田　純一

署名人　　西部　祥平

　　　　　　　　署名人　　黒川　泰伸

　　　　　日時　：　平成27年11月19日(木)　20:18～21:17

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　専務理事　　南部　吉信　君

１. 開会

２. 定足数の確認

３. 議長選出

４. 議事録作成人及び署名人指名

５. 審議事項の確認及び追加議案有無の確認

６. 審議事項

　１号議案　2015年度　(公社)今治青年会議所　特定資産積立承認の件

　２号議案　2015年度　(公社)今治青年会議所　補正予算書(案)承認の件

　３号議案　2016年度　(公社)今治青年会議所　組織(案)承認の件

　４号議案　2016年度　(公社)今治青年会議所　理事役員(案)承認の件

　５号議案　2016年度　(公社)今治青年会議所　理事会構成メンバー(案)承認の件

　６号議案　2016年度　(公社)今治青年会議所　組織構成(案)承認の件

　７号議案　2016年度　出向者承認の件

　８号議案　2016年度　取引銀行承認の件

　９号議案　2016年度　(公社)今治青年会議所　収支予算書(案)承認の件（事業費・積立金を除く）

７. 議長解任

８. 閉会

議事録作成人　　廣田　純一

署名人　　西部　祥平

　　　　　　　　署名人　　黒川　泰伸

第94回臨時総会プログラム

第95回臨時総会プログラム
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次年度理事長選考管理委員会

6月5日 役員選任規程第５条により、理事長の選任に関する事務を管理するため、第６回定例理事会に

おいて次年度理事長選考管理委員会発足。

　○役員選任規程第７条により、各委員会より１名をもって管理委員を構成する。

　○役員選任規程第８条により、管理委員は管理委員長１名を定める。

　　　管理委員長　…　総務委員会 委員長　西部祥平

　○立候補届出期間　…　平成27年 6月 8日(月)～平成27年 6月17日(水)

6月 8日 役員選任規程第９条第１項第１号により、正会員に告示を送付。

6月17日 役員選任規程第11条第１項及び第２項により、西原孝太郎君から立候補届出あり。

6月18日 今治市民会館にて、19:00より、次年度理事長選考管理委員会を開催。

　○書類審査の件　…　届出書類等に不備なく、人物的にも申し分ない。

　○議決の方法　…　役員選任規程第14条第１項により、立候補者が１名のため、その会議の

　　　　　　　　　　議長の決するところによる。

7月 6日 役員選任規程第12条により、立候補受付事務を終了後、第７回定例理事会にて書面にて結果報告。

　○３号議案

　　西部次年度理事長選考管理委員会委員長より、議案説明あり。

　　次年度理事長選考管理委員会を開催し、立候補届出のあった西原孝太郎君の書類審査を行い、

　　書類等に不備なく受理したとの報告あり。

　　審議の結果、全員の拍手でもって原案を可決承認。

　　次年度理事長立候補者　西原孝太郎君より挨拶あり。

7月 7日 役員選任規程第18条により、正会員に告示及び立候補者の意見書、経歴書、推薦者名簿を送付。

7月16日 第93回臨時総会において、全員の拍手でもって次年度理事長予定者に、西原孝太郎君が決定。

8月 5日 役員選任規程第６条により、理事長選任確定後の第８回定例理事会において、次年度理事長選考

管理委員会を解散。

次年度理事長選考管理委員会報告
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次年度役員選考委員会

委員長　西原孝太郎

 8月 5日 役員選任規程第20条により、理事及び監事の選任に関する事務を管理するため、

第８回定例理事会において次年度役員選考委員会発足。

　○役員選任規程第22条により、次年度理事長及び理事をもって選考委員会を構成し、

　　選考委員長１名及び副委員長1名を互選により決定する。

　　　選考委員長　　…　次年度理事長予定者　西原孝太郎

　　　選考副委員長　…　総務委員会 委員長　西部祥平

　　　選考委員　　　…　会員拡大委員会 委員長　真鍋知弘　　

　　　　　　　　　　　　会員研修委員会 委員長　豊島龍也

　　　　　　　　　　　　未来の力育成委員会 委員長　近藤浩之

　　　　　　　　　　　　地域の魅力創造委員会 委員長　渡部高史

 8月 6日 今治市民会館にて、19:00より、次年度役員選考委員会を開催。

10月31日 役員選任規程第26条により、次年度役員予定者の名簿を理事長に提出。

11月19日 第95回臨時総会において、理事17名、監事3名を承認。

次年度役員選考委員会報告
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日時：2015年9月3日(木)　20:00～

場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 次世代育成室長予定者 君

3. JCIビジョン唱和 地域の宝育成委員会　委員長予定者 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 地域の宝育成委員会　副委員長予定者 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務例会委員会　委員長予定者 君

6. 配布資料の確認 事務局長予定者 君

7. 2016年度　理事長予定者挨拶 理事長予定者 君

8. 2015年度　理事長挨拶 理事長 君

9. 議事録作成人及び署名人指名 理事長予定者 君

10. 報告事項

1) 2016年度　理事長予定者

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 2016年度　理事長所信及び基本資料について

13. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

14. 審議事項

1) 2016年度　(公社)今治青年会議所　組織（案）承認の件

2) 2016年度　(公社)今治青年会議所　理事役員（案）承認の件

3) 2016年度　理事会構成メンバー（案）承認の件

4) 2016年度　(公社)今治青年会議所　組織構成（案）承認の件

5) 2016年度　取引銀行承認の件

15. 協議事項

1) 2016年度　委員会事業計画及び各会議体の役割（案）について

2) 2016年度　理事会運営（案）について

3) 2016年度　例会運営（案）について

4) 2016年度　常任理事会、ネット常任理事会、財務検討会（案）について

16. 討議事項

17. 議長解任

18. 依頼事項

1) 2016年度　各委員会基本方針作成について 9月15日(火)まで

2) 2016年度　各委員会開催日について 委員会開催希望日　 9月15日(火)まで

3) 会員現況調査・マイスローガンについて

4) 2016年度　名刺デザインについて 取りまとめ　 9月15日(火)まで

5) 第1回次年度委員会開催について

19. 決定事項の確認

20. 2015年度　第11回定例理事会提出議案の確認

21. 第2回次年度理事予定者会議開催について 10月1日(木)　19:30～　事務局会議室

22. 今後のスケジュールについて

23. 監事予定者総評 監事予定者 先輩

24. 閉会

神野　 健治

西原孝太郎

白石　 隆志

西原孝太郎

小島　 秀範

2016年度　公益社団法人今治青年会議所

第１回次年度理事予定者会議　議事次第

渡部　 高史

新居田　 直

吉本悠太郎

丹下　 大輔
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日時：2015年10月1日(木)　19:30～

場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 郷土創造室長予定者 君

3. JCIビジョン唱和 郷土の魅力創造委員会　委員長予定者 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 郷土の魅力創造委員会　副委員長予定者 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務例会委員会　委員長予定者 君

6. 配布資料の確認 事務局長予定者 君

7. 2016年度　理事長予定者挨拶 理事長予定者 君

8. 2015年度　理事長挨拶 理事長 君

9. 議事録作成人及び署名人指名 理事長予定者 君

10. 報告事項

1) 2016年度　理事長予定者

2) 公益社団法人日本青年会議所　2016年度　会頭所信

3) 公益社団法人日本青年会議所　2016年度　基本理念及び方針

4) 公益社団法人日本青年会議所　2016年度　基本資料（グループ構成）

5) 公益社団法人日本青年会議所　2016年度　四国地区協議会

6) 公益社団法人日本青年会議所　2016年度　四国地区　愛媛ブロック協議会

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 2016年度　理事長所信及び基本資料

2) 第1回次年度理事予定者会議決定事項

13. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

14. 審議事項

1) 2016年度　出向者承認の件

2) 2016年度　理事会運営（案）承認の件

3) 2016年度　例会運営（案）承認の件

4) 2016年度　収支予算書（案）承認の件（事業費・積立金を除く）

15. 協議事項

1) 2016年度　委員会事業計画及び各会議体の役割（案）について

2) 2016年度　常任理事会、ネット常任理事会、財務検討会（案）について

3) 2016年度　例会委員会アワー担当（案）について

4) 2016年度　各委員会基本方針について

5) 2016年度　各委員会開催希望日について

6) 事務局員継続雇用契約について

16. 討議事項

1) 2016年度　各委員会事業計画・予算（案）について

17. 議長解任

18. 依頼事項

1) 名刺とりまとめについて

2) 会員現況調査について

3) 第2回次年度委員会開催について

4) 次回議案締切日について 10月21日(水)

5) 京都会議について

19. 行事案内

1) 愛媛ブロック協議会　会員会議所合同会議 10月24日(土)　今治市地域地場産業振興センター

2) しまなみ3JC合同引継会 11月10日(火)　今治市

3) 2015年度・2016年度本次年度四国地区協議会 11月15日(日)　高松国際ホテル

4) 本次年度愛媛ブロック協議会 11月28日(土)

5) 京都会議 2016年1月21日(木)～24日(日)

20. 決定事項の確認

21. 2015年度　第11回定例理事会提出議案の確認

22. 第3回次年度理事予定者会議開催について 11月2日(月)　19:30～　事務局会議室

23. 今後のスケジュールについて

24. 監事予定者総評 監事予定者 君

25. 閉会

山本　 要介

神野　 健治

西原孝太郎

白石　 隆志

西原孝太郎

2016年度　公益社団法人今治青年会議所

第２回次年度理事予定者会議　議事次第

大澤匠之輔

廣田　 純一

八木　 健吾

丹下　 大輔
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日時：2015年11月2日(月)　19:30～

場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 総務例会室長予定者 君

3. JCIビジョン唱和 総務例会委員会　委員長予定者 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 総務例会委員会　副委員長予定者 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務例会委員会　委員長予定者 君

6. 配布資料の確認 事務局長予定者 君

7. 2016年度　理事長予定者挨拶 理事長予定者 君

8. 2015年度　理事長挨拶 理事長 君

9. 議事録作成人及び署名人指名 理事長予定者 君

10. 報告事項

1) 2016年度　理事長予定者

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 2016年度　理事長所信及び基本資料

2) 第2回次年度理事予定者会議決定事項

13. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

14. 審議事項

1) 2016年度　出向者追加承認の件

2) 2016年度　各委員会開催日承認の件

3) 2016年度　収支修正予算書（案）承認の件

4) 事務局員継続雇用契約承認の件

15. 協議事項

1) 2016年度　各委員会基本方針について

2) 2016年度　例会委員会アワー担当（案）について

3) 2016年度　各委員会事業計画・予算（案）について

16. 討議事項

17. 議長解任

18. 依頼事項

1) 名刺とりまとめについて

2) 第3回次年度委員会魁夷債について

3) 次回議案締切日について 11月24日(火)

19. 行事案内

1) しまなみ3JC合同引継会 11月10日(火)　和風レストラン笹

2) 2015年度・2016年度本次年度四国地区協議会 11月15日(日)　高松国際ホテル

3) 本次年度愛媛ブロック協議会 11月28日(土)　リジェール松山

4) 京都会議 2016年1月21日(木)～24日(日)

20. 決定事項の確認

21. 2015年度　第11回定例理事会提出議案の確認

22. 第4回次年度理事予定者会議開催について 12月3日(木)　19:30～　事務局会議室

23. 今後のスケジュールについて　[ 2015LOM ・ 2016LOM ・ ブロック ]

24. 監事予定者総評 監事 君

25. 閉会

豊島　 龍也

神野　 健治

西原孝太郎

白石　 隆志

西原孝太郎

2016年度　公益社団法人今治青年会議所

第３回次年度理事予定者会議　議事次第

山岡　 太郎

丹下　 大輔

﨑山　 裕太

丹下　 大輔
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日時：2015年11月19日(木)　18:00～

場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 会員開発室長予定者 君

3. JCIビジョン唱和 会員開発委員会　委員長予定者 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 会員開発委員会　副委員長予定者 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務例会委員会　委員長予定者 君

6. 配布資料の確認 事務局長予定者 君

7. 2016年度　理事長予定者挨拶 理事長予定者 君

8. 2015年度　理事長挨拶 理事長 君

9. 議事録作成人及び署名人指名 理事長予定者 君

10. 報告事項

11. 議長選出

12. 確認事項

13. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

14. 審議事項

1) 2016年度　(公社)今治青年会議所　理事役員（案）変更承認の件

2) 2016年度　理事会構成メンバー（案）変更承認の件

3) 2016年度　(公社)今治青年会議所　組織構成（案）変更承認の件

4) 2016年度　出向者追加及び変更承認の件

5) 2016年度　(公社)今治青年会議所　収支修正予算書（案）承認の件（事業費・積立金を除く）

15. 協議事項

16. 討議事項

17. 議長解任

18. 依頼事項

19. 行事案内

1) 本次年度愛媛ブロック協議会 11月28日(土)　リジェール松山

2) 京都会議 2016年1月21日(木)～24日(日)

20. 決定事項の確認

21. 2015年度　第2回臨時理事会提出議案の確認

22. 監事予定者総評 監事 先輩

23. 閉会

小島　 秀範

神野　 健治

西原孝太郎

白石　 隆志

西原孝太郎

2016年度　公益社団法人今治青年会議所

第１回次年度臨時理事予定者会議　議事次第

鳥井　 亮良

南部　 吉信

村上　　　艦

丹下　 大輔
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日時：2015年12月3日(木)　19:30～

場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 会員開発室長予定者 君

3. JCIビジョン唱和 会員開発委員会　委員長予定者 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 会員開発委員会　副委員長予定者 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務例会委員会　委員長予定者 君

6. 配布資料の確認 事務局長予定者 君

7. 2016年度　理事長予定者挨拶 理事長予定者 君

8. 2015年度　理事長挨拶 理事長 君

9. 議事録作成人及び署名人指名 理事長予定者 君

10. 報告事項

1) 2016年度　理事長予定者

2) 財務検討会

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 2016年度　理事長所信及び基本資料

2) 第3回次年度理事予定者会議決定事項

3) 第1回次年度臨時理事予定者会議決定事項

13. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

14. 審議事項

1) 2016年度　例会委員会アワー担当（案）承認の件

2) 創立50周年記念大会実行委員会発足承認の件

15. 協議事項

1) 2016年度　各委員会基本方針について

2) 2016年度　各委員会事業計画・予算（案）について

3) 2016年度　名簿付総合基本資料作成について

4) 2016年度　例会・理事会アイテム作成について

5) 1月例会・第96回通常総会開催及び開催時刻変更について

6) 会員拡大の推進について

16. 討議事項

1) 例会スピーチ開催について

17. 議長解任

18. 依頼事項

1) 第4回次年度委員会開催について

2) 議案上程スケジュールについて

3) 年賀状について

4) 事務局年末大掃除について

5) 次回議案締切日について 12月26日(土)

19. 行事案内

1) 今治寿太鼓保存会初打ち 12月31日(木)　0:00～　吹揚神社

2) 新春交礼会 1月1日(金)　今治国際ホテル

3) 四国地区協議会　役員会議 1月10日(日)　今治市内

4) 今治市長表敬訪問 1月12日(火)　11:00～

5) 京都会議 2016年1月21日(木)～24日(日)

20. 決定事項の確認

21. 第1回理事会開催について 1月5日(火)　19:00～　事務局会議室

22. 今後のスケジュールについて　[ 2015LOM ・ 2016LOM ・ ブロック ・ 地区 ]

23. 監事予定者総評 監事予定者 君

24. 閉会

豊島　 龍也

神野　 健治

西原孝太郎

白石　 隆志

西原孝太郎

2016年度　公益社団法人今治青年会議所

第４回次年度理事予定者会議　議事次第

鳥井　 亮良

南部　 吉信

村上　　　艦

丹下　 大輔
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委員会事業報告 
 

 

公１ イ （１） 市民参加によるまちづくり事業の企画及び運営 

（鈍川クリエイト）               地域の魅力創造員会 

公１ イ （１） 市民参加によるまちづくり事業の企画及び運営 

         （HENRO a journey of the soul）         会員研修委員会 

公２ ア （１） 青少年育成事業の企画及び運営          未来の力育成委員会 

他１ ア （１） 例会設営・企画及び運営（１～１１月）      総務例会委員会 

他１ イ （１） 入会式の企画及び運営              会員拡大委員会 

他１ イ （２） １２月例会・卒業式の設営・企画及び運営     総務例会委員会 

他１ イ （３） 会員拡大の推進                 会員拡大委員会 

他１ イ （４） 入会希望者説明会の企画及び運営         会員拡大委員会 

他１ ウ （１） 会員研修事業の企画及び運営           会員研修委員会 

他１ ウ （２） 例会委員会アワーの企画及び運営（４月）     総務例会委員会 

他１ ウ （２） 例会委員会アワーの企画及び運営（２月）     会員拡大委員会 

他１ ウ （２） 例会委員会アワーの企画及び運営（３，８，９月） 会員研修委員会 

他１ ウ （２） 例会委員会アワーの企画及び運営（５月）     未来の力育成委員会 

他１ ウ （２） 例会委員会アワーの企画及び運営（１０月）    地域の魅力創造委員会 

他１ エ （１） 会員褒賞                    総務例会委員会 

他１ オ （１） 総合基本資料作成及び発行            総務例会委員会 

他１ オ （２） 例会理事会アイテムの作成            総務例会委員会 
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公１ イ （１） 市民参加によるまちづくり事業の企画及び運営 

（鈍川クリエイト） 

 

事業名称 ：まちづくり事業の企画及び運営（「鈍川クリエイトプロジェクト」） 

報告者  ：地域の魅力創造委員会委員長 渡部高史  

日程   ：２０１５年８月２９日（土）９：００ ～ ３０日（日）１１：００  

場所   ：今治駅・鈍川温泉地・鈍川渓谷 

参加人数 ：旅行プランモニター参加者２０人・今治市民約５００人（鈍川夜市）・（公社）今治青年会議

所メンバー５４人 

外部協力者：（後援）今治市・今治市教育委員会・公益社団法人今治地方観光協会（インストラクター）よ

ろず体験事務所 をかしや 菊間 彰氏・菊間 裕子氏（協力企業・団体） 

鈍川温泉組合・鈍川温泉ホテル・今治明徳短期大学国際観光ビジネスコース・ＮＰＯ法人玉川サイコー 

事業目的 ： 

（対外） 

〈ツアープラン〉 

鈍川温泉の魅力を若い世代と共に創造し、各方面に卓越した方にモニターになってもらい、体感した内容

をあらゆる角度から全国に発信してもらうことにより、鈍川温泉地域の活性化を目的とします。 

〈鈍川夜市〉 

今治市民が鈍川地域の魅力を再認識し、「愛着」と「自信」を持ってもらうことにより、まちづくりへの意

識向上を目的とします。 

（対内） 

若い世代や地域住民との交流を図り鈍川温泉地域の理解深耕を目的とします。 

 

事業内容： 

【鈍川ツアープラン】 

８月２９日（土） 

０９：００         今治駅にて集合・受付 

０９：２０        開会式・注意事項説明 

０９：３０        バスに移動 

０９：４０        今治明徳短期大学 国際観光ビジネスコースの学生による 

市内ツアープラン開始 

０９：５５        光林寺（白山神社） 

１０：５５        玉川ダム湖公園 

63



１１：３５        工房織座 

 

１２：１５        旅館チェックイン（荷物預け） 

１３：００        マス釣り 

１３：４５        河原での昼食 

１４：２５        渓谷トレッキング 

１６：３０        温泉入浴及び休憩・夕食 

１７：４０        自由時間（鈍川夜市・渓谷ライトアップ） 

２１：００        就寝 

     ↓ 

８月３０日（日） 

０８：００        朝食 

０９：００        帰り仕度 

０９：３０        参加者と意見会・アンケート 

１０：４０        閉会式 

１１：００        バスに移動 

１１：１０        今治駅にバス移動 

１１：３０        解散 

 

 

 

【鈍川夜市】 

８月２９日（土） 

１７：００        鈍川夜市 

１９：００        渓谷ライトアップ 

２１：００        終了 

 

 

達成の検証： 

【対外】 

〈ツアープラン〉 

 若い世代と共に創造という目的で今治明徳短期大学国際ビジネス観光コースの生徒に「しまなみ海道」

から鈍川までの導線を企画してもらいました。モニター参加者には、光林寺で今治の歴史の講話、玉川ダ

ム湖でレイクリングという新たなレジャーを体験、そして、工房織座では産業の説明と機織り体験をして

頂き、玉川の魅力を伝えることができたと思います。釣り堀でニジマス釣りを体験し、自然の中で地産物

を活かしたＢＢＱを行い満喫して頂きました。午後からの渓谷トレッキングでは鈍川渓谷の中を泳いだり
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登ったりして自然に触れ楽しんで頂けたと思います。 

 そして、翌日の意見交換会ではモニター参加者から厳しいご意見も頂き、今治青年会議所としましても

今後の事業に反映していかなければならないと思います。 

 

〈モニター情報発信〉  

モニター参加者には、ツアーを通して今治・鈍川の歴史・産業・観光、そして自然を体感し、知って頂く

事ができました。事業内で得た情報を、各媒体にて情報発信してもらうことにより、市内外に留まらず、

香川県・広島県にも発信することができました。また、情報発信することで、今治市民には鈍川の魅力を

再認識して頂き、市外の方には新たなＰＲができたと思います。高松ＪＣの方にも、お会いした際に「掲

載を見ました。」と言って頂き、多くの方に鈍川の新たな魅力が伝えることができたと思います。 

また、モニター同士でも新たな繋がりができ、今後の今治の発展に繋がっていくと思います。 

  

