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日時：2017年1月5日(木)　19:00～
場所：（公社）今治青年会議所　事務局

1. 開会宣言並びに開会ゴング
2. JCIクリード唱和 組織強化室　室長 君
3. JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 会員研修委員会　委員長 君
4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 会員研修委員会　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. 議事並び配布資料の確認 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. 顧問挨拶 顧問 君

10. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君
11. 報告事項

1) 理事長
2) 財務検討会
3) 今治市長選公開討論会について
4) 会員研修委員会
5) その他

12. 議長選出
13. 確認事項

1) 2017年度　理事長所信及び基本市長について
2) 2017年度　各委員会基本方針（案）について
3) 2017年度　今治寿太鼓保存会事業計画について
4) 2017年度　各クラブ基本方針について
5) 第4回次年度理事予定者会議決定事項
6) その他

14. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認
15. 審議事項

1) 2016年度　会員褒賞決算及び残金承認の件
2) 2016年度　12月例会・卒業式決算及び残金承認の件
3) 備品抹消承認の件
4) 備品登録承認の件
5) 2016年度　事業及び会計報告承認の件
6) 休会届承認の件
7) 2017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
8) 2017年度　出向者追加承認の件
9) 2017年度　（公社）今治青年会議所　予算（案）承認の件

10) 2017年度　名簿付総合基本資料作成承認の件
11) 2017年度　例会・理事会アイテム作成承認の件
12) 1月例会・第100回通常総会開催承認の件
13) 会員拡大の推進承認の件
14) その他

16. 協議事項
1) 2月例会開催について
2) 例会スピーチ開催について
3) 2月例会委員会アワー開催について
4) その他

17. 討議事項
1) その他

18. 議長解任
19. 依頼事項

1) その他
20. 行事案内

1) 四国地区協会　第1回役員会議 1月8日(日)　今治
2) 第1回今治JCじゃがいも大会 1月9日(月)

　　『サテライトこまつ（山本会長）杯・2016西原理事長杯取切戦』
3) 今治市長表敬訪問 1月11日(水)　11:00～
4) 合同委員会 1月12日(木)　みなとホール
5) 愛媛ブロック協議会　第1回役員会議・会員会議所会議 1月14日(土)　西条市地域創生センター
6) 松山JC賀詞交歓会 1月17日(火)　19:00～21:00　道後大和屋本店
7) 京都会議について 1月19日(木)～22日(日)
8) 第1回四国地区協議会 2月5日(日)　松山市内
9) 第1回愛媛ブロック協議会 2月11日(土)　松山市内

10) 愛媛マラソン 2月12日(日)
11) その他

21. 決定事項の確認
22. 第100回定例理事会開催について
23. 第2回定例理事会開催について 2月6日(月)　19:30～　事務局
24. 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25日(水)　24:00
2) スケジュール　[ 2017年度 ・ ブロック ・ 地区 ]

25. 監事総評 監事 君
26. 閉会

山岡　 太郎
廣川　 怜史
西原孝太郎
白石　 隆志
廣川　 怜史

武田　 繁親

2017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

青野　 耕士
浮穴　 智彦
樫田　 仁士
八木　 健吾
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日時：2017年2月6日(月)　19:30～

場所：（公社）今治青年会議所　事務局

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和 青少年育成担当室　室長 君

3. JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 いまばり未来育成委員会　委員長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 いまばり未来育成委員会　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. 議事並び配布資料の確認 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. 顧問挨拶 顧問 君

10. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

11. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 会員拡大委員会

4) その他

12. 議長選出

13. 確認事項

1) 第1回定例理事会決定事項

2) その他

14. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

15. 審議事項

1) 2017年度　名簿付総合基本資料作成決算及び残金承認の件

2) 2017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100回通常総会決算承認の件

4) 休憩承認の件

5) 議事番号変更承認の件

6) 出向者追加承認の件

7) 2月例会・第101回臨時総会開催承認の件

8) 2月例会委員会アワー開催承認の件

9) 例会スピーチ開催承認の件

10) 第4回バリバリスイミングフェスタ後援依頼承認の件

11) チャリティーコンサート　TSUKEMEN LIVE 2017 in 今治 後援依頼承認の件

12) その他

16. 協議事項

1) 第2エリア合同公式訪問例会開催及び開催時刻変更について

2) 3月例会委員会アワーかいさいについて

3) その他

17. 討議事項

1) その他

18. 議長解任

19. 依頼事項

1) その他

20. 行事案内

1) 第2回合同委員会 2月9日(木)　みなとホール

2) 第1回愛媛ブロック協議会 2月11日(土)　国際ホテル松山

3) 愛媛マラソン 2月12日(日)