《参加モニター一覧及び情報発信内容》 

参加モニター一覧 

・株式会社ＦＭ愛媛（和田基光） ９月５日（土）２１：３０～２２：００ 「ﾁｮｲわる親父のナイスでロ

ックなＭＵＳＩＣ conversation」内で放送されました。 

・（株）香川経済レポート（藤内健太郎） 香川経済レポート 「９月１５日号」にて掲載されました。 

・株式会社エス・ピー・シー （芥川翔一郎 ・村上亜耶 ） ９月２０日発売『タウン情報まつやま』にて

掲載されました。『四国旅マガジン GajA』の編集者ブログにて掲載されます。１２月２５日発行の『愛媛

県公式ガイドレジャーブック 観光情報誌えひめ 2016』に鈍川の情報が掲載されます。 

・株式会社愛媛新聞旅行（海田幸恵・脇田和美） モニターツアーの実施後、販売に向けて検討して頂け

ます。 

・shikoku tours（ロッド・ウォルターズ） 個人Ｆａｃｅｂｏｏｋにて情報発信されました。 

・Ｎツアー農協観光（前田幸利・室井 薫） 

・テレビ愛媛（片上裕治・名護谷希慧・藤田 泰） ９月９日（水）に１８：１５～１９：００「みんな

のニュース」の番組内で放送されました。 

・今治ＣＡＴＶ（株）（森 貴大） ９月２日１８：００～「ICKニュース」（２分程度）、９月３日１９：

００～「いまばりみたす！」（15分程度）の番組内で放送されました。 

・ＦＭラジオバリバリ（黒田周子） ９月４日（金）１４：００～１４：５５「今治 瀬戸内～島浪漫～」

内で放送されました。 

フリーマガジン『ＹＵＰi』１０月号内のＦＭラジオバリバリのコーナーにて掲載されます。 

・＋imabari（池村麻美）  Facebookにて情報発信されました。 

・はぴすま＠ＰＨＯＴＯ（村上 錠・浅野 進） ホームページ・Ｆａｃｅｂｏｏｋにて情報発信されま

した。 

http://t-win.jp/photo/hapysma/user/Index.php 認証キー1508-4649-0829 

・株式会社アミューズクリエイト（内山葉子） フリーマガジン『ＹＵＰi』１０月号にて掲載されます。 
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・有限会社備後レポート社（二宮 恵）  備後経済レポート１１月１日号にて掲載されます。 

 

・参加人数 

 当初は無作為に参加をしてもらえるかのアポイントを取っていたので、全然相手にされませんでしたが、

現役メンバーやシニアの先輩などいろいろな方にご紹介頂き、定員２０名に達することができました。 

 

〈鈍川夜市〉 

・出店者  

鈍川夜市でも現役メンバーやシニアの先輩方、そして地域住民の協力により１８店舗（雨によりキャンセ

ル１店舗）の業者の方に参加して頂きました。各店舗、今治・鈍川の名産・物品などの販売をして頂き、

飲食ブースに関しましてはほぼすべての店舗が売り切れになり大盛況となりました。 

 

・渓谷ライトアップ 

 新たな魅力である鈍川渓谷初のライトアップは、準備段階から現役メンバーとシニアの先輩に配線・設

置、そして現場対応で雨対策もして頂き、予想以上の規模で点灯することができました。また、ライトア

ップの一部として九和小学校・鴨部小学校の生徒に玉川・鈍川地域の好きなところの絵を描いて、灯篭制

作に協力してもらい、地域の魅力について再認識できたと思います。 

 

・広報活動 

 今治市内の各小学校にチラシ約８０００枚、玉川地域各所にチラシ約２０００枚、市内各所にポスター

２００枚をメンバーで手分けして配布しました。また地域住民の方々にもチラシを配って頂き、ＦＭラジ

オバリバリにもＰＲしましたが、今治市役所内記者クラブなどのメディアにＰＲできなかったのが反省点

です。今後は準備段階から計画に入れ、今治青年会議所の活動を積極的にＰＲしていかなければならない

と思います。 

 

・集客人数 

 交通条件も悪く、当日は雨という悪天候、そして、急遽バス乗降場所の変更などありましたが、約５０

０名もの多くの市民の方々に足を運んで頂き集客目標に達することができました。 

 

〈アンケート結果〉 

アンケート回収数 ２０名中１６名 

 

【対内】 

 ツアープランで協力頂いたメンバーには、少しの時間ですが、モニターや今治明徳短期大学の生徒と交

流を持ち、鈍川の自然を体感して頂けたと思います。 

 「鈍川夜市」で警備に協力頂いたメンバーには、地域住民との交流、そして雨の中でしたが鈍川渓谷の
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素晴らしさを感じて頂けたと思います。 

 

 

委員長所見・引継事項： 

「鈍川クリエイトプロジェクト」を開催するにあたり、各委員会メンバーには、清掃・前日の設営、当日

の設営・撤収と多くのご協力を頂き、誠にありがとうございました。資料配信も前々日と説明不足、段取

り不足もありメンバーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。当日は雨の中、臨機応変に対応して

頂き本当にありがとうございました。モニター、そして「鈍川夜市」の来場者にも何事もなく無事に事業

を終えることができたのは、今治青年会議所メンバーに助けて頂き、ご協力頂いたお陰です。本当にあり

ごとうございました。 

今回、参加頂いたモニターの報告書・発信内容は、１１月６日（金）から公益社団法人今治地方観光協会

のＨＰにてアップされます。 

 

【次年度への引継ぎ事項】 

《良かった点》 

・ツアープランでは、各メディアにモニターとして参加し、体験して頂き、鈍川の魅力を市内外にたくさ

んＰＲができたと思います。 

・今治明徳短期大学の生徒に鈍川までの導線を考えて頂き、歴史・産業と魅力の発見になりました。 

・「鈍川夜市」では、地元の住民に出店して頂き、「まちづくり」に対する意識向上になったと思います。

また、多くの市民に来場して頂き、魅力を再認識して頂けたと思います。 

・鈍川渓谷初のライトアップでは、夜の渓谷を彩ることで幻想的になり、また違った鈍川を知って頂けた

と思います。 

 

《改善点》 

依頼及び事務 

・モニター・出店者の依頼の際に内容・準備物などの説明不足があったので、細かくわかりやすい詳細の

資料作成が必要だと思いました。 

・外部の団体と協力するには、事細かに連絡をし、綿密な打ち合わせとお互いの連携が必要だと思いまし

た。また、その他の内容も別紙にまとめて渡す必要もあります。 

 

事業内容 

・スケジュールは内容を詰め込み過ぎず、時間配分には十分に余裕を持って組み、参加者が時間を気にし

ない工夫・配慮を考える必要がいると思いました。 

・全体的に雨の対策ができていなかったので、今後は雨対策も考える必要があると思います。 

・今治明徳短期大学の生徒による市内ツアープランでは、４０分オーバーしてしまいました。スケジュー

ルを組む段階で生徒と綿密な下見が必要だと思いました。 
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設営・運営 

・委員会メンバーも把握できていないところが多くあったので、細かく詰めていればスムーズな運営が行

えたと思います。 

・スケジュール作成が事業の直前までできず、委員会廻りでも事業内容を周知することができませんでし

た。各委員会メンバーに理解・周知してもらうには、徹底して事業内容を詰める必要があると思います。     

・事業当日、場所によっては警備が不足したので、交通誘導・警備の細かな配置決めをする必要がありま

す。 

・事業当日は、委員長・副委員長が事業全体に目を配れていませんでした。委員会メンバー全員に内容を

把握してもらい、全体を見るようにスケジュールを組む必要があります。 

・ライトアップでは最終地点まで見ていない来場者もいたので、案内看板や誘導看板を設置すればよかっ

たと思いました。 

・今治明徳短期大学の生徒には、ツアープラン以外でも、もっと参加してもらえばよかったと思いました。    

・雨天時の対策の段取りが出来ていなかったので、急に雨が降ってきても対応ができるように対策を組ん

でおく必要があると思います。 

・テントなど借りているものは、濡れていると返却できない物もあるので、雨天時の返却も考えておく必

要があると思います。 
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公１ イ （１） 市民参加によるまちづくり事業の企画及び運営 

（HENRO a journey of the soul） 

 

事業名称 ：HENRO（a journey of the soul） 

報告者  ：会員研修委員会委員長 豊島 龍也 

日程   ：２０１５年９月５日７：１５~６日１３：００ 

場所   ：四国八十八か所霊場（延命寺、南光坊、泰山寺、栄福寺、仙遊寺、国分寺）を中心とした今

治市内 

参加人数 ：対外  ２２人 

      対内  ３７人 

外部協力者： 

＜後援＞ 今治市、（公社）今治地方観光協会、今治国際交流協会、越智今治農業協同組合 

＜外部協力者＞  今治国際交流協会、南光坊、仙遊寺、茶道裏千家淡交会 今治青年部、 

ＪＡ越智今治女性部今治南支部 

事業目的 ： 

【対外・対内共通】 

研修的な側面においては、伝統文化（外国人参加者は異国の文化）を体験し理解を深め、メンバー間や異

国の人との心のふれあいにより、人と人の繋がりの大切さを感じていただくことを目的とします。 

さらに、道中では自分を見つめ直す機会とし、新たな自分を発見し、気づきを得ていただくことを期待し

ております。また、当事業後には、可能であれば残りの８２の霊場を巡礼していただきたいと考えます。 

地域の魅力を伝えるという側面においては、参加者に四国独自の文化「お遍路」を体験していただき、そ

の魅力を伝えることを目的とします。その効果として、体感した「お遍路」の魅力を周囲の人に情報発信

（外国人は母国の人などへの国際的な情報発信を含む）していただく機会が増え、より「お遍路」の海外

を含めた認知度の向上が期待されます。 

当事業の実施時には、外国人が巡礼する姿や地域の方々と交流する光景が多くの市民の目に留まり、大き

な注目を集めるはずです。多くの市民に対して、「お遍路」への関心を喚起することとなり、「お遍路」を

始めることや、地域の文化に誇りを持つことを促せると期待しております。 

 

 

事業内容： 

【１日目９月５日（土）】 

 予定時間（進行時間） 

７：１５（ ７：１５） 受付        （今治駅） 
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７：４７（ ７：４７） バス移動      （今治駅～自動車会館） 

８：１０（ ８：１０） 開会式       （自動車会館） 

８：３０（ ８：２５） 移動        （自動車会館～延命寺） 

８：４０（ ８：３５） 納経        （延命寺） 

９：３０（ ９：２０） 歩く        （延命寺～南光坊） 

１０：３０（１０：２０） 納経        （南光坊） 

１１：００（１０：５０） お茶会       （南光坊） 

１２：００（１１：５０） 歩く        （南光坊～おせったい～日高公民館） 

１３：００（１２：４０） 昼食        （日高公民館） 

１３：４５（１３：２０） 歩く        （日高公民館～泰山寺） 

１４：００（１３：３０） 納経        （泰山寺） 

１４：３０（１４：００） 歩く        （泰山寺～栄福寺） 

１５：３０（１５：１５） 納経        （栄福寺） 

１６：００（１６：００） 歩く        （栄福寺～おせったい～仙遊寺山門） 

１７：００（１６：４５） 水行        （仙遊寺山門） 

１７：３０（１７：１５） 歩く        （仙遊寺山門～仙遊寺） 

     （１７：３０） 納経        （仙遊寺） 

１８：００（１７：４５） 休憩、風呂     （仙遊寺） 

１９：００（１９：００） 夕食        （仙遊寺） 

２０：００（２０：００） 自由時間            （仙遊寺） 

２２：００（２２：００） 就寝        （仙遊寺） 

 

【２日目９月６日（日）】 

 ５：３０（ ５：３０） 起床        （仙遊寺） 

 ６：００（ ６：００） 朝のお勤め     （仙遊寺） 

 ７：００（ ７：００） 写経        （仙遊寺） 

 ７：３０（ ７：３０） 朝食、出発準備   （仙遊寺） 

 ８：３０（ 前日に済） 納経        （仙遊寺） 

 ９：００（ ８：３０） 歩く        （仙遊寺～おせったい～国分寺） 

     （１０：００） 寿太鼓、アンケート （JA富田支店でおせったい） 

１１：００（１１：３０） 納経        （国分寺） 

１１：３０（JA富田で済） 寿太鼓、アンケート （国分寺） 

１２：００（１１：５０） 閉会式       （国分寺） 

１２：３０（１２：３０） バス停へ移動    （国分寺～バス停） 

１２：４２（１２：４２） バス移動      （国分寺～今治駅） 
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達成の検証： 

○伝統文化（外国人参加者は異国の文化）を体験し理解を深め、メンバー間や異国の人との心のふれあい

により、人と人の繋がりの大切さを感じていただくことを目的とします。 

→道中などで、青年会議所メンバーと外国人参加者の交流する光景が随所で見られました。また、巡礼と

いう同じ目的を共有することにより、メンバー間の親睦も深まったと確信しております。当委員会の先達

役の方からの話によると、やっているうちに一体感がでてきたという報告を聞いております。 

○道中では自分を見つめ直す機会とし、新たな自分を発見し、気づきを得ていただくことを期待しており

ます。また、当事業後には、可能であれば残りの８２の霊場を巡礼していただきたいと考えます。 

→アンケートによりますと、以下のような感想をいただいております。 

「おかげで、力がみなぎる様になってきた。自分を愛せるようになり、色々啓発された。すばらしいお遍

路の旅を企画してくれてありがとう。とても素晴らしい気持ちです。」 

「精神的にリフレッシュできた。私は、私たち人間は人生を旅するものであり、何かを求め、旅は長く難

しいものであると気づかされた。そしてそれは美しいものであると。私たちは自分にも他人にも思いやり

のある人であるべきだと思う。」 

「嬉しく、健康的でリラックスできた。遍路は人生、選択、目的について考えるいい機会だ。」 

「安らぎと満足を感じる事ができた。私の精神はクリアになった。外の 88カ所もまわりたい。」 

「私の人生、私の時間に影響を及ぼしたかった。また、新しい事を学びたかったし、スピリチュアルな経

験をしたかった。お経を唱える事が、私の精神を和らげてくれたし、仙遊寺での朝のお勤めがよい経験で

もあったし、黙想する事ができた。」 

このような回答を頂きました。新たな気づきを得た人が多かったことが窺えます。また、参加した今治青

年会議所メンバーもそのようなことを感じたのではないかと思います。 

○参加者に四国独自の文化「お遍路」を体験していただき、その魅力を伝えることを目的とします。その

効果として、体感した「お遍路」の魅力を周囲の人に情報発信（外国人は母国の人などへの国際的な情報

発信を含む）していただく機会が増え、より「お遍路」の海外を含めた認知度の向上が期待されます。 

→ アンケートによかったものを選択してくださいという質問を設けました。 

①巡礼②寺での宿泊③写経④納経⑤食事⑥朝の法話⑦お茶会⑧寿太鼓 

⑨身に着けたお遍路グッズ⑩お寺の風景⑪歩いた景色 

上記の項目ほとんどすべてによかったとの回答を頂きました。「お遍路」の魅力を伝えることができたと思

います。そして、外国人参加者の数名は事業の様子を SNS にて情報発信しているのを確認しております。

効果は小さいかもしれませんが、「お遍路」の認知度向上に役立ったのではないかと思います。また、道中

では「happy」「enjoy」などの言葉を多く聞いたと報告されております。 

○当事業の実施時には、外国人が巡礼する姿や地域の方々と交流する光景が多くの市民の目に留まり、大

きな注目を集めるはずです。多くの市民に対して、「お遍路」への関心を喚起することとなり、「お遍路」

を始めることや、地域の文化に誇りを持つことを促せると期待しております。 

→ 事業の様子を新聞社 2 社、テレビ局が 3 社取材に来ました。新聞は 2 社とも朝刊に掲載していただき

ました。テレビ局の 2 社は放送していただきましたが、残り 1 つのテレビ局は放送が延期となっておりま
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す（１１月３０日現在）。新聞記事の掲載やテレビ放映を通して、多くの市民に「お遍路」を周知できたこ

とにより、「お遍路」への関心を喚起できたと確信しております。 

 

委員長所見・引継事項： 

【引継事項】 

○参加者には事業後にオンラインストレージにより写真を送付いたしました。この方法であると、費用が

0円であり予算の少ない事業にとっては効果的であると感じました。 

○参加者の募集については、各市町村の国際交流をおこなう団体にチラシなどデータをメールにて配信す

る方法をとりました。広告費用はゼロに抑えました。今治市では今治市国際交流協会が窓口になり多くの

参加者を招くことができましたが、他の市町村ではフォローがほとんどなく僅かな参加者数に留まりまし

た。また、松山市在住の外国人からは、応募方法が分からなかった外国人が多くいたとの報告を頂いてお

ります。次回以降、外国人を募集する事業があるようでしたら、応募方法を工夫する必要があります。 

○集合場所を今治駅にしました。外国人にとって分かりやすい場所であり、今回利用した公共バスの利用

に便利であります。また、今回は２回公共バスを利用しましたが、時間に融通が利かない反面、リーズナ

ブルであり予算を抑えるのに役立ちました。 

○当委員会から３名を先達役として参加しました。先達役は、まず参拝作法が書かれた本を熟読したうえ

で、お遍路を４５回以上廻られた中井様より直接指導を受け、参拝作法を練習しました。参拝作法のうち

般若心経に関しては、ＣＤを購入して繰り返し聞き、実際に何度も発声して練習しました。その結果、当

委員会の３名はしっかり先達としての役割を果たし、事業の一部を担っていただきました。先達役は難し

いものですが、プロを雇うといった方法はとりませんでした。なぜなら外国人参加者が最も頼り、最も近

くにいるのが先達であり、青年会議所の事業をよく理解したメンバーが先達をすることで、外国人参加者

と今治青年会議所との一体感が高まり、交流についてもスムーズに行え、青年会議所らしい事業を遂行し

ていくことができます。そして、事業の中心的役割を担うのは今治青年会議所メンバーでなければならな

いと感じました。外部の人が事業に中心的役割として参加することは青年会議所らしさが損なわれること

になるかもしれません。事業を終えて、先達役のメンバーは外国人参加者と交流することで、楽しく、い

い思い出になったと報告していただきました。また外国人参加者と今治青年会議所メンバーが一体となっ

て青年会議所らしい事業を行うことが出来ました。結果的によかったと感じております。ただ、参加人数

に比べ 3名はやや少なかった感は否めず、もう少し多くてもよかったと思います。 

○中国の方が６名参加されました。この方たちは日本語も英語も解りません。南光坊でのお茶会のみ中国

語通訳に来ていただきましたが、それ以外は意思の疎通が難しく、不便を感じたと思います。言語を理解

できる人を集めた方が、心のふれあいや異国の文化をより伝えることができるといった事業目的を達成し

やすいと感じました。今後、外国人を招く事業がありましたら、対応できる言語以外の方には参加を見送

るのも一つの考え方だと感じました。 

 

【委員長所見】 

○大きなトラブルもなく、概ね時間通りに終了することができました。委員会メンバーや担当常任とタイ

72



ムスケジュール表を作成し、数回試し歩きを行ったうえで、綿密な打ち合わせを重ねた結果だと思います。

また、スケジュールを組み立てる際には、希望的観測を極力排除したことがよかったと思います。 

○２日目の朝方に雨が降りました。急遽、寿太鼓の演奏を屋外である国分寺から、屋内のＪＡ富田支店の

建物内に変更しました。ＪＡ富田支店はおせったい所として利用する為、下見をしておりました。今回事

業で使う施設全てにおいて下見をしており、そのおかげで急な変更について対応することができたと思い

ます。 

○外国人とメンバーは道中においては、交流している姿が見られましたが、食事などではテーブルを別に

して分かれて座っておりました。運営側が誘導して、食事等においても交流できればよかったと思います。 

○事業の目的の一つとして、自分と向き合う貴重な機会で、新たな気づきを得て欲しいという思いから、

事業名の副題を「A journey of the Soul（心の旅）」としました。アンケートや外国人参加者は、スピリ

チュアルな経験をでき、心がリフレッシュし、精神がクリアになり、いろいろ啓発されたとの感想を頂き

ました。「お遍路」の効果は高いものであると改めて確認できた事業であったと感じております。 

○ＮＨＫの全国放送「おはよう日本」にて事業の様子が放映されました。テーマは「海外が注目 四国遍

路を世界遺産に」として、約１０分の特集でした。内容は、全米で放送中のテレビ番組「神聖なる旅」で

の第一回目の放送が「四国遍路」であることや、なぜ外国人が「お遍路」に注目をしているか、近年ヨー

ロッパを中心に各国の旅行会社が「お遍路」をＰＲしている報告や、世界遺産登録に向けての課題を探る

内容でした。事業目的として情報発信や「お遍路」に関して興味を喚起することを掲げておりましたが、

当該特集の一端を担うことができ、当初の予想をはるかに上回る成果を得ました。近年、「お遍路」の世界

遺産の登録に向けた動きが活発化していることや外国人巡礼者が大幅に増加している等の「お遍路」をと

りまく状況が変化しており、その潮流にうまく合わせた企画を委員会メンバーと綿密に話し合って考えた

成果でありました。このような企画や運営を行い、そして大きな成果を得ることができ、委員長として、

そしてＪＣメンバーとして事業の醍醐味を大いに味わうことができました。このような機会を与えていた

だいたＬＯＭメンバーや委員会の皆様に大変感謝しております。 

○アンケートや事業後に参加者である外国人の感想を複数の人たちから聞くと、「HENRO」に参加出来てよ

かったと共に、楽しく、自分と向き合い新たな気づきを得られたとのことです。委員長として、このよう

な言葉を頂き、有意義な事業を行えたと個人的に感じております。 

  また、多数のメンバーに参加していただきました。そして、皆様のご協力により、事故や怪我などもな

く、概ね時間通りに工程をこなすことが出来ました。大変ありがとうございました。 
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公２ ア （１） 青少年育成事業の企画及び運営 

 

事業名称 ：青少年育成事業の企画及び運営（わんぱく！『きずな』塾２０１５～できっこないをやらな

くちゃ～） 

報告者  ：未来の力育成委員会委員長 近藤浩之  

日程   ：２０１５年８月８日（土）７：３０ ～ ９日（日）１６：１０ 

場所   ：今治交通公園＋森のともだち農園＋龍岡寺 

参加人数 ：１２３人 内訳：（対外対象者）今治市内の小学校４・５・６年生５５人（対内対象者）６８

人（内賛助会員３人＋休会者２人） 

外部協力者：（後援）今治市、今治市教育委員会、今治市ＰＴＡ連合会、（協力）今治交通安全協会、今治

交通公園、一般社団法人今治市医師会、ボンシャンス愛媛アランチャ、森のともだち農園、龍岡寺、富田

公民館、大下集会所、益田典和先輩 

 

事業目的 ： 

（対外） 

自然の魅力溢れるこの今治（まち）の明るい豊かな未来の為に、他者をリスペクトできる健全な心を持つ

子供達への成長と、大きな夢や希望・痛みや喜びを分かち合える仲間作りを手助けできるような活動を展

開させていきます。 

（対内） 

次世代を担う子供達と交通道徳を学び、また地域の方や子供達と世代を超えて交流する事で、改めて人と

の繋がりや他者を思いやる心の大切さを見つめ直し、ひいては青年会議所メンバーに青少年事業の必要性

を再認識して頂く事を目的とします。 

 

事業内容： 

［１日目  ８月８日（土）］ 

０７：３０（０７：３０） 集合・受付 

０８：００（０８：１０） 開会式 

０８：３０（０８：２５） アイスブレイク（自己紹介～班長、副班長選択・チーム名考案） 

０９：００（０８：５０） 交通ルール（体験学習） 

１１：００（１１：００） 自転車の講話 

１１：２０（１１：２０） 夢の実現（未来の自分への約束）説明 

１１：３０（１１：３０） 昼飯（菅瑞樹君おにぎり弁当＆お茶） 

１２：３０（１２：１５） 交通公園から車で移動 

１３：３０（１３：３０） ＪＡおちいまばり別所集荷場（サイクリング体験） 
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１４：３０（１４：３０） 給水ポイント 

１５：００（１５：０５） ゴール地点到着 

１５：３０（１５：４０） キャンプ地到着 

１５：４５（ 割 愛 ） テント張り 

１６：３０（１６：３０） 夕食準備（飯盒炊飯） 

１８：３０（１８：２０） 夕食（玉川ダムカレー） 

１９：００（１８：３０） きも試し＆風呂（せせらぎ交流館 or益田先輩別荘） 

２２：００（２１：５０） 就寝 

［２日目 ８月９日（日）］ 

０６：００（０６：００） 起床・身支度 

０６：３０（０６：３０） ラジオ体操 

０７：００（０７：００） 龍岡寺での朝のお勤め 

０８：００（０７：５０） 朝食 

０８：３０（０８：３０） 朝食片付け 

０９：００（０９：００） ピザ釜造り 

０９：３０（０９：５０） ブルーベリー狩り 

１０：３０（１０：４０） ジャム作り 

１１：００（１０：５０） ピザ焼き 

１２：３０（１２：５０） 川遊び（マスのつかみ取り） 

１３：００（ 割 愛 ） マス炭火焼き 

１３：４５（１４：１０） 素麺流し 

１４：１５（ 割 愛 ） 後片付け 

１４：４５（１４：５０） 夢の実現（未来の自分への約束） 

１５：１５（１５：３０） 閉会式、記念写真 

１６：００（１６：１０） 終了 

 

達成の検証： 

（対外） 

開会式から、親と離れ更に友人とも班が別であったことで不安にかられ、子供が泣き出してしまう事案が

あったが、参加児童が率先し仲間作りへ行動してくれました。また、班の仲間の子供達もその考えをリス

ペクトし共に行動してくれました。他者をリスペクトできる健全な心への成長を見る事ができました。 

また、夢を目標に変える作業において、オリンピックで水泳選手として金メダルを取る。プロサッカー選

手になる。キャビンアテンダント、お医者さん等、様々な夢を持っている子供達がいましたが、なかなか

書き進めない子供達もおりました。しかし最後は、全員が夢シートを完成させる事ができ自分の夢を目標

に変えることができました。子供達の中には「夢シートを壁に貼り、夢の実現を目指す。」と宣言しに来て

くれた子供達もいました。同世代の夢を持つ子供達の仲間作りの手助けになったと思います。 
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（対内） 

事業に協力頂いたメンバーの皆様には、子供達・地域の方との交流など楽しかったというご意見、叱咤激

励、他にも様々なお言葉をいただきました。関わり方は人により様々でしたが、人との繋がりや他者を思

いやる心を子供達や御協力して頂いた地域の方達から感じていただけたと思います。９月例会にて来年度

以降の青少年事業の継続や期待感がアンケート結果に反映されていた事を紹介させていただき青少年事業

の必要性や地域の期待を再認識して頂けたと思います。 

 

委員長所見・引継事項： 

【委員長所見】 

我々未来の力育成委員会は、青少年事業わんぱく！『きずな』塾２０１５～できっこないをやらなくちゃ

～において児童５５名をお預かりし、事業途中で大きな怪我や欠員を出すことなく、全員を保護者の方へ

引き渡し、無事に事業を終えることができました事、誠にありがとうございました。 

また、委員会事業日前の最後の擦り合わせや、事業日の運営についても皆様に心配と負担をかけ申し訳な

く思いますと共に、最後迄のフォローと御協力・御支援を戴けました事に感謝申し上げます。 『青少年

の健全な育成を目指し、自然の魅力溢れるこの今治(まち)の明るい豊かな未来の為に、世代を超えた交流

の場を作り、他者をリスペクトできる健全な心を持つ子供達への成長』を詠った事業をすると約束をした

身でありながら、私自身がメンバーを始め関係者の皆様への『リスペクト』が足らない状態でした。その

様な環境の下で委員会活動に協力戴きました事、改めて深く感謝申し上げます。 

 

【引継事項】 

・保護者説明会について 

女性に同士でないと質問しにくい事例もあり会場内に女性メンバーが待機している事をお勧めします。 

 

・グループ枠について 

同じ子供が重複し複数のグループで参加申し込みの記載事例がありました。また当選後、同じ班で行動で

きると勘違いさせてしまいました。対策として今回は保護者説明会にて、子供の自立の為に班を分ける必

要がある事を説明し、保護者の方に御理解を頂きました。もし次年度でもグループ枠を採用される場合は、

案内文にてわかりやすい説明文を再検討下さい。しかしながら、今回の総応募数が 300 件近かった事から

子供達に応募してもらうきっかけとしては非常に有効な手法であり、お勧めできますので御検討下さい。

またグループ枠の人数は今年度の結論として、2人ペアが丁度良いと結論付けました。 

 

・看護師について  

一般社団法人今治医師会様の御協力による現在の看護師の派遣紹介は、事業開催間際にならないと派遣看

護師が決まりにくいシステムです。また、事業実施時間内に何人の看護師の方が来ていただけるのか分か

りません。当方が 2 名の依頼をお願いしても、依頼時間と派遣労働時間の特殊ルールの差で 3 名や 4 名に

なる場合がでてきます。また、料金においても毎年変動があります。その上で、看護師の移動にはタクシ
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ーの利用の為のタクシーチケットが必須になります。看護師を依頼される場合は十分に打合せと確認をし

て下さい。 

 

・救急病院の支援について 

一般社団法人今治市医師会様と「救護に関する協定書」を交わすことで、救急病院と派遣された看護師の

所属病院が異なる場合でも、当日の救急病院の医師の指示のもと看護師が救護体制を取れます。一定料金

で支援してもらえますが、毎年料金の変動がありますので注意して下さい。まずは、事業の日程を早めに

決定し医師会に協力願いを打診する事をお勧めします。 

 

・AEDについて 

保護者説明会においても、AED の準備を依頼されました。今回の事業ではメンバーや先輩からお借りする

ことで対応しましたが確保及び準備することを御検討ください。 

 

・入浴について 

女子児童の入浴には、委員会メンバーに女性が必須、それも数名必要です。女性新入会員をもう少し募集

するとか、外部ボランティアに依頼する事も必要です。早めに協力者を見つけておくことをお勧めします。 

 

・食事について 

今回、食事の残りが多かった事ついて指摘をいただきました。打ち合わせでの詰めが出来ていませんでし

た。今回のような事がないよう、残食については十分注意して下さい。 
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他１ ア （１） 例会設営・企画及び運営（１月） 

 

事業名称 ：例会の企画・設営及び運営（1月例会・第 92回通常総会） 

報告者  ：総務例会委員会委員長 西部祥平  

日程   ：2015年 1月 15日（木）19：30～21：30 

場所   ：今治市民会館 2F大会議室 

参加人数 ：53人 

外部協力者：なし 

事業目的 ： 

（公社）今治青年会議所のメンバーとして新たな決意で臨んで頂く為にも、（公社）今治青年会議所の伝統

でもある厳粛かつ規律ある例会を当年度初回から確実に運営し、会員間の相互理解、情報の共有を図って

いきたいと思います。また、メンバーの皆様に例会の意義を再認識いただき出席率の向上を図ります。 

 

事業内容： 

１９：２７        予鈴 

１９：３０（１９：３０） 開会・開会宣言            副理事長 木下  誠君 

１９：３１（１９：３１） 開会セレモニー（寿太鼓演奏)         今治寿太鼓保存会 

１９：４６（１９：３８） 国歌・ＪＣソング斉唱 

１９：４８（１９：４０） ＪＣＩクリード唱和       総務例会委員会 西部 祥平君 

１９：４９（１９：４２） ＪＣＩミッション唱和      総務例会委員会 廣田 純一君 

１９：５０（１９：４２） ＪＣＩビジョン唱和       総務例会委員会 廣田 純一君 

１９：５１（１９：４３） ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和   総務例会委員会 越智 敦司君 

１９：５２（１９：４５） 理事長挨拶               理事長 白石 隆志君 

１９：５７（１９：５３） シニアクラブ役員紹介 

１９：５９（１９：５４） シニアクラブ会長挨拶 

２０：０４（１９：５８） 役員紹介               専務理事 南部 吉信君 

２０：０９（２０：０１） シニアクラブ来賓退場 

２０：１０（２０：０２） 議事録作成人及び署名人指名       理事長 白石 隆志君 

２０：１１（２０：０２） 配布資料の確認                    司会者 

２０：１２（２０：０３） 各委員会出席者数の確認                司会者 

２０：１４（２０：０４） 報告事項               専務理事 南部 吉信君 

２０：５２（２０：５８） 行事案内及び依頼事項         専務理事 南部 吉信君 

２０：５６（２１：００） 協議事項                理事長 白石 隆志君 

２０：５７（２１：００） 第９２回通常総会               総務例会委員会 
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２１：１９（２１：１９） 監事総評                 監事 白石 好恭君 

２１：２４（２１：２４） 会員消息                       司会者 

２１：２５（２１：２５） 交通安全宣言          総務例会委員会 吉本悠太郎君 

２１：２７（２１：２７） 若い我等 

２１：２９（２１：２９） 閉会宣言               副理事長 木下  誠君 

２１：３０（２１：３０） 閉会 

 

達成の検証： 

大半のメンバーが理事長挨拶を聞けた事は例会のひとつの目的を果たせたのではないかと思います。また

スクリーンの使用により例会のスムーズな運営、会員間の情報共有・相互理解の一助になったのではない

かと考えます。 

 

委員長所見・引継事項： 

【委員長所見】 

１月例会に出席していただきありがとうございました。また、時間通りに終わることができたことはよか

ったと思います。残念ながら１００％例会という目標は叶いませんでしたが、出席率９０％以上という結

果に安堵しています。今後も１００％例会を目指し頑張ってまいりますのでよろしくお願い致します。 

【引継事項】 

 年度初めの例会なので、まだ慣れていないメンバーが多く設営に時間が掛かります。リハーサルをしっ

かり行い、打ち合わせをしないと混乱する恐れがあるので気を付けてください。また総会がありますので、

どうしても出席できない場合は委任状の提出を忘れずに呼びかけてください。 
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他１ ア （１） 例会設営・企画及び運営（２月） 

 

事業名称 ：例会の企画・設営及び運営（2月例会） 

報告者  ：総務例会委員会委員長 西部祥平  

日程   ：2015年 2月 19日（木）19：30～21：27 

場所   ：今治市民会館 2F大会議室 

参加人数 ：50人 

外部協力者：なし 

事業目的 ： 

（公社）今治青年会議所の伝統でもある厳粛かつ規律ある例会を確実に運営し、会員間の相互理解、情報

の共有、親睦を深める場として頂きます。また、メンバーの皆様に例会の意義を再認識いただき出席率の

向上を図ります。 

 

事業内容： 

１９：２７        予鈴 

１９：３０（１９：３０） 開会・開会宣言            副理事長 黒川 泰伸君 

１９：３１（１９：３１） 国歌・ＪＣソング斉唱 

１９：３３（１９：３２） ＪＣＩクリード唱和       会員拡大委員会 真鍋 知弘君 

１９：３４（１９：３３） ＪＣＩミッション唱和      会員拡大委員会 﨑山 裕太君 

１９：３５（１９：３４） ＪＣＩビジョン唱和       会員拡大委員会 﨑山 裕太君 

１９：３６（１９：３５） ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和   会員拡大委員会 菊地 晴香君 

１９：３７（１９：３６） 理事長挨拶              理事長  白石 隆志君 

１９：４２（１９：４３） 議事録作成人及び署名人指名      理事長  白石 隆志君 

１９：４３（１９：４３） 配布資料の確認                    司会者 

１９：４５（１９：４４） 各委員会出席者数の確認                司会者 

１９：４６（１９：４５） 報告事項              専務理事  南部 吉信君 

２０：１１（２０：１７） 行事案内及び依頼事項        専務理事  南部 吉信君 

２０：１２（２０：１８） 協議事項               理事長  白石 隆志君 

２０：１３（２０：１９） 例会委員会アワー               会員拡大委員会 

２１：０３（２１：００） Ｔｈｅ Ｑｕａｒｔｅｒ            総務例会委員会 

２１：１８（２１：１５） 監事総評                監事  松田 泰幸君 

２１：２３（２１：２３） 会員消息                       司会者 

２１：２４（２１：２４） 交通安全宣言          会員拡大委員会 山岡 太郎君 

２１：２６（２１：２５） 若い我等 
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２１：２９（２１：２７） 閉会宣言               副理事長 黒川 泰伸君 

２１：３０（２１：２７） 閉会 

  

達成の検証： 

大半のメンバーが理事長挨拶を聞けた事は例会のひとつの目的を果たせたのではないかと思います。また

スクリーンの使用により例会のスムーズな運営、会員間の情報共有・相互理解の一助になったのではない

かと考えます。 

 

委員長所見・引継事項： 

【委員長所見】 

２月も高い出席率となり、本当にありがとうございました。新たな試みであるＴｈｅ Ｑｕａｒｔｅｒも

なかなか好評ではなかったかと思います。今後も一息つける時間を目指し頑張ってまいります。 

【引継事項】 

リハーサルが不足していて、常任理事の皆様に迷惑をかけてしまいました。今後はこのようなことがない

ようしっかりと準備・リハーサルを行っていきます。 
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他１ ア （１） 例会設営・企画及び運営（３月） 

 

事業名称 ：例会の企画・設営及び運営（3月例会） 

報告者  ：総務例会委員会委員長 西部祥平  

日程   ：2015年 3月 20日（金）19:30～21：33 

場所   ：今治市民会館 2F大会議室 

参加人数 ：49人 

外部協力者：なし 

事業目的 ： 

（公社）今治青年会議所の伝統でもある厳粛かつ規律ある例会を確実に運営し、会員間の相互理解、情報

の共有、親睦を深める場として頂きます。また、メンバーの皆様に例会の意義を再認識いただき出席率の

向上を図ります。 

 

事業内容： 

１９：２７        予鈴 

１９：３０（１９：３０） 開会・開会宣言           副理事長 西原 孝太郎君 

１９：３１（１９：３１） 国歌・ＪＣソング斉唱 

１９：３３（１９：３３） ＪＣＩクリード唱和       会員研修委員会 山本 晋平君 

１９：３４（１９：３４） ＪＣＩミッション唱和      会員研修委員会 浮穴 智彦君 

１９：３５（１９：３５） ＪＣＩビジョン唱和       会員研修委員会 浮穴 智彦君 

１９：３６（１９：３５） ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和   会員研修委員会 松田 泰幸君 

１９：３７（１９：３６） 理事長挨拶              理事長  白石 隆志君 

１９：４２（１９：４６） 議事録作成人及び署名人指名      理事長  白石 隆志君 

１９：４３（１９：４６） 配布資料の確認                    司会者 

１９：４５（１９：４７） 各委員会出席者数の確認                司会者 

１９：４６（１９：４８） 報告事項              専務理事  南部 吉信君 

２０：１１（２０：２２） 行事案内及び依頼事項        専務理事  南部 吉信君 

２０：１２（２０：２５） 協議事項               理事長  白石 隆志君 

２０：１３（２０：２５） 例会委員会アワー               会員研修委員会 

２１：１８（２１：２３） 監事総評                監事  白石 好恭君 

２１：２３（２１：２９） 会員消息                       司会者 

２１：２４（２１：２９） 交通安全宣言          会員研修委員会 寺尾  諭君 

２１：２６（２１：３０） 若い我等 

２１：２９（２１：３３） 閉会宣言              副理事長 西原 孝太郎君 
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２１：３０（２１：３３） 閉会 

  

達成の検証： 

大半のメンバーが理事長挨拶を聞けた事は例会のひとつの目的を果たせたのではないかと思います。また

スクリーンの使用により例会のスムーズな運営、会員間の情報共有・相互理解の一助になったのではない

かと考えます。 

 

委員長所見・引継事項： 

【委員長所見】 

今月は日程が変更となったこともあり、出席率が下がってしまいました。引き続き出席の呼びかけを強化

してまいります。直前の案内にもかかわらず、机の上に飲み物がほとんど置かれていなかったことはよか

ったと思います。今後も周知徹底を行います。 

【引継事項】 

来賓の方が来たときの案内や打ち合わせをスムーズに行えるよう関係する方と連絡を密に取ってください。 
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他１ ア （１） 例会設営・企画及び運営（４月） 

 

事業名称 ：例会の企画・設営及び運営（4月例会） 

報告者  ：総務例会委員会委員長 西部祥平  

日程   ：2015年 4月 16日（木）19：31～21：30 

場所   ：今治市民会館 2F大会議室 

参加人数 ：51人 

外部協力者：なし 

事業目的 ： 

（公社）今治青年会議所の伝統でもある厳粛かつ規律ある例会を確実に運営し、会員間の相互理解、情報

の共有、親睦を深める場として頂きます。また、メンバーの皆様に例会の意義を再認識いただき出席率の

向上を図ります。 

 

事業内容： 

１９：２７        予鈴 

１９：３０（１９：３１） 開会・開会宣言            専務理事 南部 吉信君 

１９：３１（１９：３２） 国歌・ＪＣソング斉唱 

１９：３３（１９：３４） ＪＣＩクリード唱和     未来の力育成委員会 白石 匡亮君 

１９：３４（１９：３５） ＪＣＩミッション唱和    未来の力育成委員会 永吉 隼人君 

１９：３５（１９：３５） ＪＣＩビジョン唱和     未来の力育成委員会 永吉 隼人君 

１９：３６（１９：３６） ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 未来の力育成委員会 新居田 直君 

１９：３７（１９：３７） 理事長挨拶              理事長  白石 隆志君 

１９：４２（１９：４３） 議事録作成人及び署名人指名      理事長  白石 隆志君 

１９：４３（１９：４４） 配布資料の確認                    司会者 

１９：４５（１９：４４） 各委員会出席者数の確認                司会者 

１９：４６（１９：４５） 報告事項              専務理事  南部 吉信君 

２０：１１（２０：１２） 行事案内及び依頼事項        専務理事  南部 吉信君 

２０：１２（２０：１５） 協議事項               理事長  白石 隆志君 

２０：１３（２０：１５） 例会委員会アワー               総務例会委員会 

２１：０３（２１：０５） Ｔｈｅ Ｑｕａｒｔｅｒ            総務例会委員会 

２１：１８（２１：１９） 監事総評                監事  松田 泰幸君 

２１：２３（２１：２３） 会員消息                       司会者 

２１：２４（２１：２４） 交通安全宣言        未来の力育成委員会 阿部 大輔君 

２１：２６（２１：２６） 若い我等 
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２１：２９（２１：２９） 閉会宣言               専務理事 南部 吉信君 

２１：３０（２１：３０） 閉会  

 

達成の検証： 

大半のメンバーが理事長挨拶を聞けた事は例会のひとつの目的を果たせたのではないかと思います。また

スクリーンの使用により例会のスムーズな運営、会員間の情報共有・相互理解の一助になったのではない

かと考えます。 

 

委員長所見・引継事項： 

【委員長所見】 

音響に一部不備があり、国歌などの音量が小さくなってしまい申しわけありませんでした。先月に引き続

き飲み物を机の上で見かけませんでした。今後もよろしくお願いします。ただ国歌などの声がまだ小さい

ように思います。こちらは更に周知徹底を図ってまいります。今年の例会では初めて席をくじで決めまし

たが、くじが出席者全員分引いていなかったり配置の偏りなどありましたので改善してまいります。 

【引継事項】 

ＰＲに来る方が遅れることを考慮して対応をお願いします。 
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他１ ア （１） 例会設営・企画及び運営（５月） 

 

事業名称 ：例会の企画・設営及び運営（5月例会） 

報告者  ：総務例会委員会委員長 西部祥平  

日程   ：2015年 5月 21日（木）19：30～21：28 

場所   ：今治市民会館 2F大会議室 

参加人数 ：52人 

外部協力者：なし 

事業目的 ： 

（公社）今治青年会議所の伝統でもある厳粛かつ規律ある例会を確実に運営し、会員間の相互理解、情報

の共有、親睦を深める場として頂きます。また、メンバーの皆様に例会の意義を再認識いただき出席率の

向上を図ります。 

 

事業内容： 

１９：２７        予鈴 

１９：３０（１９：３０） 開会・開会宣言            財政局長 八木 健吾君 

１９：３１（１９：３１） 国歌・ＪＣソング斉唱 

１９：３３（１９：３３） ＪＣＩクリード唱和    地域の魅力創造委員会 神道 裕介君 

１９：３４（１９：３４） ＪＣＩミッション唱和   地域の魅力創造委員会 白石 英二君 

１９：３５（１９：３５） ＪＣＩビジョン唱和    地域の魅力創造委員会 白石 英二君 

１９：３６（１９：３６） JC宣言朗読並びに綱領唱和 地域の魅力創造委員会 六郎面あゆみ君 

１９：３７（１９：３７） 理事長挨拶              理事長  白石 隆志君 

１９：４２（１９：４３） 議事録作成人及び署名人指名      理事長  白石 隆志君 

１９：４３（１９：４３） 配布資料の確認                    司会者 

１９：４５（１９：４４） 各委員会出席者数の確認                司会者 

１９：４６（１９：４５） 報告事項              専務理事  南部 吉信君 

２０：１１（２０：１７） 行事案内及び依頼事項        専務理事  南部 吉信君 

２０：１２（２０：１９） 協議事項               理事長  白石 隆志君 

２０：１３（２０：１９） 例会委員会アワー             未来の力育成委員会 

２１：０３（２１：０１） Ｔｈｅ Ｑｕａｒｔｅｒ            総務例会委員会 

２１：１８（２１：１８） 監事総評                監事  白石 好恭君 

２１：２３（２１：２４） 会員消息                       司会者 

２１：２４（２１：２５） 交通安全宣言       地域の魅力創造委員会 武田 繁親君 

２１：２６（２１：２５） 若い我等 
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２１：２９（２１：２８） 閉会宣言               財政局長 八木 健吾君 

２１：３０（２１：２８） 閉会 

 

達成の検証： 

大半のメンバーが理事長挨拶を聞けた事は例会のひとつの目的を果たせたのではないかと思います。また

スクリーンの使用により例会のスムーズな運営、会員間の情報共有・相互理解の一助になったのではない

かと考えます。 

 

委員長所見・引継事項： 

【委員長所見】 

音響に一部ミスがあり、若い我等の音量が大きくなってしまい申し訳ありませんでした。５月からクール

ビズ期間に入りました。これからさらに暑くなることが予想されますので空調にも気を配りながら例会の

運営を行って行きます。 

【引継事項】 

ＰＲに来る方が遅れることを考慮して対応をお願いします。 
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他１ ア （１） 例会設営・企画及び運営（６月） 

 

事業名称 ：例会の企画・設営及び運営（6月例会） 

報告者  ：総務例会委員会委員長 西部祥平  

日程   ：2015年 6月 18日（木）19：30～21：24 

場所   ：今治市民会館 2F大会議室 

参加人数 ：55人 

外部協力者：なし 

事業目的 ： 

（公社）今治青年会議所の伝統でもある厳粛かつ規律ある例会を確実に運営し、会員間の相互理解、情報

の共有、親睦を深める場として頂きます。また、メンバーの皆様に例会の意義を再認識いただき出席率の

向上を図ります。 

 

事業内容： 

１９：２７        予鈴 

１９：３０（１９：３０） 開会・開会宣言           事務局長 大澤 匠之輔君 

１９：３１（１９：３１） 国歌・ＪＣソング斉唱 

１９：３３（１９：３３） ＪＣＩクリード唱和       総務例会委員会 白石 好恭君 

１９：３４（１９：３４） ＪＣＩミッション唱和      総務例会委員会 越智 敦司君 

１９：３５（１９：３５） ＪＣＩビジョン唱和       総務例会委員会 越智 敦司君 

１９：３６（１９：３６） ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和   総務例会委員会 富田 浩之君 

１９：３７（１９：３６） 理事長挨拶              理事長  白石 隆志君 

１９：４２（１９：４３） 議事録作成人及び署名人指名      理事長  白石 隆志君 

１９：４３（１９：４３） 配布資料の確認                    司会者 

１９：４５（１９：４４） 各委員会出席者数の確認                司会者 

１９：４６（１９：４５） 報告事項              専務理事  南部 吉信君 

２０：１１（２０：２２） 行事案内及び依頼事項        専務理事  南部 吉信君 

２０：１２（２０：２３） 協議事項               理事長  白石 隆志君 

２０：１３（２０：２３） 入会式                    会員拡大委員会 

２１：１８（２１：１４） 監事総評                監事  松田 泰幸君 

２１：２３（２１：２０） 会員消息                       司会者 

２１：２４（２１：２１） 交通安全宣言          総務例会委員会 玉井  宏君 

２１：２６（２１：２２） 若い我等 

２１：２９（２１：２４） 閉会宣言              事務局長 大澤 匠之輔君 
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２１：２４        閉会 

 

達成の検証： 

大半のメンバーが理事長挨拶を聞けた事は例会のひとつの目的を果たせたのではないかと思います。また

スクリーンの使用により例会のスムーズな運営、会員間の情報共有・相互理解の一助になったのではない

かと考えます。 

  

委員長所見・引継事項： 

【委員長所見】 

準備を万全に行ったつもりでしたが入会式中マイクの音が小さいなど気になるところがありました。今後

もしっかりとした打ち合わせを行い、準備・運営を行って行きます。 

【引継事項】 

他委員会との打ち合わせをしっかりと行ってください。 
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他１ ア （１） 例会設営・企画及び運営（７月） 

 

事業名称 ：例会の企画・設営及び運営（7月例会・第 93回臨時総会） 

報告者  ：総務例会委員会委員長 西部祥平  

日程   ：2015年 7月 18日（木）19：30～20：43 

場所   ：今治市民会館 2F大会議室 

参加人数 ：54人 

外部協力者：なし 

事業目的 ： 

（公社）今治青年会議所の伝統でもある厳粛かつ規律ある例会を確実に運営し、会員間の相互理解、情報

の共有、親睦を深める場として頂きます。また、メンバーの皆様に例会の意義を再認識いただき出席率の

向上を図ります。 

 

事業内容： 

１９：２７        予鈴 

１９：３０（１９：３０） 開会・開会宣言         組織拡大室室長 浅海 裕也君 

１９：３１（１９：３１） 国歌・ＪＣソング斉唱 

１９：３３（１９：３３） ＪＣＩクリード唱和       会員拡大委員会 菊地 晴香君 

１９：３４（１９：３４） ＪＣＩミッション唱和      会員拡大委員会 白川  亨君 

１９：３５（１９：３５） ＪＣＩビジョン唱和       会員拡大委員会 白川  亨君 

１９：３６（１９：３６） ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和   会員拡大委員会 村上  艦君 

１９：３７（１９：３６） 理事長挨拶              理事長  白石 隆志君 

１９：４２（１９：４０） 議事録作成人及び署名人指名      理事長  白石 隆志君 

１９：４３（１９：４１） 配布資料の確認                    司会者 

１９：４５（１９：４１） 各委員会出席者数の確認                司会者 

１９：４６（１９：４２） 報告事項              専務理事  南部 吉信君 

２０：１１（２０：０８） 行事案内及び依頼事項        専務理事  南部 吉信君 

２０：１２（２０：１０） 協議事項               理事長  白石 隆志君 

２０：１３（２０：１０） 第９３回臨時総会               総務例会委員会 

２１：１８（２０：３５） 監事総評                監事  白石 好恭君 

２１：２３（２０：３９） 会員消息                       司会者 

２１：２４（２０：４０） 交通安全宣言          会員拡大委員会 樫田 仁志君 

２１：２６（２０：４０） 若い我等 

２１：２９（２０：４１） 閉会宣言            組織拡大室室長 浅海 裕也君 
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２１：３０（２０：４３） 閉会 

  

達成の検証： 

大半のメンバーが理事長挨拶を聞けた事は例会のひとつの目的を果たせたのではないかと思います。また

スクリーンの使用により例会のスムーズな運営、会員間の情報共有・相互理解の一助になったのではない

かと考えます。 

   

委員長所見・引継事項： 

【委員長所見】 

荒天の中例会への出席ありがとうございます。当日は駐車場の件などご迷惑をおかけしました。今後はこ

のようなことがないよう、早目の確認と情報提供を行っていきます。 

【引継事項】 

天候の急な変化などが予想される場合に、例会を開催するか否かを判断する基準があったほうが望ましい

と思います。また市民会館を管理する方との情報共有をしっかりと行ってください。 
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他１ ア （１） 例会設営・企画及び運営（８月） 

 

事業名称 ：例会の企画・設営及び運営（8月例会） 

報告者  ：総務例会委員会委員長 西部祥平  

日程   ：2015年 8月 20日（木）19：30～21：30 

場所   ：今治市民会館 2F大会議室 

参加人数 ：53人 

外部協力者：なし 

事業目的 ： 

（公社）今治青年会議所の伝統でもある厳粛かつ規律ある例会を確実に運営し、会員間の相互理解、情報

の共有、親睦を深める場として頂きます。また、メンバーの皆様に例会の意義を再認識いただき出席率の

向上を図ります。 

 

事業内容： 

１９：２７         予鈴 

１９：３０（１９：３０）  開会・開会宣言        組織強化室室長 廣川 怜史君 

１９：３１（１９：３１）  国歌・ＪＣソング斉唱 

１９：３３（１９：３１）  ＪＣＩクリード唱和      会員研修委員会 北川 琢也君 

１９：３４（１９：３４）  ＪＣＩミッション唱和     会員研修委員会 丹下 大輔君 

１９：３５（１９：３５）  ＪＣＩビジョン唱和      会員研修委員会 丹下 大輔君 

１９：３６（１９：３６）  ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱   会員研修委員会 豊島 龍也君 

１９：３７（１９：３７）  理事長挨拶             理事長  白石 隆志君 

１９：４２（１９：４４）  愛媛ブロック協議会会長挨拶      会長  菊池 繁人君 

１９：４７（１９：５１）  来訪者紹介            運営専務  松岡 永悟君 

１９：５０（１９：５３）  議事録作成人及び署名人指名     理事長  白石 隆志君 

１９：５１（１９：５３）  配布資料の確認                   司会者 

１９：５３（１９：５４）  各委員会出席者数の確認               司会者 

１９：５４（１９：５５）  報告事項             専務理事  南部 吉信君 

２０：１１（２０：３１）  行事案内及び依頼事項       専務理事  南部 吉信君 

２０：１２（２０：３３）  協議事項              理事長  白石 隆志君 

２０：１３（２０：３３）  例会委員会アワー              会員研修委員会 

２１：０３（ 割 愛 ）  Ｔｈｅ Ｑｕａｒｔｅｒ           総務例会委員会 

２１：１８（２１：２５）  監事総評               監事  松田 泰幸君 

２１：２３（２１：２９）  会員消息                      司会者 
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２１：２４（ 割 愛 ）  交通安全宣言         会員研修委員会 山本 晋平君 

２１：２３（ 割 愛 ）  若い我等 

２１：２９（２１：３０）  閉会宣言           組織強化室室長 廣川 怜史君 

２１：３０         閉会 

  

達成の検証： 

大半のメンバーが理事長挨拶を聞けた事は例会のひとつの目的を果たせたのではないかと思います。また

スクリーンの使用により例会のスムーズな運営、会員間の情報共有・相互理解の一助になったのではない

かと考えます。 

  

委員長所見・引継事項： 

【委員長所見】 

時間が押していくつか割愛してしまい申し訳ありませんでした。またスピーカーの調子も悪く申し訳あり

ません。 

今後このようなことがないよう委員会で調整します。 

【引継事項】 

他委員会との打ち合わせを念入りに行ってください。 
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他１ ア （１） 例会設営・企画及び運営（９月） 

 

事業名称 ：例会の企画・設営及び運営（9月例会） 

報告者  ：総務例会委員会委員長 西部祥平  

日程   ：2015年 9月 17日（木）19：30～21：33 

場所   ：今治市民会館 2F大会議室 

参加人数 ：54人 

外部協力者：なし 

事業目的 ： 

（公社）今治青年会議所の伝統でもある厳粛かつ規律ある例会を確実に運営し、会員間の相互理解、情報

の共有、親睦を深める場として頂きます。また、メンバーの皆様に例会の意義を再認識いただき出席率の

向上を図ります。 

 

事業内容： 

１９：２７        予鈴 

１９：３０（１９：３０） 開会・開会宣言        次世代創造室室長 黒瀬 太樹君 

１９：３１（１９：３１） 国歌・ＪＣソング斉唱 

１９：３３（１９：３３） ＪＣＩクリード唱和     未来の力育成委員会 新居田 直君 

１９：３４（１９：３４） ＪＣＩミッション唱和    未来の力育成委員会 白石 匡亮君 

１９：３５（１９：３５） ＪＣＩビジョン唱和     未来の力育成委員会 白石 匡亮君 

１９：３６（１９：３６） ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 未来の力育成委員会 阿部 大輔君 

１９：３７（１９：３７） 理事長挨拶              理事長  白石 隆志君 

１９：４２（１９：４３） 議事録作成人及び署名人指名      理事長  白石 隆志君 

１９：４３（１９：４４） 配布資料の確認                    司会者 

１９：４５（１９：４５） 各委員会出席者数の確認                司会者 

１９：４６（１９：４５） 報告事項              専務理事  南部 吉信君 

２０：１１（２０：１６） 行事案内及び依頼事項        専務理事  南部 吉信君 

２０：１２（２０：１８） 協議事項               理事長  白石 隆志君 

２０：１３（２０：１８） 例会委員会アワー               会員研修委員会 

２１：０３（２１：１２） Ｔｈｅ Ｑｕａｒｔｅｒ            総務例会委員会 

２１：１８（２１：２４） 監事総評                監事  白石 好恭君 

２１：２３（２１：３０） 会員消息                       司会者 

２１：２４（２１：３０） 交通安全宣言        未来の力育成委員会 近藤 浩之君 

２１：２６（２１：３１） 若い我等 
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２１：２９（２１：３３） 閉会宣言           次世代創造室室長 黒瀬 太樹君 

２１：３０（２１：３３） 閉会  

 

達成の検証： 

大半のメンバーが理事長挨拶を聞けた事は例会のひとつの目的を果たせたのではないかと思います。また

スクリーンの使用により例会のスムーズな運営、会員間の情報共有・相互理解の一助になったのではない

かと考えます。 

  

委員長所見・引継事項： 

【委員長所見】 

報告事項で持ち時間をオーバーしてしまう場合があり、そのあとのタイムスケジュールに影響を及ぼすこ

とが何度かありました。できる限り持ち時間以内で報告するようお願い致します。 

持ち時間を超える報告事項がある場合は、書面にて報告する等の工夫を行って参ります。 

【引継事項】 

タイムスケジュールを調整しなければいけない場合の想定をしっかりとしておいた方がいいと思います。 
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他１ ア （１） 例会設営・企画及び運営（１０月） 

 

事業名称 ：例会の企画・設営及び運営（10月例会・第 94回臨時総会） 

報告者  ：総務例会委員会委員長 西部祥平  

日程   ：2015年 10月 15日（木）19：30～21：33 

場所   ：今治市民会館 2F大会議室 

参加人数 ：55人 

外部協力者：なし 

事業目的 ： 

（公社）今治青年会議所の伝統でもある厳粛かつ規律ある例会を確実に運営し、会員間の相互理解、情報

の共有、親睦を深める場として頂きます。また、メンバーの皆様に例会の意義を再認識いただき出席率の

向上を図ります。 

 

事業内容： 

１９：２７        予鈴 

１９：３０（１９：３０） 開会・開会宣言         地域創造室室長 鳥生 武彦君 

１９：３１（１９：３１） 国歌・ＪＣソング斉唱 

１９：３３（１９：３３） ＪＣＩクリード唱和    地域の魅力創造委員会 神野 健治君 

１９：３４（１９：３４） ＪＣＩミッション唱和   地域の魅力創造委員会 渡部 高史君 

１９：３５（１９：３５） ＪＣＩビジョン唱和    地域の魅力創造委員会 渡部 高史君 

１９：３６（１９：３６）ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 地域の魅力創造委員会 長野 和博君 

１９：３７（１９：３７） 理事長挨拶              理事長  白石 隆志君 

１９：４２（１９：４４） 議事録作成人及び署名人指名      理事長  白石 隆志君 

１９：４３（１９：４４） 配布資料の確認                    司会者 

１９：４５（１９：４５） 各委員会出席者数の確認                司会者 

１９：４６（１９：４７） 報告事項              専務理事  南部 吉信君 

２０：０１（２０：１３） 行事案内及び依頼事項        専務理事  南部 吉信君 

２０：０２（２０：１５） 協議事項               理事長  白石 隆志君 

２０：０３（２０：１６） 第９４回臨時総会               総務例会委員会 

２０：１３（２０：２１） 例会委員会アワー            地域の魅力創造委員会 

２１：０３（２１：０５） Ｔｈｅ Ｑｕａｒｔｅｒ            総務例会委員会 

２１：１８（２１：２０） 監事総評                監事  松田 泰幸君 

２１：２３（２１：２７） 会員消息                       司会者 

２１：２４（２１：２９） 交通安全宣言       地域の魅力創造委員会 白石 英二君 
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２１：２６（２１：３１） 若い我等 

２１：２９（２１：３３） 閉会宣言            地域創造室室長 鳥生 武彦君 

２１：３０（２１：３３） 閉会 

 

達成の検証： 

大半のメンバーが理事長挨拶を聞けた事は例会のひとつの目的を果たせたのではないかと思います。また

スクリーンの使用により例会のスムーズな運営、会員間の情報共有・相互理解の一助になったのではない

かと考えます。 

  

委員長所見・引継事項： 

【委員長所見】 

報告事項にて言ったにもかかわらず、冷房が入らなくて皆様に暑い思いをさせてしまい申し訳ありません

でした。今後はこのようなことがないよう事前に確認をしておきます。 

【引継事項】 

設備、道具使用の際は事前確認をしてください。 
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他１ ア （１） 例会設営・企画及び運営（１１月） 

 

事業名称 ：例会の企画・設営及び運営（11月例会・第 95回臨時総会） 

報告者  ：総務例会委員会委員長 西部祥平  

日程   ：2015年 11月 19日（木）19：30～21：25 

場所   ：今治市民会館 2F大会議室 

参加人数 ：53人 

外部協力者：なし 

事業目的 ： 

（公社）今治青年会議所の伝統でもある厳粛かつ規律ある例会を確実に運営し、会員間の相互理解、情報

の共有、親睦を深める場として頂きます。また、メンバーの皆様に例会の意義を再認識いただき出席率の

向上を図ります。 

 

事業内容： 

１９：２７        予鈴 

１９：３０（１９：３０） 開会・開会宣言           副専務理事 阿曽 淳也君 

１９：３１（１９：３１） 国歌・ＪＣソング斉唱 

１９：３３（１９：３３） ＪＣＩクリード唱和       総務例会委員会 吉本悠太郎君 

１９：３４（１９：３４） ＪＣＩミッション唱和      総務例会委員会 青野 耕士君 

１９：３５（１９：３４） ＪＣＩビジョン唱和       総務例会委員会 青野 耕士君 

１９：３６（１９：３５） ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和   総務例会委員会 鳥井 亮良君 

１９：３７（１９：３６） 理事長挨拶              理事長  白石 隆志君 

１９：４２（１９：４５） 議事録作成人及び署名人指名      理事長  白石 隆志君 

１９：４３（１９：４６） 配布資料の確認                    司会者 

１９：４５（１９：４６） 各委員会出席者数の確認                司会者 

１９：４６（１９：４７） 報告事項              専務理事  南部 吉信君 

２０：１６（２０：２５） 行事案内及び依頼事項        専務理事  南部 吉信君 

２０：１７（２０：２５） 協議事項               理事長  白石 隆志君 

２０：１８（２０：２６） 第９５回臨時総会               総務例会委員会 

２１：１８（２１：０８） 監事総評                監事  白石 好恭君 

２１：２３（２１：１６） 会員消息                       司会者 

２１：２４（２１：２０） 交通安全宣言          総務例会委員会 西部 祥平君 

２１：２６（２１：２３） 若い我等 

２１：２９（２１：２４） 閉会宣言              副専務理事 阿曽 淳也君 
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２１：３０（２１：２５） 閉会 

 

達成の検証： 

大半のメンバーが理事長挨拶を聞けた事は例会のひとつの目的を果たせたのではないかと思います。また

スクリーンの使用により例会のスムーズな運営、会員間の情報共有・相互理解の一助になったのではない

かと考えます。 

  

委員長所見・引継事項： 

【委員長所見】 

総会において、開始時のミスがあり申し訳ありませんでした。設営においては早めに準備していたことも

あり滞りなくできたと思います。 

【引継事項】 

会場の担当者との事前の打ち合わせはしっかりと行ってください。 
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他１ イ （１） 入会式の企画及び運営 

 

事業名称 ：入会式の企画及び運営 

報告者  ：会員拡大委員会委員長 真鍋 知弘  

日程   ：２０１５年６月１８日（木） ２０：１３～２１：１８   

場所   ：今治市民会館２Ｆ大会議室 

参加人数 ：５４人 

外部協力者：なし 

事業目的 ： 

新入会員に自己紹介をして頂き、メンバー全員で祝福する。入会証を理事長に授与して頂くことにより、

今治青年会議所の一員として改めて自覚と責任を持って頂く必要があります。 

事業内容： 

進行時間 

２０：２５  開会                     司会 

２０：２６  入会証・ＪＣバッヂ・ネームプレート授与    白石理事長 

山本直前理事長 

２０：３５    祝辞                     寺尾 諭 君 

新入会員自己紹介・ＰＲ            新入会員 

２１：０６  歓迎の言葉                  西部 祥平 君 

２１：０９  総評                                          西原副理事長 

２１：１３  閉会                     司会 

※例会終了後、白石理事長と新入会員で記念撮影を行いました。 

 

達成の検証： 

賛助会員を含む新入会員全員参加で入会式を行うことができ、現役メンバーに顔見せ、自己紹介ができて

よかったと思います。また、事前に自己紹介案を伝え、練習をお願いしていたのでほとんどの新入会員が

スムーズにいいスピーチができてよかったと思います。 

 

委員長所見・引継事項： 

委員長所見 

新入会員にとって初めての修練の場でしたが、それぞれの個性が活きる良い自己紹介で、青年会議所の一

員としての自覚と誇りを持てたと思います。家族や職場の写真をスクリーンに映すことで、新入会員のス

ピーチが止まることなくスムーズに進行できてよかったと思います。祝辞、歓迎の言葉をくじ引きにて指

名しましたが、新入会員の緊張がほぐれるようなスピーチをして頂いて本当にありがとうございました。
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今後もいろいろな事業に積極的に参加して頂き、青年会議所の魅力を伝えていきます。また、入会してか

らの青年会議所のルールや取り組み方などをフォローしていきます。 

引継事項 

・入会賞、JCバッヂ、ネームプレート授与の際、音楽を流すと雰囲気が出ていいと思います。 

・家族・仕事場等の写真を使用すると自分もしゃべりやすいだけでなく相手にも伝わりやすいです。 

・新入会員には事前に自己紹介の練習をしていただくと話しやすいので次年度以降も呼びかけていただき

たいと思います。 
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他１ イ （２） １２月例会・卒業式の設営・企画及び運営 

 

事業名称 ：例会の企画・設営及び運営（12月例会・卒業式） 

報告者  ：総務例会委員会委員長 西部祥平  

日程   ：2015年 12月 17日（木）17：30～19：25 

場所   ：今治国際ホテル 2Ｆ クリスタルホールＡ 

参加人数 ：59人 

外部協力者：なし 

事業目的 ： 

（公社）今治青年会議所の伝統でもある厳粛且つ規律ある例会のなかで ４名の卒業生の功績を称え、感

謝の気持ちと敬意を表し、加えて多くのメンバーでこの一年を振り返り、喜びや苦労を分かち合い２０１

６年度に向けて更なる団結力を強化することが目的である。 

 

事業内容： 

１７：３０（１７：３０） オープニング 

１７：３２（１７：３２） 開会・開会宣言          副専務理事  玉井  宏君 

１７：３３（１７：３３） 国歌・ＪＣソング斉唱 

１７：３６（１７：３５） ＪＣＩクリード唱和      会員拡大委員会  真鍋 知弘君 

１７：３７（１７：３６） ＪＣＩミッション唱和     会員拡大委員会  山岡 太郎君 

１７：３８（１７：３６） ＪＣＩビジョン唱和      会員拡大委員会  山岡 太郎君 

１７：３９（１７：３７） ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和  会員拡大委員会  菊地 晴香君 

１７：４０（１７：３８） 理事長挨拶              理事長  白石 隆志君 

１７：４５（１７：４５） 議事録作成人及び署名人指名      理事長  白石 隆志君 

１７：４６（１７：４５） 配布資料の確認                    司会者 

１７：４７（１７：４７） 各委員会出席者数の確認                司会者  

１７：４８（１７：５４） 報告事項              専務理事  南部 吉信君 

１８：０３（１７：５５） 行事案内及び依頼事項        専務理事  南部 吉信君 

１８：０４（１７：５５） 協議事項               理事長  南部 吉信君 

１８：０５（１７：５５） 会員褒賞                   総務例会委員会 

１８：３５（１８：１８） プレジデンシャルリース伝達・理事長バッジ交換 

１８：４０（１８：２２） 2016年度理事長挨拶    2016年度理事長予定者 西原孝太郎君       

１８：４５（１８：２８） 会員消息                       司会者 

１８：４６（１８：２９） プレイバック 

１８：５１（１８：３５） 卒業式 
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１９：２６（１９：２０） 監事総評                監事  松田 泰幸君 

１９：２９（１９：２５） 閉会宣言             副専務理事  玉井  宏君 

１９：３０（１９：２５） 閉会 

 

達成の検証： 

【事業目的が達成できた点】 

プレイバック映像によってこの一年間を振り返り、喜びや苦労を分かち合うことができました。また４名

の卒業生を皆で盛大にお祝いできました。 

【事業目的が達成できなかった点】 

開始時間が早かったため開会時の出席率がいつもより低くなってしまいました。また、一部音響と誘導で

ミスが出てしまいました。 

  

委員長所見・引継事項： 

【委員長所見】 

まずは皆様、卒業式に出席していただきましてありがとうございました。最終出席率は今年度最高となり

多くのメンバーで卒業生をお祝いできてよかったです。４名の卒業生の皆様、本当におめでとうございま

す。 

また委員会メンバーの皆様におきましては早くからの準備設営、そして運営とお疲れさまでした。一年間

ありがとうございました。 

【引継事項】 

【準備設営・リハーサルについて】 

１４時からの準備・設営でしたが人手が多くなく予定よりも時間が掛かってしまいました。準備の時だけ

でも人手を確保したほうがいいかもしれません。 

リハーサルは前もって時間を決めてお願いしていたので、壇上での動きを確認できました。資料を作成し

ていても実際の立ち位置や動きをしっかりと確認したほうがいいです。 

【卒業式】 

会員褒賞を含めて進行がスムーズに進み、卒業式が始まる時点で時間の余裕があり、卒業生の答辞に予定

よりも多く時間を割くことができました。結果的にちょうどいい時間配分になりほぼ時間通りに終わるこ

とがで来たことはよかったと思います。卒業式の送辞・答辞の時間配分は毎年の懸案事項でありますので、

当日までと当日の調整をしっかりと行い柔軟な対応をする必要があります。 
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他１ イ （３） 会員拡大の推進 

 

事業名称 ：会員拡大の推進 

報告者  ：会員拡大委員会委員長 真鍋 知弘  

日程   ：２０１５年１月～２０１５年１１月 

場所   ： 

参加人数 ：新入会員７人（内賛助会員１人） 

外部協力者：なし 

事業目的 ：明るい豊かな事業を発展・継続していくために、現役メンバー、シニアメンバーと連携、活

発な情報交換を行うことで魅力を再認識し、会員拡大に対する意識を高め、メンバー全員が会員拡大運動

を行い、より多くの人財を発掘することが目的です。 

 

事業内容： 

会員拡大推進について 

①前年度からの引継も含め、候補者リストアップや拡大パンフレット作成。 

②候補者に対して拡大パンフレットの配布、同伴委員会の誘導。 

③例会や理事会で、会員拡大の現況報告や拡大ＰＲ。 

④例会アワーで会員拡大に対する意識の高揚と、情報収集。 

⑤シニアメンバーへの拡大ＰＲ。（シニア例会への出席） 

⑥入会希望者説明会を開催。 

⑦新入会員入会式を開催。 

⑧新入会員オリエンテーションを開催。 

⑨今治青年会議所各事業への参加推進。 

⑩会員研修事業を開催。 

⑪次年度への引継ぎ。 

タイムスケジュール 

２０１４年１１月～１２月 準備期間 

・前年度からの引き継ぎ 

・新入会員候補者リストアップ 

・拡大パンフレット作成 

２０１５年１月～５月 拡大強化月間 

・新入会員候補者リストアップ 

・拡大パンフレット配布、会員拡大運動 

・同伴委員会を会員拡大委員会で行う。 
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・各委員会での候補者リストアップ依頼・候補者データシートの配布、回収 

・シニア例会への参加 

２０１５年１月 セミナー参加 

・京都会議における拡大セミナーをはじめとした各種セミナー参加 

２０１５年２月 例会アワーにて会員拡大についてのディスカッション 

・現役メンバーに会員拡大における認識の向上 

・紹介シートへの記入、回収 

２０１５年４月 入会希望者説明会 

・入会希望者説明会（懇親会の開催） 

２０１５年６月 入会式 

・入会式の準備・運営 

２０１５年７月 新入会員オリエンテーション 

・新入会員オリエンテーション 

２０１５年７月～１１月 事業への参加推進 

・今治青年会議所主催の事業や今治市の行事などへの参加 

・次年度会員拡大に向けての運動 

２０１５年７月～９月 会員研修事業の企画・準備 

・会員研修事業の企画・準備 

・次年度への会員拡大に向けての運動 

２０１５年１０～１１月 会員研修事業 

・会員研修事業の準備・運営 

２０１５年１１月 引継ぎ 

・次年度への引継ぎ 

達成の検証： 

会員拡大の重要性を再認識でき、積極的に拡大推進に務めることで、全メンバーの意識改革ができたと思

います。また、会員拡大が全体の事業であるという位置づけもできたと思います。 

 

委員長所見・引継事項： 

委員長所見 

次年度段階から会員の拡大は最重要課題として取り組みました。例年の事だと思いますが会員拡大はとて

も難しいと感じました。まず、訪問先を紹介していただく目的で、２月例会委員会アワーを開催しました。

これは、メンバーの拡大に対する意識も変えたいという気持ちもありました。結果メンバーの意識も向上

し、多くの訪問先を紹介して頂くことができました。しかし、実際に訪問するといろんな理由や事情で断

られることが多く、入会してくれる人はいるのだろうかという不安もありましたが、なんとか７名の方に

入会していただくことができました。正直ほっとしていますが、目標人数に達することができず、申し訳

ない気持ちもあります。私自身のことですが、今年できなかったこと、やり残したことを次年度に引き継
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ぎたいと思います。 

 

 最後に全メンバーの皆さんのご協力ありがとうございました。新入会員のみなさん、これからも青年会

議所活動を頑張りましょう。 

 

引継事項 

・会員拡大で大事なことは、リストアップだと思います。訪問先がないと、人に会わないと拡大につなが

りません。リストアップ、情報収集に力を入れましょう。 

・次年度理事長のお父様が歴代理事長という経歴がありますので、シニアクラブのご子息様に訪問する際

には、次年度理事長と一緒に訪問するのも有効的かと思います。 
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他１ イ （４） 入会希望者説明会の企画及び運営 

 

事業名称 ： 入会希望者説明会の企画及び運営 

報告者  ：会員拡大委員会委員長 真鍋 知弘  

日程   ：２０１５年４月２１日（火） １９：００～１９：４０  

場所   ：和食レストラン笹 

参加人数 ：入会希望者２２人、今治青年会議所メンバー２５人 

外部協力者：なし 

事業目的 ： 

（対外） 

今治青年会議所の活動を説明し、青年会議所活動に対する理解をしていただき入会に導きます。 

（対内） 

１人でも多くの方を入会に導くために候補者を呼んでいただきメンバーの拡大に対する意識を高めます。 

 

事業内容： 

進行時間 

１８：３０   受付開始 

１９：００  開会                                 司会 

１９：０１  理事長挨拶                        白石理事長 

１９：０４  入会希望者説明会趣旨説明                真鍋委員長 

１９：０５  ＪＣについての説明                     山本要介君 

・オープニングビデオ（原田憲太郎先輩講演会映像資料：JCI Impact JPN-EAK）を流す。 

・ＪＣの目的を伝える。 

・昨年の活動内容を紹介する。 

・昨年理事長経験者としてのＪＣの魅力を伝えていただく。 

・質疑応答 

１９：４０閉会                                    司会 

達成の検証： 

山本直前理事長にＪＣについての説明を行っていただいたことで、今治青年会議所がどのような活動をし

ているのか理解していただけたと思います。また、理事長経験者として魅力を伝えていただくことで、多

くの候補者に興味を持っていただき充分事業目的を達成していると思います。予定していた希望者数（目

標３０名）には届かず残念でしたがほとんどの方と交流が持てて良かったと思います。 

 

委員長所見・引継事項： 
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委員長所見 

目標人数３０名に対し結果２３名の出席になってしまいました。日程が合わなかったり、説明会間近にな

ってからのキャンセルがあったりと、スムーズに当日を迎えることができませんでした。この人は来てく

れるだろう、多分大丈夫といった甘えがあったと思います。委員会メンバー全員がもっと積極的に声掛け

や、候補者に会いに行くなど行動を起こすべきだったと思います。 

今回の説明会は会場を借りず、説明会が終わり次第懇親会に移る予定だったので、当日の設営、運営にお

いては準備物も少なく大きな問題はなかったと思います。ただ、説明会が終わった後気が緩んでしまい、

懇親会の準備に移る際にうまく指示が出来ず、みなさんに迷惑をかけてしまいました。反省すべき点もあ

りましたが、入会希望者説明会を開催して入会を前向きに考えている希望者も多数います。今後しっかり

とフォローし、一人でも多くの方を入会に導きます。 

今回の説明会を終えて、改めてとても大事な事業のひとつだと感じました。この説明会がこれからの会員

拡大を左右することになると思います。説明会は終わりましたが、今年も、今後も会員拡大活動は続きま

す。委員会メンバー全員、気を緩めることなくアクションを起こしていきます。 

最後になりますが、候補者を紹介していただいたメンバーのみなさん、説明会に参加していただいたメン

バーのみなさん、ご協力いただき本当にありがとうございました。 

 

引継事項 

・説明会の日が近づいてくると、キャンセルが出始めるので、こまめに来てもらうよう声をかける必要が

あります。 

・説明会の案内文を早めに準備し、候補者に日程等を覚えてもらえるようにした方がいいと思いました。 

・駐車場に限りがあり、遅刻する方もいたので、駐車場案内の担当をつけるべきだと思いました。 

・説明会は会員拡大を行う上でとても大事な事業なので、会員拡大推進と同様、メンバー全員に危機感を

持ってもらうように働きかけ、どうすれば一人でも多く説明会に参加してもらえるのかを考える必要があ

ります。 
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他１ ウ （１） 会員研修事業の企画及び運営 

 

事業名称 ：体内研修事業（VMVセミナー） 

報告者  ：会員研修委員会委員長 豊島 龍也 

日程   ：２０１５年４月１０日（金） １９：００～２１：０８   

場所   ：今治市民会館２Ｆ大会議室 

参加人数 ：対外  ２人 

      対内  ３６人 

外部協力者：トレーナー 紫垣 洋（一般社団法人宇城青年会議所） 

事業目的 ： 

【対内】 

トレーナーを招き日本ＪＣプログラムの「Vision Mission ＆ Values（VMV）」のセミナーを受講してい

ただきます。このプログラムを受講した上で、ＪＣが何をするところか良く考え、自分たちの運動の方向

性を探っていただきます。また、ＪＣの発祥の地やどのような時代背景にＪＣはできたのか、ＪＣＩの目

的、ＪＣＩクリードを理解していただいた上で、ＪＣが目指す未来、ＪＣでやるべき事、その運動の価値

等について考えていただきます。 

 

事業内容： 

（予定時間）      （進行時間） 

１９：００～（１分）   １９：００～（１分）   開会 

１９：０１～（５分）   １９：０１～（３分）   理事長挨拶 

１９：０６～（３分）   １９：０４～（２分）   趣旨説明 

１９：０９～（３分）   １９：０６～（３分）   トレーナー紹介 

１９：１２～（１２０分） １９：０９～（１０８分） トレーナーによるセミナー 

２１：１２～（４分）   ２１：０２～（３分）   謝辞 

２１：１６～（３分）   ２１：０５～（３分）   アンケート記入 

２１：１９～（１分）   ２１：０８～（１分）   閉会 

 

 

 

達成の検証： 

セミナーの内容は、ボリュームのある内容を詳細かつ理解しやすくトレーナーに説明していただきました。

内容は非常に興味深いものであり、新たに気づかされる事も多くありました。前述「事業目的」について、

達成するに十分なセミナーであったと感じております。 
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また、下記の通り、アンケート結果を得ました。内容の理解度、トレーナーの評価はすべて高い評価をい

ただくことができました。また、コメント欄においても、「JC 活動における意識が変わった」という内容

のコメントが多く書かれておりました。 

アンケート結果 

１． セミナー内容は、理解しやすかったですか？ 

 理解できた      ２６名（７２％） 

 やや理解できた    １０名（２８％） 

 分かりにくい      ０名（０％） 

 全く分からない     ０名（０％） 

２． トレーナーへの評価をお願いします。 

 とても良い      ３１名（８６％） 

 良い          ５名（１４％） 

 普通          ０名（０％） 

 良くない        ０名（０％） 

 とても良くない     ０名（０％） 

 

 

委員長所見・引継事項： 

大きなトラブルもなく、概ね時間通りに終了することができました。委員会メンバーや担当常任のタイム

スケジュール表を作成し、綿密な打ち合わせを重ねた結果だと思います。 

研修事業に JCI公認プログラム等の効果が高いことが、改めて感じることができました。 

平日かつ雨天でありながら、多数のメンバーに参加していただきました。大変ありがとうございました。 
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他１ ウ （２） 例会委員会アワーの企画及び運営（４月） 

 

事業名称 ：例会委員会アワーの企画及び設営 

報告者  ：総務例会委員会委員長 西部祥平  

日程   ：2015年 4月 16日（木）20：15～21：03 

場所   ：今治市民会館 2F大会議室 

参加人数 ：51人 

外部協力者：なし 

事業目的 ： 

今治未来ビジョンを知っていただき、その中にあるテーマに沿って過去１０年の事業を振り返り検証する

ことで、来年の５０周年を前に今一度青年会議所活動について考えていただくことを目的とします。 

 

事業内容： 

２０：１３（２０：１５）  準備 

２０：１６（２０：１７）  開始・質問 

２０：１８（２０：１８）  今治未来ビジョン紹介 

２０：２２（２０：１９）  作られた経緯 

２０：２４（２０：２１）  詳しい説明 

２０：３２（２０：２３）  事業紹介 

２０：５７（２０：５８）  まとめ 

２１：０２（２１：０３）  撤収 

２１：０３（２１：０３）  終了 

 

達成の検証： 

１０年間の事業の中で、その事業を知らないまたは参加していないメンバーに、ひとづくりとまちづくり

というテーマを通して紹介することができました。その中でも実際に事業に携わった方から話を聞くこと

によってさらに深いところも知っていただくことができたのではないでしょうか。５０周年を迎える前に

一つの区切りとして、今後について考えるための一助になったのであれば幸いに思います。 

   

委員長所見・引継事項： 

【委員長所見】 

私が今治未来ビジョンを知ったのはほんの半年ほど前でした。今では知らないメンバーも多い今、もう一

度振り返ることで、５０周年が来る前に今治青年会議所の未来について考えるきっかけにならないかと考

えました。最初、委員会メンバーにもこういうことをしたいと話をしましたが、例会委員会アワーの短い
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時間で説明することや、どのように説明するのかなど難しい問題が多いのではないかなどの意見がありま

した。 

対外の事業についても私も全部を知っているわけではなく、過去の事業報告書を参考にすることで見聞し

ていない部分を補いました。その中で、今治未来ビジョンの中で触れているひとづくりとまちづくりはし

っかりと今治青年会議所に根付いていることがわかりました。ただ、事業報告書では事業のすべてを知る

ことはできません。当時どのようなことがあったのか、事業を通じてどう思ったのか感じたのか、それを

知るには事業に直接携わった方に話を聞くのが一番ではないかと考え台本に追加することにしました。全

国心の絵本選手権では高校生から逆に教わることがあった、など実際事業を行って、また参加してみてで

はないとわからない話を聞くことができたことは貴重な機会であったと思います。 

仲渡先輩にアドバイスをいただき竹中健造先輩に話を聞きに伺い、当日話を伺った方など委員会メンバー

以外にもたくさん協力していただき本当にありがとうございました。せっかく今治未来ビジョンというこ

とを全面に押し出しておきながらそのもの自体に触れることができなかったのは私の不徳の致すところで

す。他にもいただいたたくさんの意見を参考に今後に生かしていきたいと思います。 
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他１ ウ （２） 例会委員会アワーの企画及び運営（２月） 

 

事業名称 ：例会委員会アワーの企画及び運営（２月） 

報告者  ：会員拡大委員会委員長 真鍋 知弘  

日程   ：２０１５年２月１９日 ２０：１３～２１：０３   

場所   ：今治市民会館２F大会議室 

参加人数 ：対内対象者：50人 

外部協力者：荒木哲司先輩 

事業目的 ：メンバー全員の拡大に対する意識の向上。現状の会員拡大に対する問題提起、改善策を考え

る。討論会を通し拡大に対する理解を深めて行動する。 

事業内容： 

(進行時間) 

２０：１９          開会                

２０：２１～２０：２４    趣旨説明、パネラー紹介 

２０：２４～２０：５４    会員拡大討論会 

２０：５４～２０：５６    謝辞 

２０：５６～２１：００    候補者データシート記入 

達成の検証：今回のパネルディスカッションでは、荒木先輩からの拡大に対するアドバイスや手法、意義

について改めて理解を深めることができました。その結果、出席者のほとんどのメンバーから候補者を紹

介していただきました。これはメンバー全員の会員拡大に対する意識が高まった結果です。 

 

委員長所見・引継事項： 

委員長所見 

段取りが悪く、最後の最後までどのように結論に導くかを迷ってしまいました。しかし荒木先輩をはじめ、

パネラーの方々のトーク力に助けられ結果を出すことが出来ました。今後は、「なんとかなると」言えるよ

う事前準備をしっかり行い、今回以上の結果を求めたいと思います。 

 

今回の 2 月例会委員会アワーは、思ったより時間が少なく、これからというときに時間がきてしまい、途

中で終わる形になりましたが、合計で 40名もの候補者の紹介をいただくことができました。これをきっか

けに候補者説明会や入会式に繋げていけるように頑張ってまいります。 

引継事項 

今回と同じように 1月、2月までには、一人が一人以上紹介できるようにすればいいと思います。 
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他１ ウ （２） 例会委員会アワーの企画及び運営（３，８，９月） 

 

事業名称 ：例会委員会アワーの企画及び運営 ３・８・９月 

報告者  ：会員研修委員会委員長 豊島 龍也 

日程   ：２０１５年３月２０日（金） ２０：２５～２１：２３  

      ２０１５年８月２０日（木） ２０：３３～２１：２４  

      ２０１５年９月１７日（木） ２０：１８～２１：１２  

場所   ：今治市民会館２Ｆ大会議室（３・８・９月） 

参加人数 ：対内対象者  ４９名（３月） 

      対内対象者  ５３名（８月） 

      対内対象者  ５４名（９月） 

外部協力者：なし（３・８・９月） 

事業目的 ： 

（３月） 

知識の習得は資質の向上に繋がると考えます。よって、あらゆる知識をメンバーは習得していかなければ

なりません。数多くある知識の中で、「健康」というテーマは特に重要であります。なぜならば、健康でな

ければ現在の会社経営や JC活動等に支障があります。また、将来にわたっての計画等も破綻し、現在の地

位も失うかもしれません。さらには、現在以降において大きなリスクを背負い続けることになります。健

康に関する知識を習得し、今後の活動に活かしていただきます。 

（８月） 

知識の習得は資質の向上に繋がると考えます。よって、あらゆる知識をメンバーは習得していかなければ

なりません。私たちの大半は今治出身でありますが、今治市の歴史については授業で学んでおりません。

現在までの歴史があって、今日における今治の文化があります。今治の歴史を知ることで、今治の特性を

知っていただくことを目的とします。 

また、今治市は四国八十八カ所霊場のうち 6霊場を有し、「お遍路」文化に密接に関わっております。しか

しながら、私たちメンバーは「お遍路」について詳しい人は少ないと感じます。そこで、「お遍路」につい

ての知識を深め、地元の文化を知っていただきたいと思います。 

（９月） 

私たちメンバーは、今治市以外の市町村や県外の人と話をすることが多く、今治市の紹介などをする機会

があります。そこで、今治市について様々な知識を習得することが必要です。今治市について理解を深め

るために、地場産業や今治市の地価などをはじめとする経済の知識を習得することを目的とします。 

 

事業内容： 

（３月） 
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予定時間        進行時間 

２０：１３～（ １分） ２０：２５～（ ２分） 開会 

２０：１４～（ ５分） ２０：２７～（ ５分） 映像 

２０：１９～（ ２分） ２０：３２～（ １分） 委員会の事業概要説明 

２０：２１～（ １分） ２０：３３～（ １分） 趣旨説明 

２０：２２～（５３分） ２０：３４～（４７分） 発表 

２１：１５～（ ３分） ２１：２１～（ ２分） 閉会、片付け 

２１：１８終了     ２１：２３終了 

 

（８月） 

予定時間        進行時間 

２０：１３～（ １分） ２０：３３～（ ３分） 開会 

２０：１４～（ １分） ２０：３６～（ １分） 趣旨説明 

２０：１５～（４７分） ２０：３７～（４６分） 発表 

２１：０２～（ １分） ２１：２３～（ １分） 閉会 

２１：０３終了     ２１：２４終了 

 

（９月） 

予定時間         進行時間 

２０：１３～（ １分）  ２０：１８～（ ２分） 開会 

２０：１４～（ １分）  ２０：２０～（ １分） 趣旨説明 

２０：１５～（４５分）  ２０：２１～（５０分） 発表 

２１：００～（ ３分）  ２１：１１～（ １分） 委員長コメント、閉会 

２１：０３終了      ２１：１２終了 

 

達成の検証： 

（３月） 

前半においては生活習慣についての発表を行いました。生活習慣病に関する知識、運動習慣や食生活改善

の大切さ、喫煙がもたらすデメリットなどについて、詳細かつ具体的な説明を行った結果、LOM メンバー

等は健康に関する知識が向上するものであったと思料します。 

後半においてヨガや腹式呼吸の大切さを説明し、LOM メンバーに実際に行っていただきました。実際に行

うことにより、LOM メンバー等はポーズを理解し、効果を実感でき、健康に関する知識が向上したのでは

ないかと思料いたします。 

なお、回収した「生活習慣チェック表」及び「ＢＭＩチェック表」を半年後と比べていただく予定であり、

今後改善していただけるよう当委員会でＬＯＭメンバーをフォローしていく予定です。 

ＢＭＩ結果  回収率 ４０／４９ 
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１８．５未満（低体重）       ５名 

１８．５以上２５未満（普通体重） １７名 

２５以上（肥満）         １８名 

平均ＢＭＩ ２４．９７ 

 

（８月） 

前半で「今治の歴史」、後半で「遍路の説明」の発表を行いました。いずれの説明も詳細なもので、パワー

ポイントを使い分かりやすいものでした。メンバーは歴史や遍路について、以前よりも知識を習得できる

内容であったと感じております。 

 

（９月） 

「農業経営について」「地価について」「今治を中心とした日本の海事クラスター」「日本経済と新たな成長

フロンティア」についてパワーポイントを使い発表しました。発表者４人の専門分野であり、いずれの説

明も詳細なものでした。メンバーは今治を中心とした経済について、以前よりも知識を習得できる内容で

あったと感じております。 

 

委員長所見・引継事項： 

（３月） 

映像を流すタイミングを間違えてしまいました。パソコン操作に関してはリハーサル不足であったと感じ

ます。また、映像を流しましたが、映像の意図を理解されていない人がいるかもしれないと思い、もう少

し映像に関する説明をすればよかったと思います。発表の予定時間に対して進行時間が５分程度短くなり

乖離した件については、内容は全て伝えており問題はなかったと考えております。発表内容を吟味した結

果、LOM メンバーに健康の大切さを再認識していただける内容であったと確信し、概ね健康に関する知識

の向上という事業目的については達成できたと感じております。また、ヨガのポーズや腹式呼吸の実技に

ついて、ご協力いただきましてありがとうございました。 

 

（８月） 

概ね計画通りの進行を行えました。しかし、開会で時間が 2 分長くなったのは、席移動の時間を設けたか

らです。もう少し席移動の時間を考慮するとよかったと思います。 

また、約 20分一人でプレゼンテーションすることは難しく、常に聞いている人の意識を惹きつける工夫が

必要であると感じました。９月の例会委員会アワーも同様な形式での発表となりますので、発表内容を厳

しく精査したうえで、本番に臨みたいと考えております。 

発表者にとっては今後につながる良い経験となったと感じております。 

 

（９月） 

パワーポイントによる説明でしたが、文字が小さいスライドは後ろの席からはほとんど読めませんでした。

116



パワーポイント作成段階において、今後気を付けていかなければなりません。 

発表時間が長くなってしまい、時間が約４分オーバーしてしまいました。３回程度リハーサルをしました

が、時間通りにはいきませんでした。やはり、リハーサルと本番では、説明のテンポや段取りが異なり、

余計な時間が必要になってきます。今後、計画段階において時間に若干余裕をもたす計画にしておかなけ

ればならないと感じました。 

いずれの発表において、静かに聞いていただきありがとうございました。また、発表者にとっては今後に

つながる良い経験となったと感じております。 
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他１ ウ （２） 例会委員会アワーの企画及び運営（５月） 

 

事業名称 ：例会委員会アワーの企画及び運営（５月例会委員会アワー） 

報告者  ：未来の力育成委員会委員長 近藤浩之  

日程   ：２０１５年５月２１日（木） ２０：１３～２１：０３ 

場所   ：今治市民会館２Ｆ大会議室 

参加人数 ：５２人 

外部協力者：なし。 

事業目的 ： 

対内：青年会議所の一員として市民の模範となれるよう、改めて交通法規並びに交通道徳を学んでいただ

きます。その高い意識を８月に開催予定の青少年事業へ繋ぎます。 

 

事業内容： 

２０：１３（２０：１９）        設営・準備・開会                

２０：１７（２０：２２）        趣旨説明 

２０：１９（２０：２４）        ルール説明 

２０：２０（２０：２５）        代表者登壇 

２０：２４（２０：２６）        テスト 

２０：５８（２０：５５）        シュプレヒコール 

２１：０１（２０：５９）        総評 

２１：０３（２１：０１）        閉会 

 

達成の検証： 

青年会議所の一員としてまた、市民の模範として、改めて交通法規並びに交通道徳の確認と習得ができま

した。その高い意識で８月に開催予定の青少年事業へのご参加並びにご協力をお願いできました。また、

今後の皆様の交通安全の一助になれば、幸いに思います。 

 

委員長所見・引継事項： 

【委員長所見】 

我々未来の力育成委員会は、８月に開催予定の青少年事業わんぱく！『きずな』塾２０１５～できっこな

いをやらなくちゃ～の事業内容の一部に、サイクリングを計画しています。しかし、交通安全宣言を唱え

る私たち今治青年会議所メンバーがどこまで交通法規を正しく理解し、厳守できているでしょうか？今一

度交通法規を確認し、良き市民の模範となれるよう交通道徳を学ばないといけないと考えました。また、

２０１５年６月１日より、悪質・危険な自転車運転者に対して講習の受講が義務付けられます。法規をも
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う一度振り返ることで、少しでも皆様の交通安全の一助になるよう事業を企画しました。 

当委員会の今回の事業を経験されたことで、法規を忘れていたり、自転車を安全に活用するために必要な

知識等、知らないことが多いという事を自覚できたのではないでしょうか。当事業を受けていただけたメ

ンバーの皆様には、８月の事業に参加される子供達の安全と、これからの自身の安全に目を向けていただ

ける良き切っ掛けになったと確信しております。そして、白石隆志理事長の指揮によるシュプレヒコール

で、全メンバーの結束を図れたと思います。結果発表を忘れるという私個人の凡ミスはありましたが、伝

えたいことは発信できました。 

この事業を経験させていただいたことで、改めて当委員会メンバーの団結力や臨機応変さに気付き、援護

され支えられていることを自覚する事が出来ました。また、機会を与えていただいた全メンバーに感謝と

リスペクトを送りたいと思います。ありがとうございました。 

【引継事項】 

例会の運営自体が他ＬＯＭのＰＲ等があった為に、１０分押して始まりました。この様な事態も起こり得

ますので、進行を司会台本通りではなく、柔軟に進める準備もしておけば万全だと思います。 
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他１ ウ （２） 例会委員会アワーの企画及び運営（１０月） 

 

事業名称 ：例会委員会アワーの企画及び運営（１０月例会委員会アワー） 

報告者  ：地域の魅力創造委員会委員長 渡部高史  

日程   ：２０１５年１０月１５日（木） ２０：１８～２１：０５ 

場所   ：今治市民会館２Ｆ大会議室 

参加人数 ：対内対象者 ５４人 

外部協力者：なし 

事業目的 ： 

今回、事業に参加して頂いたモニターのアンケート・意見などを基に、その中から新たな魅力と改善すべ

き点を検証することにより、メンバー一人ひとりがまちづくりについて考え、今後の（公社）今治青年会

議所に繋げていきます。 

 

事業内容： 

《進行時間》 

２０：１８（ ２分）準備 

２０：２０（ ３分）開会 

２０：２３（ ２分）趣旨説明 

２０：２５（２７分）ＴＶ放送・パワーポイントにて事業発表・当委員会の反省点 

２０：５２（ ８分）各委員会から意見 

２１：００（ ５分）総括・閉会 

２１：０５     終了 

計４７分 

 

 

達成の検証： 

８月末に実施しました「鈍川クリエイトプロジェクト」についてパワーポイント・発信された映像を使い

検証を行いました。（公社）今治青年会議所メンバー全員で事業を振り返り、事業の発信・対策について考

えることで、今後の活動に繋げていけると感じております。 

 

 

委員長所見・引継事項： 

 パワーポイントの操作・舞台照明の消灯など手間取ってしまい、時間通りに進行しませんでした。リハ

ーサルの段階でスムーズに進行できるよう何度も確認をしておく必要がありました。また発表内容では、
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聞いている人が楽しめるよう工夫をするべきだったと思います。 

発表の間、静かに聞いて頂き、ありがとうございました。また、各委員会で意見を発表して頂きありがと

うございました。 
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他１ エ （１） 会員褒賞 

 

事業名称 ：会員褒賞 

報告者  ：総務例会委員会委員長 西部祥平  

日程   ：2015年 12月 17日（木）17：55～18：18 

場所   ：今治国際ホテル 2Ｆ クリスタルホールＡ 

参加人数 ：59人 

外部協力者：なし 

事業目的 ： 

１２月例会において、メンバーの努力と功績を称え表彰することを目的とします。 

 

事業内容： 

１８：０５（１７：５５） スタンバイ 

１８：１０（１７：５６） 開会               

１８：１１（１７：５７） 優秀会員賞            

１８：１２（１７：５８） 優秀新入会員賞          

１８：１５（１８：００） ５ヵ年連続例会出席賞       

１８：１８（１８：０４） １０ヵ年連続例会出席賞      

１８：２１（１８：０６） 例会・委員会皆勤賞        

１８：２４（１８：０９） 優秀出席委員会賞         

１８：２６（１８：１１） ２０１５年度役員挨拶       

１８：２９（１８：１５） 理事長感謝状           

１８：３２（割愛）    事務局員花束贈呈         

１８：３４（１８：１８） 閉会               

１８：３５（１８：１８） 撤収 

 

達成の検証： 

【事業目的を達成できた点】 

リハーサルを行い、誘導も問題なく行うことができ、メンバーの功績を讃えることができました。 

【事業目的を達成できなかった点】 

一部こちらの最終確認不足により降壇の位置を間違えた方が出てしまいました。 

  

委員長所見・引継事項： 

【委員長所見】 
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受賞者の皆様本当におめでとうございます。今回は予定よりも早い時間に会員褒賞に入り、進行が順調だ

ったこともあり予定よりも早くに終わることができたことはよかったと思います。また昨年以上に予算を

減らすこともできました。会員褒賞は一年を通しての出席の如何によりますので常日頃からお願いをして

いくことが大切です。 

【引継事項】 

・記念品について 

予算に限りがありますので予備はあまり多くせず最低限を心がけてください。また、昨年から変更したも

のもあります。その時の状況次第で都度変更を行う必要があります。 

・対象者について 

事前の連絡・確認・リハーサルは大切です。できれば少し早めに来ていただいて確認を行ってください。 
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他１ オ （１） 総合基本資料作成及び発行 

 

事業名称 ：総合基本資料作成及び発行 

報告者  ：総務例会委員会委員長 西部祥平  

日程   ：2015年 1月 22日（木）～1月 27日（火）各委員会日配布 

場所   ：今治市民会館２F大会議室 

参加人数 ：61人 

外部協力者：なし 

事業目的 ： 

対外：愛媛県への登記申請 

対内：会員間の相互理解向上 

 

事業内容： 

１０月１７日まで       会員現況調査 

１０月１８日～１０月３１日  会員現況調査チェック 

１１月０１日～１１月２９日  会員現況調査最終締切 

１２月０２日～１２月２０日  原稿最終チェック 

０１月０５日         審議 

０１月０６日         印刷開始 

０１月１９日～        配布 

 

達成の検証： 

【事業目的に達した点】 

名簿付総合基本資料の作成により登記申請、会員間の情報共有・相互理解を図る事ができました。 

【事業目的に達しなかった点】 

作成が間に合わず、１月例会時の配布ができませんでした。 

 

委員長所見・引継事項： 

手帳と同様、審議後から配布までの期間が短いと作成業者に急いでの対応をお願いすることになります。

例年通りのアイテムの作成ではありますが、事前に十分な打ち合わせを印刷会社と行い、審議後から配布

までスムーズに行えるよう、特に注意してください。印刷データの確認は何度も行いミス等ないようにし

てください。 

 

 

124



他１ オ （２） 例会理事会アイテムの作成 

 

事業名称 ：例会理事会アイテムの作成 

報告者  ：総務例会委員会委員長 西部祥平  

日程   ：2015年 1月～12月 

場所   ：例会・理事会及び、青年会議所が主体となって行う事業の開催場所 

参加人数 ：なし 

外部協力者：なし 

事業目的 ： 

例会・理事会において着座する場所を示すことで、スムーズな運営を図ると同時に、各種事業・会議の際

に自分をＰＲするアイテムとして使用することで、メンバー間の更なる交流を図る。 

 

事業内容： 

１２月１３日まで    データー作成 

１２月１６日～２５日  入力データー最終チェック 

０１月０５日      審議 

０１月０６日～１０日  印刷 

０１月１０日      印刷データーカット 

０１月１５日      配布 

 

達成の検証： 

例会アイテム作成によってスムーズな運営が行えました。 

 

委員長所見・引継事項： 

手帳と同様、審議後から配布までの期間が短いと作成業者に急いでの対応をお願いすることになります。

例年通りのアイテムの作成ではありますが、事前に十分な打ち合わせを印刷会社と行い、審議後から配布

までスムーズに行えるよう、特に注意してください。印刷データーカットをしなければならない場合は丁

寧に行ってください。 
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幹 事 会 報 告 

 

                           幹事会長  長野 和博 

 

幹事会長報告 

 2015年度幹事会は 2014年度新入会員メンバーであり、私が幹事会長という大役を引き受けさ

せていただきチャンス得る年になりました。 

幹事会では、真に交流を考え活動に参加し、その中で数多くの交流の機会がありました。 

また、幹事会メンバー、各委員会の事業や活動を通じ、メンバー内の交流から絆を強め幹事会メ

ンバーの成長となりました。 

 幹事会長として全事業に参加できず幹事会メンバーには、助けられた年になりました、また、

阿曽副専務と玉井副専務にはいろいろと、いろはを教えて頂き成長になりました。 

2015年度の幹事会長の経験を今後の JC活動に反映させていきます。 

事業報告 

・愛媛ブロック大会記念事業 

 愛媛ブロック大会記念事業では、第 52回愛媛マラソンでエイドステーションスタッフとして

参加協力いたしました。その中でランナーの方にみかんゼリーを提供しましたが私のおもてなし

をしたい気持ちが強すぎてコースに少し入りながらも短時間で配り終わりました。幹事会での最

初の活動になりましたがメンバー内の交流にもなり、楽しい時間になりました。 

・四国地区大会宇和島大会 ブース出店 

 四国地区大会宇和島大会では、幹事会メンバーである(株)三光産業さんの協力ももと今治タオ

ルブースの出店いたしました。その中で今治タオル 200枚の完売をすることができたのもブース

出店に参加された幹事会メンバー6人、現役メンバー、JCの先輩などの声かけもあったと聞きま

した。私はブース出店に参加できませんでしたが、メンバーの努力とそれに協力された方の力で

今治タオルのアピールにも繋がることができ感謝しております。 

・おんまく踊り連への参加 

 おんまく踊り連では、私は参加ができず皆様には迷惑をおかけしました。参加した幹事会メン

バーからはわんぱくコールもありメンバーが一丸となって声も出ていた。また審査員席の前では

白石理事長への白石コールもありメンバーの団結力を感じたと聞きました。これも多数の現役メ

ンバーの協力があってできたことです。 

・卒業生を囲む会 

 卒業生を囲む会では「2015年度今治ＪＣ卒業生を囲む会大運動会～弱肉強食～」を幹事会で

企画運営し卒業生とメンバーで楽しく交流ができました。また幹事会主体で企画運営することで

いろいろな経験をすることができました。今後、人前で話すことへの自信やメンバーで話し合う

ことの大切さが特に良い経験になりました。 
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２０１５年度 理事長公職 

 

 

今治市青少年問題協議会 委員 

今治市勤労青少年ホーム 運営委員 

今治シティマラソン 顧問 

今治市民活動センター審議会 委員 

市民が共におこすまちづくり事業審査委員会 委員 

今治市郷土奉仕活動推進協議会 会員 

今治地方観光協会 会員 

今治市青少年問題連絡協議会 理事 

今治市男女共同参画審議会 委員 

今治市民カッター競技大会 委員 

今治地区献血推進協議会 委員 

今治新春交礼会 推進委員 

今治市交通安全推進協議会 会員 

中心市街地再生基本構想策定検討委員会 委員 

中心市街地再生基本計画策定専門部会 

市民のまつりおんまく実行委員会 副実行委員長 

愛顔つなぐえひめ国体今治市実行委員会 委員 
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今治寿太鼓保存会報告 
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今治寿太鼓保存会報告 

 

第 42 代幹事長 廣川 怜史   

 

 本年、今治寿太鼓保存会第４２代幹事長として活動をさせていただき、誠にありがと

うございました。昨年１１月に開催された寿太鼓総会にて幹事長として承認された折り

に、「会員倍増」を１年間のテーマとして取り組むことを宣言したことが昨日のことの

ように思い出されます。 

 出演に関しては例年よりも若干少なめでしたが、吹揚神社での初打ち、春祭り、おん

まくなど素晴らしい出演の機会を多くいただきました。中でも今治市合併１０周年を祝

う今治市制１０周年記念式典に際しては、歴代幹事長の方々にご協力をいただき、現メ

ンバーとともにしっかりとオープニングを飾ることができました。先輩方が４０年を超

えて脈々と築き上げてきた寿太鼓の歴史と信頼により、われわれの世代が栄えある式典

にて演奏ができたのだと思います。毎週のようにご指導していただいております大澤先

生をはじめ、先輩方に改めて御礼を申し上げます。また、平日の真っ昼間や休みの日等

忙しい中都合をつけて出演や練習に参加してくれたメンバーの皆さん、１年間お疲れさ

までした。そして、ありがとうございました。 

また、１年間のテーマであった「会員倍増」についてですが、新メンバーが更にまた

新メンバーを連れてくるという素晴らしいサイクルができたこと、ＡＬＴ（外国人の小

中学校の英語の先生）も５名（アメリカ、ルーマニア、南アフリカと多国籍！）も来て

くれ、毎回の練習が非常に賑やかで楽しいものとなりました。大澤先生もマイばちをも

って熱心にご指導していただいております。 

 私自身の話をすると、第４０代近藤省吾幹事長と同じく、高校時代に今治西高校郷土

芸能クラブにて寿太鼓を教わっておりました。寿太鼓に入って初めての総会にて、当時

教えに来てくれていたおじさん（玉置先輩）にあった時はかなりの衝撃でした･･･。ま

さか大人になって寿太鼓をするとは思いもよりませんでしたが･･･。縁というのはどこ

で繋がっているのかわからないものです。 

 来年も引き続き第４３代檜垣幹事長を中心として、ＪＣと同じく「奉仕・修練・友情」

の３信条のもと、英知と勇気と情熱をもって、メンバーの増強、各々の資質（太鼓）向

上、地域社会の発展と郷土芸能の保存・継承に一致団結して努めてまいりますことをお

約束し、以上を報告とさせていただきます。今後とも今治寿太鼓保存会へのご支援・ご

協力・ご指導・ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。 
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2015 年度 今治寿太鼓保存会 事業報告 

 

 

月 日 項      目 

1 1  初打ち 

1 12  今治市 成人式 

1 15 （公社）今治青年会議所 １月例会 

1 17 今治市制 10 周年記念式典 オープニング 

2 27 檜垣清隆顧問受勲記念式典 

3 21 NPO 法人 ライフサポートここはうす 開所式 

5 9 今治吹揚神社 春祭り 

5 21 バリシップ（日本丸寄港式典） オープニング 

7 24 廣寿苑 夏祭り 

7 26 第１回海上自転車競走 オープニング 

7 29 レイクランド市訪問団日本文化体験（通常練習内にて） 

8 1,2  第 18 回今治市民の祭り「おんまく」 

9 6 
（公社）今治青年会議所 事業 

「HENRO ～A journey of the Soul～」 

10 2  しまなみ海道スリーデーマーチ出発式 

11 1 第 32 回今治文化芸術祭 芸能祭 

11 4 第 43 回総会・懇親会 

11 22 ツールド玉川出発式 
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収入の部 (単位　円)
科　　目 2015年度決算額 2015年度予算額

前年度繰越金 613,837 613,837

繰入金 584,432 0
会費 102,000 80,000
補助金 270,000 270,000
シニアクラブ補助金 100,000 100,000
寄付金 825,000 500,000
受取利息 579 200
合計 2,495,848 1,564,037

支出の部 (単位　円)
科　　目 2015年度決算額 2015年度予算額

会議費 377,015 100,000
賃借料 0 30,000
燃料費（交通費） 4,726 30,000
地代家賃 60,000 60,000
租税公課 12,600 12,600
車両修繕費 90,800 100,000
太鼓修復費 584,000 170,000
備品購入費 141,885 150,000
研修費 30,000 0
諸会費 2,000 2,000
事務通信費 45,297 50,000
保険料 144,800 150,000
交際費 69,480 100,000
広告宣伝費 32,400 60,000
雑費 3,099 10,000
予備費 0 39,437
積立金繰入額　 384,910 500,000
次年度繰越金 512,836 0
合計 2,495,848 1,564,037

積立金の部　　 (単位　円)
科　　目 2014年度残金 繰入額 繰出額 合計

太鼓修復準備金 1,200,000 384,432 584,432 1,000,000
太鼓購入積立金 1,157,698 478 0 1,158,176
周年事業積立金 700,000 0 0 700,000
合計 3,057,698 384,910 584,432 2,858,176

ホームページ更新

USBメモリ、Ａ４用紙、ATM手数料、他

太鼓修復・購入積立金

香典・弔電・奉献酒

練習会場代

トラック燃料代

トラック駐車場代

トラック自動車税

トラック車検代

大メイン太鼓修復

太鼓バチ、衣装

愛太鼓フェスタ、DRUMTAO

文化協会会費

葉書印刷代

太鼓・自動車保険代

2015年度　今治寿太鼓保存会　収支決算報告

備　　　考

積立金除く

太鼓修復準備金取崩し

今治市

出演料

備　　　考
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今治寿太鼓保存会 歴代幹事長 

 

 初 代  井 上  国 勝 ２６代  鴨 川  安 宏 

 ２ 代  岡 本   孝  ２７代  武 智  一 浩 

 ３ 代  伊 藤  義 和 ２８代  越 智  誠 文 

 ４ 代  大 沢  哲 朗 ２９代  木 村  真 宰 

 ５ 代 【故】 山 岡  文 明 ３０代  山 本   剛  

 ６ 代  門 田  幸 二 ３１代  藤 山  太 志 

 ７ 代  高 野  充 吉 ３２代  森 本  真 博 

 ８ 代 【故】 黒 川  廣 司 ３３代  越 智   俊  

 ９ 代  吉 永  邦 彦 ３４代  木 村  隆 仁 

１０代  宮 木   均  ３５代  平 田  哲 也 

１１代 【故】 小 池  君 男 ３６代  井 出  敏 博 

１２代  長 尾   久  ３７代  佐 川   基 和 

１３代  西 原   透  ３８代  丹 下   亮  

１４代  大 沢  悦 夫 ３９代  矢 野  宏 明 

１５代  玉 置  重 雄 ４０代  近  藤   省  吾 

１６代  菅   鉄 文 ４１代  松  田   泰  幸 

１７代  本 宮  光 朗 ４２代  廣 川  怜 史 

１８代  重 松  信 吾    

１９代  村 上  昇 司    

２０代  神 尾  和 弘    

２１代  井 上  啓 二    

２２代  二 宮  芳 雄    

２３代  池 田  直 樹    

２４代  田 中  健 司    

２５代  近 藤  正 人    
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スポーツクラブ報告 

 

スポーツクラブ会長 吉本 悠太郎 

 

 2015年度スポーツクラブは、会長に吉本悠太郎、副会長に鳥井亮良、新居田直、マ

ネージャー兼会計に渡辺仁という組織のもと、ＪＣメンバーが集まりスポーツを通じて

親睦をさらに深められるよう、一年間活動してまいりました。 

 今年は愛媛ブロックスポーツ交流大会が開催されなかったことと、愛媛ブロック野球

大会が雨天により中止となりましたが、今治市民カッター競技大会への参加、ヨガ教室、

野球、ボウリングを行いました。 

 愛媛ブロック野球大会の優勝を目標に、グリーンピア玉川で二度の練習を行いました

が、当日は雨天中止となりました。しかし、練習では初心者から経験者、さらにはメン

バーのお子様も参加し、メンバーだけでなく家族間の親睦も深めることができました。

それは、スポーツクラブとして、結果よりも大切なものを得られたのではないかと思い

ます。 

 会員研修委員会浮穴副委員長を先生に迎え、ヨガ教室を 2回行いました。こちらもメ

ンバーだけでなく、メンバーのご家族、さらには一般の方も交え行われました。普段か

ら、食べ過ぎ、飲みすぎのメンバーが多い中、家でも簡単に行えるヨガを教えて頂き、

健康について考えるいい機会になったのではないかと思います。 

 来年は、愛媛ブロックスポーツ交流大会開催ＲＯＭとなっております。浮穴智彦会長

を中心にメンバー全員で盛り上げ、大成功に導いて頂けたらと思います。本年度同様に、

メンバーの皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

 最後になりますが、一年間本当に楽しくスポーツクラブ会長をさせて頂きました。

色々とご協力、ご支援、ご参加を頂きましたメンバーの皆様、及びシニアの皆様に感謝

を申し上げます。一年間、本当にありがとうございました。 
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じゃがいもクラブ報告 

 

じゃがいもクラブ副会長 渡辺 仁 

 

 

 『初めましてにさようなら！』本年、今治ＪＣじゃがいもクラブ副会長を努めさせて

頂く上で自らに掲げたテーマでした。今、どれだけの現役メンバーが先輩方と交流があ

るでしょうか？少しでも・・一人でも多くの現役メンバーと先輩を繋げる事ができたら

と運営をさせて頂きました。 

まずは、今治ＪＣじゃがいも大会では全６回開催８７名、愛媛ブロックじゃがいも大

会には２７名、延べ１１４名もの皆様に参加して頂き、ゴルフを通して現役・シニアの

垣根を越えた絆を構築できました。また、入会歴の浅いメンバーやゴルフが得意ではな

いメンバーが積極的に参加し交流している姿は、今後のＪＣ生活において非常に有意義

な時間になったと確信しております。 

数多くの現役メンバーと先輩方のご協力で一年間楽しく過ごすことができました。吉

田透会長、山本一志副会長、一年間ありがとうございました！ご参加頂きました皆様あ

りがとうございました！２０１６年度も引き続き副会長として多くの皆様と絆を深め

られることを楽しみにしています！ 
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ライダーズクラブ報告 

 

ライダーズクラブ会長 檜垣 友佑 

 

 

２０１５年度（公社）今治青年会議所ライダーズクラブは、今治青年会議所メンバーを

はじめ、全国のライダーズクラブメンバーと交流を深めるべく、ツーリングの企画、練習

会、走行会の実施を目標に活動して参りました。 

まず年当初の新年会におきましては、多くの先輩、現役メンバーに参加して頂くことが

できましたが、理事長にお声掛けする必要があったとは知らず、多くの方々にお叱りを受

けたことは大いに反省すべき点として受け止めております。また、４月に大三島で開催さ

れました「ShimanamiRide2015」では、お声掛け頂いて先輩方のお手伝いに伺い、多くの

参加者と交流を持てたのではないかと思います。そして、当クラブのメイン事業として企

画しておりました「しまなみ海道原付ツーリング」につきましては、数回にわたるミーテ

ィングと事前調査によるルート作成を行い準備して参りましたが、当日は天候不良が予想

されたため、残念ながら中止という決断に至り、悔いが残る結果となりました。今年度最

後の活動となりました「ツールド玉川」におきましては、先輩方をはじめ、現役メンバー、

有志ボランティアライダーと共にイベント参加者の誘導を担当させて頂きました。朝早く

からの長丁場となりましたが、大きな事故もなく無事に終ることができ、お手伝い頂いた

メンバー皆様に楽しんで頂けたことで、今年度ライダーズクラブとしての活動を拙いなが

らも全うできたのではないかと感じております。 

一年間ライダーズクラブ会長として活動させていただいて、多くの経験を積ませて頂き

ましたが、メンバーの方々から運営に関して段取り不足や配慮を欠く点に多くのご指摘や

お叱りを受ける事が多々ある結果となってしまったのは、自身の力不足であったと痛感し

ております。この経験を踏まえまして、来年度以降の青年会議所活動における心構えをよ

り一層引き締められるよう志新たに活動して参りたいと思います。 

 

 

 事業内容 実施月 

【ライダーズクラブ】  

1 新年会 １月 

2 ShimanamiRide2015 ４月 

3 しまなみ海道原付ツーリング １１月 

4 ツールド玉川 １１月 
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囲碁将棋倶楽部報告 

 

囲碁将棋倶楽部会長 寺尾 諭 

 

 

本年は１０月９日（金）午後７：３０よりホテル菊水２階大宴会場において、総会を執

り行いました。先輩方からは、シニアクラブ会長高橋良幸先輩、専務長井文英先輩、荒木

哲司先輩、宇野哲明先輩、越智誠文先輩、菊川堅吾先輩、近藤康敏先輩、重松宗孝先輩、

真鍋太祐先輩、元岡健一先輩、八塚君和先輩にお集まり頂き、また現役メンバーからは、

白石隆志理事長、南部吉信専務、阿部大輔君、浮穴智彦君、大澤匠之輔君、大澤広基君、

樫田仁志君、近藤浩之君、武田繁親君、玉井宏君、豊島龍也君、新居田直君、西原孝太郎

君、檜垣友佑君、廣川怜史君、湯浅真人君、山本晋平君と八木健吾、西部祥平、寺尾諭が

競技に参加し、総勢３１名で盛大に盛り上がりました。 

競技の成績につきましては、将棋の部優勝 新居田直君、麻雀の部優勝 阿部大輔君、

カードの部優勝 南部吉信君でした。おめでとうございます。 

 

 本年も昨年同様に盛り上がりをみせ、先輩方と食事を取りお酒を酌み交わしながら楽し

く交流させて頂き、ＪＣ内の事業に関する様々な知恵や、アドバイスを頂戴しながら和や

なかに過ごすクラブ活動ができました。参加頂いた先輩やメンバーからは、今治ＪＣとし

て歴史の古いクラブ活動の継承、囲碁・将棋の普及を行うと共に、初心者でも気兼ねなく

今後とも参加できる運営を頑張って続けてほしいとのお言葉を頂きました。 

 次年度の開催に向けて先輩方から頂いたお言葉を活かし、よりよい交流の場と伝統競技

の伝承の場になるよう心がけてまいります。 

 

また、次年度役員については今年度同様、会長 寺尾諭、副会長 八木健吾、幹事 西

部祥平の３名が総会にて承認いただきましたこと、ご報告申し上げます。 

 

先輩方とアットホームな交流ができ、本年は貴重な経験をさせて頂きありがとうござい

ました。次年度も引き続き御参加・御協力の程よろしくお願い申し上げます。 
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会 計 報 告 
 

 

 

一 般 会 計 
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（単位：円）

Ⅰ資産の部

1.流動資産

現金預金

流動資産合計

2.固定資産

（1）特定資産

その他事業等運用資金

周年事業積立資金

特定資産合計

固定資産合計

資産合計

Ⅱ負債の部

1.流動負債

未払金

預り金

流動負債合計

負債合計

Ⅲ正味財産の部

1.指定正味財産

指定正味財産合計

（うち基本財産への充当額） （ ） （ ） （ ）

（うち特定資産への充当額） （ ） （ ） （ ）

2.一般正味財産

一般正味財産合計

（うち基本財産への充当額） （ ） （ ） （ ）

（うち特定資産への充当額） （ ） （ ） （ ）

正味財産合計

負債及び正味財産合計

△ 177,3454,121,389 4,298,734

0

△ 350,000

252,655

248,819

貸　借　対　照　表
平成２７年１２月３１日現在

科目 増減前年度当年度

4,121,389 4,298,734 △ 177,345

44,760,991 44,508,336

44,559,026 44,310,207

0

430,000 780,000

0

44,559,026 248,819

0

3,500,000 3,500,000 0

430,000

44,310,207

40,639,602

44,760,991

36,709,60237,139,602

40,639,602 40,209,602 430,000

430,000

252,655

40,209,602

44,508,336

3,836

148,000

53,965

145,000 3,000

83653,129

201,965 198,129

201,965 3,836198,129

0 0

0

0

0

0

0

0
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（単位：円）

Ⅰ一般正味財産増減の部

1.経常増減の部

（1）経常収益

①特定資産運用益

特定資産受取利息

②受取入会金

受取入会金

③受取会費

正会員受取会費

新入会員受取会費

賛助会員受取会費

特別会員受取会費

④事業収益

登録料収入

消耗品使用料収入

⑤受取補助金等

地方公共団体補助金

シニアクラブ助成金

特別会員収入

⑥雑収益

受取利息

ファイン収入

その他雑収入

経常収益計

（2）経常費用

①事業費

総務例会委員会

会員拡大委員会

会員研修委員会

未来の力育成委員会

地域の魅力創造委員会

給料手当

臨時雇賃金

退職給付費用

福利厚生費

旅費交通費

通信運搬費

減価償却費

消耗什器備品費

消耗品費

修繕費

印刷製本費

燃料費

光熱水料費

賃借料

保険料

諸謝金

租税公課

支払負担金

支払助成金

支払寄付金

委託費

有価証券運用損

雑費

②管理費

役員報酬

給料手当

退職給付費用

福利厚生費

会議費

旅費交通費

通信運搬費

減価償却費

消耗什器備品費

消耗品費

修繕費

印刷製本費

燃料費

光熱水料費

賃借料

保険料

諸謝金

租税公課

支払負担金

支払寄付金

支払利息

支払手数料

渉外費

雑費

経常費用計

評価損益等調整前当期経常増減額

特定資産評価損益等

評価損益等計

当期経常増減額

2.経常外増減の部

（1）経常外収益

経常外収益計

（2）経常外費用

経常外費用計

当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

Ⅱ指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

Ⅲ正味財産期末残高

0
0

0

0

0 0 0

0 0
2,308,458

355,200

0 0

55,030

52,376

0
7,200

2,665,656

0
0 0 0

0 0
0 0 0

4,945
0

209,502
367,200

△ 44,009
△ 367,200

220,118

253,511

0 0 0

68,079
0

74,100

1,200,871 △ 1,132,792
△ 10,368

697,699

11,052 11,056

△ 150,000
350,000 500,000

△ 4
350,000 500,000

△ 4
11,052 11,056

△ 1,200,000

310,000 130,000

△ 1,300,000
7,080,000 8,280,000

△ 150,000
7,930,000 9,230,000

△ 200,000
63,000 113,810
63,000 106,000 △ 43,000

180,000
80,000 280,000

0
0 0

△ 7,810
217,000 217,000

△ 50,810

0 7,810

0
137,183 169,925

0
17,000 17,000

0
200,000 200,000

97

78,166 93,405
58,100 75,700 △ 17,600

△ 32,742
917 820

6,150,958 5,790,002

△ 1,533,556

360,956

△ 15,239
8,708,235 10,241,791

0 0 0
0

1,420,800 1,392,000

0 0

28,800

791,040

0

0

0
0

215,173

0 0
0 0

0

0

0 6,516

31,676

248,819

0 2,484

248,819

44,559,026 44,310,207

1,786,133
44,559,026 44,310,207

△ 1,537,314248,819 1,786,133
44,310,207

0
0 0

0

8,459,416

0
18,525

71,288
197,760

0

0

△ 31,676

△ 2,484

0

0

0
0

42,524,074

0

0

△ 1,537,314
0

1,786,133

0

0 0

0
△ 260,6151,531,130

0 0
0

△ 1,537,314
0

1,786,133

△ 27,187
8,455,658 3,758

0 0
00

0 0

00

0

77,204

248,819

2,592
28,792

189,100

0

0

0
1,270,515

0

120,540

0

0

0
0

248,819

104,391

0
196,320
68,947

15,196
0

17,020

正味財産増減計算書

平成２７年　１月　１日から平成２７年１２月３１日まで

科目 増　減

275,779 9,371

00

285,150
1,224,585 △ 433,545

△ 6,516
0 112,140 △ 112,140

1,440
0

0

0

3,329

2,341
0

△ 11,772
△ 2,592

△ 68,560
73,000 72,947 53

460,000 540,000 △ 80,000

前年度
H26.01.01～H26.12.31

当年度
H27.01.01～H27.12.31

1,234

54,445 △ 2,069

53,796
0 0

△ 623,599
10,368

0
0

0 0

△ 357,198

348,000

0

918,561 918,561
984,767 984,767

703,776 703,776
70,258 70,258

404,807 404,807
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（単位：円）

Ⅰ一般正味財産増減の部

1.経常増減の部

（1）経常収益

①特定資産運用益

特定資産受取利息

②受取入会金

受取入会金

③受取会費

正会員受取会費

新入会員受取会費

賛助会員受取会費

特別会員受取会費

④事業収益

登録料収入

消耗品使用料収入

⑤受取補助金等

地方公共団体補助金

シニアクラブ助成金

特別会員収入

⑥ 雑収益

受取利息

ファイン収入

その他雑収益

経常収益計

（2）経常費用

①事業費

総務例会委員会

会員拡大委員会

会員研修委員会

未来の力育成委員会

地域の魅力創造委員会

給料手当

臨時雇賃金

退職給付費用

福利厚生費

旅費交通費

通信運搬費

減価償却費

消耗什器備品費

消耗品費

修繕費

印刷製本費

燃料費

光熱水料費

賃借料

保険料

諸謝金

租税公課

支払負担金

支払助成金

支払寄付金

委託費

有価証券運用損

雑費

②管理費

役員報酬

給料手当

退職給付費用

福利厚生費

会議費

旅費交通費

通信運搬費

減価償却費

消耗什器備品費

消耗品費

修繕費

印刷製本費

燃料費

光熱水料費

賃借料

保険料

諸謝金

租税公課

支払負担金

支払寄付金

支払利息

支払手数料

渉外費

雑費

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

特定資産評価損益等

評価損益等計

当期経常増減額

2.経常外増減の部

（1）経常外収益

経常外収益計

（2）経常外費用

経常外費用計

当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

Ⅱ指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

6,150,961

78,166

8,708,235

26,187

8,509

209,503

92,000 230,000 460,000138,000 138,000 92,000

0

0

0

0

120,540

98,880

0

0

0

0 0 00

△ 2,769,124 2,355,000 △ 2,482,105 324,670△ 2,067,981 0 324,670 2,406,254 0

0 0

0

0

0

0

0

0

248,819

0

248,819

0

0

44,310,207

0 0

324,670

0 0 0 0

2,406,254 0

0 0

△ 2,769,124 2,355,000 △ 2,482,105 324,670△ 2,067,981

0 0

77,204

0

0

0 0

0

42,839,741 0 44,559,026

1,353,676 40,433,487 0

1,678,346△ 5,994,261 10,038,000 40,939 1,678,346△ 4,002,800

△ 3,225,137 7,683,000 2,523,044 1,353,676△ 1,934,819

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 00

0

8,459,416

248,819

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0△ 2,769,124 2,355,000 △ 2,482,105 324,670△ 2,067,981 0 324,670 2,406,254

0

4,900,105 1,250,856 0 1,250,856 2,308,455 0

73,000

77,204

18,525

71,287 71,287

18,525

197,760

0

0

52,375

17,020 17,020

0

0

2,308,455

355,200

0

0

55,029 55,029

52,375

0

27,514

0

217,000

0 78,166

63,000

58,100

917

17,000

137,183

0

200,000

0

183,316

68,079

0

0

0

64,838 9,262 9,262

0

37,051

0

8,50959,570

0 0

0

0

0

0

0

0

26,187

00

0

2,832,124 0 4,900,105 1,250,856

710,400 1,243,200 177,600 177,600

0 1,250,856

1,420,800

00

063,000 2,355,000 2,418,000 1,575,5260

0

0 0 137,183

0 17,000

0 0 0 00

0 0 917

0 200,0000

0 0 0 0 0 0 217,000

63,000 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0

0 0

63,000

0 0 80,000 80,000

93,000 93,000 62,000 62,000 155,000 310,000

63,000 0

2,124,000 2,124,000 1,416,000 1,416,000 3,540,000 7,080,000

2,355,000 2,355,000 1,570,000 0 1,570,000 4,005,000 7,930,000

5,526 5,526 11,052

0 350,000 350,000

0 0 350,000 350,000

0 0 0 0 00

5,526 5,526 11,0525,526 0

会員交流及び研修事業

科目
地域活性化事業 青少年育成事業

0

0 0 0

5,526

0

220,119

0 0

00

104,752

0

110,060 192,605 27,51482,545

0

0 1,575,526 4,714,709

0 58,100

0

0

692,160

34,040

0

395,520 98,880

249,508 35,643 35,643

74,100

0 0

0

0 0

791,040

285,151

0

0

0 0

142,576

355,200

0 0

73,000

0

0

0

2,308,455

00

120,540

63,000

0

0

0

197,760

0

0

正味財産増減計算書内訳表
平成２７年　１月　１日から平成２７年１２月３１日まで

0

法人会計公2

63,000

0

内部取引 合計
共通 小計

公益目的事業会計 収益事業等会計

共通 小計
公1 他1

2,067,981

532,800

0

0

78,564

25,530

27,787

106,932

296,640

0

0

0 703,776

2,067,981

0

02,832,124

0 0 0 0 00

0

1,270,5151,270,515

0

404,807

917,183 917,183 1,378 1,378 918,561

312,958 312,958 91,849 91,849

703,776

0 70,258 70,258 70,258

703,776

984,767984,767 984,767 0 0
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Ⅲ正味財産期末残高 44,559,026△ 5,994,261 10,038,000 40,939 1,678,346△ 4,002,800 0 1,678,346 42,839,741 0
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（単位：円）

手元保管 本会事業管理・運営の運転資金として

普通預金

　伊予銀行・今治支店 本会事業管理・運営の運転資金として

　愛媛銀行・今治支店 本会事業管理・運営の運転資金として

　ゆうちょ銀行 本会事業管理・運営の運転資金として

　愛媛信用金庫・今治支店 本会事業管理・運営の運転資金として

　越智今治農業協同組合・日吉支店 本会事業管理・運営の運転資金として

流動資産合計

定期預金

　愛媛銀行・今治支店 運用益を管理費及びその他事業の財源として使用している

　愛媛銀行・今治支店 運用益を管理費及びその他事業の財源として使用している

　愛媛銀行・今治支店 運用益を管理費及びその他事業の財源として使用している

　愛媛信用金庫・今治支店 運用益を管理費及びその他事業の財源として使用している

　ゆうちょ銀行 運用益を管理費及びその他事業の財源として使用している

　越智今治農業協同組合・日吉支店 運用益を管理費及びその他事業の財源として使用している

定期預金

　愛媛銀行・今治支店 創立50周年記念事業並びに記念講演会を実施する

固定資産合計

資産合計

事務局員費　12月分

社会保険料

源泉所得税

自動販売機取扱収入

流動負債合計

負債合計

正味財産

9,809

金額

預金

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

45,341

（流動資産）

4,121,389

2,600

現金

46,303

378,762

その他事業等運用資金

1,171,637

2,476,746

特定資産

1,000,000

（固定資産）

3,500,000

周年事業積立資金

10,000,000

10,000,000

10,000,000

5,878,000

201,965

201,965

44,559,026

財　産　目　録
平成２７年１２月３１日現在

預り金 44,156

40,639,602

未払金 148,000

0

（流動負債）

261,602

44,760,991
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１．継続企業の前提に関する注記

該当無し

２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当無し

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当無し

（３）固定資産の減価償却の方法

該当無し

（４）引当金の計上基準

該当無し

（５）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書は認定法第５条第１２号の規程により省略している。

（６）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

３．会計方針の変更

該当無し

４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及び残高は次の通りである。

５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次の通りである。

６．引当金の明細

該当無し

７．担保に供している資産

該当無し

財務諸表に対する注記

3,500,000
430,000

3,500,000

科　　　目

周年事業積立資金

当期減少額 当期末残高

特定資産 その他事業等運用資金 36,709,602 37,139,602

前期末残高 当期増加額

特定資産計 40,209,602 430,000 0 40,639,602

当期末残高
うち指定正味財産
からの充当額

うち一般正味財産
からの充当額

うち負債に
対応する額

科　　　目

37,139,60237,139,602
3,500,000 0

特定資産 その他事業等運用資金
周年事業積立資金 3,500,000

0

特定資産計 40,639,602 0 40,639,602 0
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８．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

（直接法により減価償却を行っている場合）

該当無し

９．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

（貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合）

該当無し

１０．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く）等の偶発債務

該当無し

１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当無し

１２．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

１３．基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当無し

１４．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当無し

１５．関連当事者との取引の内容

該当無し

１６．重要な後発事象

該当無し

１７．その他

該当無し

交付者 前期末残高 当期増加額補助金等の名称 当期減少額 当期末残高
貸借対照表
の上記載区分

145



（単位：円）

Ⅰ　事業活動収支の部

1．事業活動収入

①会費収入

正会員会費収入

新入会員会費収入 2名×10,000円×9ヶ月

4名×10,000円×7ヶ月

賛助会員会費収入

特別会費収入

②入会金収入

入会金収入

③特定資産運用収入

特定資産利息収入

④事業収入

登録料収入

消耗品使用料収入

⑤補助金等収入

地方公共団体補助金収入

シニアクラブ助成金収入

特別会員収入

⑥雑収入

受取利息収入

ファイン収入

その他雑収入

事業活動収入計

2．事業活動支出

①事業費

今治寿太鼓保存会助成金

クラブ活動費

総務例会委員会

会員拡大委員会

会員研修委員会

未来の力育成委員会

地域の魅力創造委員会

事業予備費

②管理費

事務局借室料

水道光熱費

事務局員費

福利厚生費

通信費

印刷費

消耗品費

修繕費

保険料

業務委託料

寄附金

雑費

管理・運営予備費

③負担金

ＪＣＩ会費

日本ＪＣ会費

四国地区協議会会費

愛媛ブロック協議会会費

国際協力資金

We Believe 購読料

全城連年会費

京都会議登録料

日本ＪＣ出向者負担金

④渉外費

理事長渉外費

諸関係渉外費

事業活動支出計

事業活動収支差額

Ⅱ　投資活動収支の部

1．投資活動収入

投資活動収入計

2．投資活動支出

①固定資産取得支出

備品取得支払

投資活動支出計

投資活動収支差額

Ⅲ　予備費支出

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

収　支　計　算　書

賠償保険

70,000 3,000 税理士・司法書士

100,000 -7,375

310,000 310,000 0 2名×10,000円×24ヶ月

988,800

30,000 -30,000

0

350,000 6,438

0 0

0

0

100,000 -76,000 会員に対する慶弔費等

200,000 -79,460

100,000

183,000 0 61名×250円×12ヶ月

10,000 0 1LOM

-3,460

8,000

44,559,026

-263,658

44,046,549

平成２７年１月１日から　平成２７年１２月３１日まで

512,477

0 0 0

0

248,819

44,310,207

512,477

0 0

0

44,310,207

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

248,819 -263,658 512,477

0

107,675 0 59名×5円×365日

24,000

107,675

96,540

1LOM登録料6,500円+基本資料代1,500円

20,000 0 4名×20,000円

8,000

20,000

-14,901

30,000 -30,000

30,000 -30,000

74,340 0 1ドル＝120円で換算　59名×10.50ドル×120円

付加金5,000円×59名+基本金45,000円

183,000 0 付加金3,000円×59名+基本金6,000円

344,500 付加金5,500円×59名+基本金20,000円344,500

120,540

0

183,000

92,625

0 0

100,000 -22,796

1,270,515 0

340,000

0

183,000

10,000

340,000

73,000

77,204

1,270,515

0

85,099

0

0

0

74,340

356,438

1,776,000

300,000 -38,122

300,000 -24,852

100,000

275,148

261,878

988,800 82,400円×12ヶ月

1,776,000 148,000円×12ヶ月

社会保険料

0

0

0

0

792,950

0

3,986,192

918,561

404,807

070,258

-158,6084,144,800

984,767

0

0

0

0

0

703,776

0

17,000

58,100

78,166

0

0

0

4名×20,000円

7名×50,000円0

1,052

1名×10,000円×7ヶ月

カード利用手数料他

80,000

350,000

350,000

10,000

63,000

63,000

137,183

1,052

0

0

0

17,000

HENRO登録料

コピー用紙代他

今治ＪＣシニアクラブ通信費

特別会員通信費

63,000

63,000

0

217,000

200,000

0

10,000

0

200,000

0

350,000

7,930,000

7,080,000

3,082,169 3,201,343 -119,174

ブロックスポーツ大会登録料

-89,174

918,561

984,767

0

8,459,416 8,816,658 -357,242

8,708,235 155,235

70,258

404,807

11,052

11,052

78,166

17,000

137,183

917

8,553,000

58,100 0

0

0

917

0

0

0

決算額

460,000460,000

補正予算額
（11月）

59名×10,000円×12ヶ月

7,930,000

7,080,000

差　異

0

200,000

0

80,000

350,000
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実施月 当初予算額 予算額 決算額

【総務例会委員会】 （ 818,000 ） （ 720,190 ） （ 703,776 ）

① 総合基本資料作成及び発行 1月 170,000 170,000 167,400

② 例会理事会アイテムの作成 1月～12月 38,000 38,000 36,360

③ 会員褒賞 12月 100,000 88,000 82,198

④ 例会の設営・企画及び運営 1月～11月 300,000 288,490 288,490

⑤ 12月例会・卒業式の設営・企画及び運営 12月 200,000 135,000 128,628

⑥ 例会委員会アワーの企画及び運営 4月 10,000 700 700

7 創立50周年記念式典・懇親会・記念事業の準備 1月～12月 0 0 0

8 ホームページの運用及び管理 1月～12月 0 0 0

9 各種大会及び事業の記録 1月～12月 0 0 0

10 褒章申請（日本JC及びその他団体） 6月～8月 0 0 0

11 総会の設営及び運営 1月・7月・11月 0 0 0

12 LOM財産及び事務局の管理 1月～12月 0 0 0

13 例会及び委員会の会員出欠状況の確認 1月～12月 0 0 0

14 災害・防災に関する対応 1月～12月 0 0 0

15 会員拡大 1月～12月 0 0 0

16 各事業への参加 1月～12月 0 0 0

【会員拡大委員会】 （ 130,000 ） （ 70,882 ） （ 70,258 ）

① 会員拡大の推進 1月～11月 60,000 60,000 59,400

② 入会希望者説明会の企画及び運営 4月 40,000 0 0

③ 入会式の企画及び運営 6月 20,000 5,100 5,076

④ 例会委員会アワーの企画及び運営 2月 10,000 5,782 5,782

5 創立50周年記念式典・懇親会・記念事業の準備 1月～12月 0 0 0

6 新入会員オリエンテーションの企画及び運営 7月 0 0 0

7 新入会員による事業の企画及び運営 9月～11月 0 0 0

8 各事業への参加 1月～12月 0 0 0

【会員研修委員会】 （ 380,000 ） （ 426,851 ） （ 404,807 ）

① 対内研修事業の企画及び運営 4月～5月 100,000 95,000 91,149

② 対外研修事業の企画及び運営 9月～10月 250,000 331,151 312,958

③ 例会委員会アワーの企画及び運営 3月・8月・9月 30,000 700 700

4 創立50周年記念式典・懇親会・記念事業の準備 1月～12月 0 0 0

5 会員拡大 1月～12月 0 0 0

6 各事業への参加 1月～12月 0 0 0

【未来の力育成委員会】 （ 1,010,000 ） （ 1,001,378 ） （ 918,561 ）

① 青少年育成事業の企画及び運営 7月～8月 1,000,000 1,000,000 917,183

② 例会委員化アワーの企画及び運営 5月 10,000 1,378 1,378

3 創立50周年記念式典・懇親会・記念事業の準備 1月～12月 0 0 0

4 会員拡大 1月～12月 0 0 0

5 各事業への参加 1月～12月 0 0 0

【地域の魅力創造委員会】 （ 1,010,000 ） （ 1,000,000 ） （ 984,767 ）

① まちづくり事業の企画及び運営 7月～11月 1,000,000 1,000,000 984,767

② 例会委員会アワーの企画及び運営 10月 10,000 0 0

3 創立50周年記念式典・懇親会・記念事業の準備 1月～12月 0 0 0

4 しまなみ3JCの交流窓口 1月～12月 0 0 0

5 会員拡大 1月～12月 0 0 0

6 各事業への参加 1月～12月 0 0 0

（ 3,348,000 ） （ 3,219,301 ） （ 3,082,169 ）

各 事 業 内 容

合　　　　　　　計

2015年度　事業費内訳

（単位：円）
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総務例会委員会

実施月 予算額 決算額 収支差額

1月 170,000 167,400 2,600

1月～12月 38,000 36,360 1,640

12月 88,000 82,198 5,802

1月～11月 288,490 288,490 0

12月 135,000 128,628 6,372

4月 700 700 0

720,190 703,776 16,414

①　総合基本資料作成及び発行

予算額 決算額 差異

（収入の部）

事 業 繰 入 金 170,000 170,000 0

収　入　計 170,000 170,000 0

（支出の部）

資 料 作 成 費 167,400 167,400 0

予 備 費 2,600 0 2,600

支　出　計 170,000 167,400 2,600

収　支　差　額 2,600

②　例会理事会アイテムの作成

予算額 決算額 差異

（収入の部）

事 業 繰 入 金 38,000 38,000 0

収　入　計 38,000 38,000 0

（支出の部）

会 場 設 営 費 25,380 25,380 0

資 料 作 成 費 11,520 10,980 540

予 備 費 1,100 0 1,100

支　出　計 38,000 36,360 1,640

収　支　差　額 1,640

③　会員褒賞

予算額 決算額 差異

（収入の部）

事 業 繰 入 金 88,000 88,000 0

収　入　計 88,000 88,000 0

（支出の部）

資 料 作 成 費 86,430 81,550 4,880

雑 費 648 648 0

予 備 費 922 0 922

支　出　計 88,000 82,198 5,802

収　支　差　額 5,802

記念品代\55,960・理事長経験者バッジ\11,000・消耗品費\14,590

代引手数料2件

科　　目 摘　　要

一般会計事業繰入金収入

懸垂幕1枚\14,040・委員会プレート1個\1,620、交通全宣言幕1枚\9,720

ネームプレート61枚\4,270、卓上プレート61枚\6,710

一般会計事業繰入金収入

科　　目 摘　　要

会員名簿90冊

⑥　例会委員会アワーの企画及び運営

合　　計

科　　目 摘　　要

一般会計事業繰入金収入

委員会事業名

①　総合基本資料作成及び発行

②　例会理事会アイテムの作成

③　会員褒賞

④　例会の設営・企画及び運営

⑤　12月例会・卒業式の設営・企画及び運営
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④　例会の設営・企画及び運営

予算額 決算額 差異

（収入の部）

事 業 繰 入 金 288,490 288,490 0

収　入　計 288,490 288,490 0

（支出の部）

会 場 設 営 費 288,490 288,490 0

支　出　計 288,490 288,490 0

収　支　差　額 0

⑤　12月例会・卒業式の設営・企画及び運営

予算額 決算額 差異

（収入の部）

事 業 繰 入 金 135,000 135,000 0

収　入　計 135,000 135,000 0

（支出の部）

会 場 設 営 費 116,640 112,320 4,320

企 画 演 出 費 15,336 15,336 0

雑 費 972 972 0

予 備 費 2,052 0 2,052

支　出　計 135,000 128,628 6,372

収　支　差　額 6,372

⑥　例会委員会アワーの企画及び運営

予算額 決算額 差異

（収入の部）

事 業 繰 入 金 700 700 0

収　入　計 700 700 0

（支出の部）

資 料 作 成 費 700 700 0

支　出　計 700 700 0

収　支　差　額 0

科　　目 摘　　要

一般会計事業繰入金収入

クラッカー送料\540・代引手数料\432

A4用紙1000枚

一般会計事業繰入金収入

今治国際ホテル 会議室料2h\75,600・常設スクリーン\10,800・マイク4本\4,320・ステージ使用料\21,600

クラッカー

一般会計事業繰入金収入

科　　目 摘　　要

(1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11月)今治市民会館大会議室\160,820、音響費\18,700、冷暖房費\96,470／(1月)今
治市民会館中会議室\3,500×2室、小会議室\2,750×2室

科　　目 摘　　要
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会員拡大委員会

実施月 予算額 決算額 収支差額

1月～11月 60,000 59,400 600

4月 0 0 0

6月 5,100 5,076 24

2月 5,782 5,782 0

70,882 70,258 624

①　会員拡大の推進

予算額 決算額 差異

（収入の部）

事 業 繰 入 金 60,000 60,000 0

収　入　計 60,000 60,000 0

（支出の部）

資 料 作 成 費 59,400 59,400 0

予 備 費 600 0 600

支　出　計 60,000 59,400 600

収　支　差　額 600

③　入会式の企画及び運営

予算額 決算額 差異

（収入の部）

事 業 繰 入 金 5,100 5,100 0

収　入　計 5,100 5,100 0

（支出の部）

報 告 書 作 成 費 5,076 5,076 0

予 備 費 24 0 24

支　出　計 5,100 5,076 24

収　支　差　額 24

④　例会委員会アワーの企画及び運営

予算額 決算額 差異

（収入の部）

事 業 繰 入 金 5,782 5,782 0

収　入　計 5,782 5,782 0

（支出の部）

講 師 関 係 費 5,000 5,000 0

資 料 作 成 費 700 700 0

通 信 費 82 82 0

支　出　計 5,782 5,782 0

収　支　差　額 0

お礼状通信費

記念品

A4用紙

科　　目 摘　　要

一般会計事業繰入金収入

集合写真プリント・額縁代

科　　目 摘　　要

一般会計事業繰入金収入

拡大パンフレット作成300部

合　　計

科　　目 摘　　要

一般会計事業繰入金収入

委員会事業名

①　会員拡大の推進

②　入会希望者説明会の企画及び運営

③　入会式の企画及び運営

④　例会委員会アワーの企画及び運営
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会員研修委員会

実施月 予算額 決算額 収支差額

4月～5月 95,000 91,149 3,851

9月～10月 331,151 312,958 18,193

3月・8月・9月 700 700 0

426,851 404,807 22,044

①　対内研修事業の企画及び運営

予算額 決算額 差異

（収入の部）

事 業 繰 入 金 95,000 91,149 3,851

収　入　計 95,000 91,149 3,851

（支出の部）

会 場 設 営 費 25,090 25,090 0

企 画 演 出 費 600 600 0

講 師 関 係 費 64,903 63,851 1,052

通 信 費 96 96 0

雑 費 1,728 1,512 216

予 備 費 2,583 0 2,583

支　出　計 95,000 91,149 3,851

収　支　差　額 0

②　対外研修事業の企画及び運営

予算額 決算額 差異

（収入の部）

登 録 料 収 入 63,000 63,000 0

事 業 繰 入 金 268,151 268,151 0

収　入　計 331,151 331,151 0

（支出の部）

企 画 演 出 費 164,018 164,018 0

報 告 書 作 成 費 82 82 0

旅 費 交 通 費 136,300 136,300 0

保 険 料 12,558 12,558 0

支　出　計 312,958 312,958 0

収　支　差　額 18,193

③　例会委員会アワーの企画及び運営

予算額 決算額 差異

（収入の部）

事 業 繰 入 金 700 700 0

収　入　計 700 700 0

（支出の部）

資 料 作 成 費 700 700 0

0

支　出　計 700 700 0

収　支　差　額 0

(3月)A4用紙1000枚\700、(8月・9月)\0

科　　目 摘　　要

一般会計事業繰入金収入

お遍路グッズ\84,620、昼食代\14,060、備品\6,754、お接待用品\4,912、お茶会費用\20,000、通訳代\30,000、
合羽代\3,672

お礼状送付切手代1枚

宿泊費（仙遊寺）21名\126,000、交通費 せとうちバス(今治駅～阿方)21名\3,970・(国分寺～今治駅)19名\6,330

イベント保険23名

一般会計事業繰入金収入

振込手数料2件\864、\648

21名

科　　目 摘　　要

今治市民会館大会議室\14,620、音響費\1,700、冷暖房費\8,770

模造紙20枚

記念品\4,500、日本JCセミナー開催負担金\10,000、交通費\44,093、宿泊費\5,150、ミネラウウォーター\108

お礼状送付切手代\82、封筒代\14

合　　計

科　　目 摘　　要

一般会計事業繰入金収入

委員会事業名

①　対内研修事業の企画及び運営

②　対外研修事業の企画及び運営

③　例会委員会アワーの企画及び運営
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未来の力育成委員会

実施月 予算額 決算額 収支差額

7月～8月 1,000,000 917,183 82,817

5月 1,378 1,378 0

1,001,378 918,561 82,817

①　青少年育成事業の企画及び運営

予算額 決算額 差異

（収入の部）

事 業 繰 入 金 1,000,000 1,000,000 0

収　入　計 1,000,000 1,000,000 0

（支出の部）

会 場 設 営 費 33,500 33,500 0

企 画 演 出 費 708,942 708,942 0

本 部 団 関 係 費 82,807 82,807 0

講 師 関 係 費 25,000 25,000 0

広 報 費 27,102 27,102 0

資 料 作 成 費 3,710 3,710 0

報 告 書 作 成 費 10,052 10,052 0

保 険 料 26,070 26,070 0

支　出　計 917,183 917,183 0

収　支　差　額 82,817

②　例会委員会アワーの企画及び運営

予算額 決算額 差異

（収入の部）

事 業 繰 入 金 1,378 1,378 0

収　入　計 1,378 1,378 0

（支出の部）

企 画 演 出 費 1,028 1,028 0

資 料 作 成 費 350 350 0

支　出　計 1,378 1,378 0

収　支　差　額 0

チラシA4100枚

画用紙 八つ切り20枚\770・全判3枚\258

レクリエーション保険55名

A4用紙500枚

一般会計事業繰入金収入

科　　目 摘　　要

森のともだち農園中村集会所使用料\4,000、仮設トイレ\29,500

食料品\47,428、備品\61,306、森のともだち農園\546,000、自転車レンタル\5,500、肝試し\11,478、入浴料55名
\10,500,、移動用タクシー\26,730

看護師2名15h\46,430、支援医療機関1施設2日\21,600、看護師交通費\14,700、転送電話代\77

記念品代3名

募集チラシA44000枚\11,240、募集チラシA44000枚\10,380、案内状送付55通\4,510、長3封筒60枚\972

角4封筒100枚\216、アンケート返信用切手104枚\8,528、長3封筒40枚\216、お礼状送付封筒25枚\108、お礼状
送付切手12枚\984

合　　計

科　　目 摘　　要

一般会計事業繰入金収入

委員会事業名

①　青少年育成事業の企画及び運営

②　例会委員会アワーの企画及び運営
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地域の魅力創造委員会

実施月 予算額 決算額 収支差額

7月～11月 1,000,000 984,767 15,233

10月 0 0 0

1,000,000 984,767 15,233

①　まちづくり事業の企画及び運営

予算額 決算額 差異

（収入の部）

事 業 繰 入 金 1,000,000 1,000,000 0

収　入　計 1,000,000 1,000,000 0

（支出の部）

会 場 設 営 費 22,900 22,900 0

企 画 演 出 費 597,859 597,859 0

本 部 団 関 係 費 54 54 0

広 報 費 195,160 195,160 0

資 料 作 成 費 1,400 1,400 0

報 告 書 作 成 費 5,274 5,274 0

旅 費 交 通 費 118,800 118,800 0

保 険 料 10,920 10,920 0

雑 費 32,400 32,400 0

予 備 費 0 0 0

支　出　計 984,767 984,767 0

収　支　差　額 15,233

ゴミ処理費

国内旅行保険

鈍川小学校跡グラウンド使用料\1,300、看板\21,600

小型バス2台

参加者飲食費\49,624、備品\26,276、ライトアップ費用\392,723、福引商品\49,236、渓谷トレッキング20名
\60,000、警備員3名\20,000

転送電話代

募集チラシA4両面10000枚\108,000、ポスターA2200枚\77,760、モニター案内状送付20通\2,380、角2封筒20枚
\660、参加者登録資料返信用切手20枚\1,640、長3封筒20枚\440、夜店出店案内状送付20通\1,980、角2封筒
20枚\440、夜店出店者申込資料返信用切手20枚\1,640、長3封筒20枚\220

A4用紙2000枚

お礼状送付封筒60枚\660、お礼状送付60通\4,264、A4用紙500枚\350

合　　計

科　　目 摘　　要

一般会計事業繰入金収入

委員会事業名

①　まちづくり事業の企画及び運営

②　例会委員会アワーの企画及び運営
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備品番号 品　　目 備品番号 品　　目

No.　１ 保管庫（ロッカー3×3） No.４３ SONY　親子電話機

No.　２ 保管庫（ロッカー3×6） No.４７ プレジデントリーフ

No.　３ 電話（加入権） No.４９ ミーティングチェア　３０脚

No.　４ 電話（加入権） No.５１ パナソニック　DMC-FZ5-K

No.　５ 保管庫（ロッカー6×6） No.５２ EPSON　GT-F600

No.　６ 保管庫（ロッカー6×6） No.５３ ゼロックス　モノクロ複写機　DocuCentre a235

No.　７ レターボックス No.５４ ＪＣＩ旗（ＬＯＭ旗）

No.　８ ＪＣ旗国旗パネル一式 No.５７ お盆

No.　９ 保管庫（ロッカー6×6） No.５８ 液晶テレビ15V型

No.１３ ホワイトボード No.５９ 冷蔵庫

No.１６ ビデオデッキ No.６１ パソコンモニター　LCD-MF221XBR

No.１８ 冷暖房機（事務局） No.６２ プロジェクタ　VPL-EX50

No.２０ 保管庫（ロッカー3×6） No.６３ モバイルスクリーン　VS-80

No.２１ 保管庫（ロッカー3×6） No.６４ ビデオムービー　DCRSR220

No.２５ 掃除機 No.６５ 液晶プロジェクター　NP210J　

No.２６ 冷暖房機（会議室） No.６６ モバイルスクリーン　VS-60

No.２８ 会議室書類棚一式 No.６７ デジタル印刷機　Satelio　A411

No.３０ パソコンデスク1 No.６８ リコー　レーザープリンター　IPSIO SP C720

No.３１ パソコンデスク2 No.６９ パソコン　Lenovo Think Center Edge 72 Small

No.４１ ファクシミリコードレス電話機 No.７０ デジタルカメラ　EOS8000D(W)　Canon

No.４２ 金庫　（ダイヤル式　SD-XN）

什器備品明細表

２０１５年１２月３１日
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