4) 第1エリア合同公式訪問例会 2月13日(月)　新居浜ユアーズ

5) シニア交流例会 2月20日(月)　今治国際ホテル

6) 愛媛ブロック会員会議所会議 3月11日(土)　今治市内

7) その他

21. 決定事項の確認

22. 第101回臨時総会上程議案の確認

23. 第3回定例理事会開催について 3月6日(月)　19:30～　事務局

24. 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23日(木)　24:00

2) スケジュール　[ 2017年度 ・ ブロック  ]

25. 監事総評 監事 君

26. 閉会

山岡　 太郎

廣川　 怜史

西原孝太郎

白石　 隆志

廣川　 怜史

渡辺　　　仁

2017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

南部　 吉信

越智　 敦司

長野　 和博

八木　 健吾
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日時：2017年3月6日(月)　19:30～

場所：（公社）今治青年会議所　事務局

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和 まちづくり担当室　室長 君

3. JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 まちづくり推進委員会　委員長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 まちづくり推進委員会　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. 議事並び配布資料の確認 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. 顧問挨拶 顧問 君

10. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

11. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 会員拡大委員会

4) その他

12. 議長選出

13. 確認事項

1) 第2回定例理事会決定事項

2) その他

14. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

15. 審議事項

1) 2月例会・第101回臨時総会決算承認の件

2) 2月例会委員会アワー決算承認の件

3) 第2エリア合同公式訪問例会開催及び開催時刻変更承認の件

4) 3月例会委員会アワー開催承認の件

5) その他

16. 協議事項

1) 入会候補者説明会開催について

2) 4月例会開催について

3) 4月例会委員会アワー開催について

4) その他

17. 討議事項

1) その他

18. 議長解任

19. 依頼事項

1) その他

20. 行事案内

1) 合同委員会 3月9日(木)　19:30～　市営体育館

2) 愛媛ブロック会員会議所会議 3月11日(土)　今治地場産業センター

3) チャリティーコンサート　TSUKEMEN LIVE 2017 in 今治 4月15日(土)　今治市公会堂

4) 愛媛ブロック大会八幡浜大会記念事業 4月22日(土)　八幡浜市内

5) 第4回バリバリスイミングフェスタ 4月23日(日)　朝倉B&G海洋センター

6) その他

21. 決定事項の確認

22. 第4回定例理事会開催について 4月5日(水)　19:30～　事務局

23. 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23日(木)　24:00

2) スケジュール　[ 2017年度 ・ ブロック ・ 地区 ]

24. 監事総評 監事 君

25. 閉会

山岡　 太郎

廣川　 怜史

西原孝太郎

白石　 隆志

廣川　 怜史

黒川　 泰伸

2017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

西部　 祥平

村上　　　艦

大澤　 広基

八木　 健吾
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日時：2017年4月5日(水)　19:30～

場所：（公社）今治青年会議所　事務局

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和 副理事長 君

3. JCIミッション唱和並びに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. 議事並び配布資料の確認 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. 顧問挨拶 顧問 君

10. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

11. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 会員拡大委員会

4) その他

12. 議長選出

13. 確認事項

1) 第3回定例理事会決定事項

2) その他

14. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

15. 審議事項

1) 第2エリア合同公式訪問例会決算承認の件

2) 3月例会委員会アワー決算承認の件

3) 入会候補者説明会開催月変更承認の件

4) 入会候補者説明会開催承認の件

5) 4月例会開催承認の件

6) 4月例会委員会アワー貸し債承認の件

7) その他

16. 協議事項

1) 第2回入会候補者説明会開催について

2) 5月例会開催について

3) 5月例会委員会アワー開催について

4) 対内研修事業（JCゲーム）開催について

5) その他

17. 討議事項

1) わんぱく！『きずな』塾2017　『僕たち・私たちのきずなコーポレーション！』　開催について

2) その他

18. 議長解任

19. 依頼事項

1) その他

20. 行事案内

1) 合同委員会 4月13日(木)　19:30～　JAおちいまばり　本店会議室

2) 第4回愛媛ブロック会員会議所会議 4月15日(土)　宇和島

3) 第3エリア合同公式訪問例会 4月15日(土)　宇和島

4) チャリティーコンサート　TSUKEMEN LIVE 2017 in 今治 4月15日(土)　今治市公会堂

5) 全国一斉！国民党議会　愛媛大会 4月16日(日)　国立大学法人愛媛大学

6) 愛媛ブロック大会八幡浜大会記念事業 4月22日(土)　八幡浜市内

7) 第4回バリバリスイミングフェスタ 4月23日(日)　朝倉B&G海洋センター

8) その他

21. 決定事項の確認

22. 第5回定例理事会開催について 5月8日(月)　19:30～　事務局

23. 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26日(水)　24:00

2) スケジュール　[ 2017年度 ・ ブロック ・ 地区 ]

24. 監事総評 監事 君

25. 閉会

山岡　 太郎

廣川　 怜史

西原孝太郎

白石　 隆志

廣川　 怜史

武田　 繁親

2017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

山岡　 太郎

八木　 健吾

玉井　　　宏

八木　 健吾
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日時：2017年5月8日(月)　19:30～

場所：（公社）今治青年会議所　事務局

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和 組織拡大室　室長 君

3. JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 会員拡大委員会　委員長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 会員拡大委員会　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. 議事並び配布資料の確認 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. 顧問挨拶 顧問 君

10. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

11. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 会員拡大委員会

4) その他

12. 議長選出

13. 確認事項

1) 第4回定例理事会決定事項

2) その他

14. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

15. 審議事項

1) 4月例会決算及び残金承認の件

2) 4月例会委員会アワー決算承認の件

3) 入会候補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

6) 第2回入会候補者説明会開催承認の件

7) 対内研修事業（JCゲーム）開催承認の件

8) 「海上自転車競争2017」後援依頼承認の件

9) 「2017へんろ道体験クリーンウォーク in 今治」協力依頼承認の件

10) その他

16. 協議事項

1) 6月例会開催について

2) 入会式開催について

3) わんぱく！『きずな』塾2017　『僕らのきずなコーポレーション！』　開催について

4) その他

17. 討議事項

1) 河原監督による講演会・野球交流会開催について

2) その他

18. 議長解任

19. 依頼事項

1) その他

20. 行事案内

1) 合同委員会 5月11日(木)　19:30～　JAおちいまばり　本店会議室

2) 一般社団法人尾道青年会議所創立60周年記念式典 5月13日(土)　しまなみ交流館・尾道国際ホテル

3) 2017年度愛媛ブロック野球大会 5月21日(日)　西条西部公園多目的広場

4) JCカップU-11少年少女全国サッカー大会　愛媛ブロック予選 5月21日(日)　西条市石井記念公園

5) 第36回全国城下町シンポジウム福井大会 5月26日(金)～28日(日)　福井市中央公園付近

6) 第5回愛媛ブロック役員会・会員会議所会議 5月27日(土)

7) ライダースクラブ　しまなみ原付ツーリング 5月28日(日)　今治～とびしま海道

8) その他

21. 決定事項の確認

22. 第6回定例理事会開催について 6月5日(月)　19:30～　事務局

23. 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24日(水)　24:00

2) スケジュール　[ 2017年度 ・ ブロック ・ 地区 ]

24. 監事総評 監事 君

25. 閉会

山岡　 太郎

廣川　 怜史

西原孝太郎

白石　 隆志

廣川　 怜史

武田　 繁親

2017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

真鍋　 知弘

吉本悠太郎

﨑山　 裕太

八木　 健吾
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日時：2017年6月5日(月)　19:30～

場所：（公社）今治青年会議所　事務局

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和 組織強化室　室長 君

3. JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 会員研修委員会　委員長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 会員研修委員会　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. 議事並び配布資料の確認 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. 顧問挨拶 顧問 君

10. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

11. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 会員拡大委員会

4) その他

12. 議長選出

13. 確認事項

1) 第5回定例理事会決定事項

2) その他

14. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

15. 審議事項

1) 5月例会決算承認の件

2) 5月例会委員会アワー決算及び残金承認の件

3) 2017年度第2回入会候補者説明会決算承認の件

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) 入会式開催承認の件

8) わんぱく！『きずな』塾2017　『僕らのきずなコーポレーション！』　開催承認の件

9) その他

16. 協議事項

1) 7月例会・第102回臨時総会開催について

2) 愛媛マンダリンパイレーツ河原監督が語るリーダー論！～6人の監督から学んだ事、そして自らが求めるリーダー像～開催について

3) その他

17. 討議事項

1) 港町いまばり魅力発見!!開催について

2) その他

18. 議長解任

19. 依頼事項

1) その他

20. 行事案内

1) 合同委員会 6月8日(木)　19:30～　JAおちいまばり　本店会議室

2) 空き青年会議所60周年記念式典・祝賀会 6月24日(土)　土佐ロイヤルホテル

3) 第47回愛媛ブロック大会八幡浜大会 6月25日(日)　八幡浜市内

4) 鳴門板野青年会議所50周年記念式典・祝賀会 7月1日(土)　　鳴門市文化会館・ルネッサンスリゾートナルト

5) 市民大清掃 7月9日(日)　玉川湖ボートコース周辺

6) 四国地区大会東かがわ大会 7月15日(土)

7) サマーコンファレンス2017 7月22日(土)～23日(日)　パシフィコ横浜

8) その他

21. 決定事項の確認

22. 第7回定例理事会開催について 7月5日(水)　19:30～　事務局

23. 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21日(水)　24:00

2) スケジュール　[ 2017年度 ・ ブロック ・ 地区 ]

24. 監事総評 監事 君

25. 閉会

山岡　 太郎

廣川　 怜史

西原孝太郎

白石　 隆志

廣川　 怜史

黒川　 泰伸

2017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

青野　 耕士

浮穴　 智彦

樫田　 仁志

八木　 健吾
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日時：2017年7月5日(水)　19:30～

場所：（公社）今治青年会議所　事務局

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和 青少年育成担当室　室長 君

3. JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 いまばり未来育成委員会　委員長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 いまばり未来育成委員会　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. 議事並び配布資料の確認 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. 顧問挨拶 顧問 君

10. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

11. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 会員拡大委員会

4) BCU広告協賛に関して

5) その他

12. 議長選出

13. 確認事項

1) 第6回定例理事会決定事項

2) その他

14. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

15. 審議事項

1) 6月例会決算承認の件

2) 入会式決算承認の件

3) 対内研修事業（JCゲーム）決算及び残金承認の件

4) 新入会員審査の件

5) 2018年度理事長承認の件

6) 7月例会・第102回臨時総会開催承認の件

7) 愛媛マンダリンパイレーツ河原監督が語るリーダー論！～6人の監督から学んだ事、そして自らが求めるリーダー像～開催承認の件

8) 「第31回今治シティマラソン」後援依頼承認の件

9) その他

16. 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) 港町いまばり見えよく発見!!開催について

4) その他

17. 討議事項

1) その他

18. 議長解任

19. 依頼事項

1) その他

20. 行事案内

1) 市民大清掃 7月9日(日)　玉川湖ボートコース周辺

2) 合同委員会 7月13日(木)　未定

3) 四国地区大会東かがわ大会 7月15日(土)　徳島文理大学・とらまる公園内キャンプ場

4) サマーコンファレンス2017 7月22日(土)～23日(日)　パシフィコ横浜

5) わんぱく！『きずな』塾2017　『僕らのきずなコーポレーション！』 8月19日(土)～20日(日)

6) その他

21. 決定事項の確認

22. 第102回臨時総会上程議案の確認

23. 第8回定例理事会開催について 8月7日(月)　19:30～　事務局

24. 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26日(水)　24:00

2) スケジュール　[ 2017年度 ・ ブロック ・ 地区 ]

25. 監事総評 監事 君

26. 閉会

山岡　 太郎

廣川　 怜史

西原孝太郎

白石　 隆志

廣川　 怜史

武田　 繁親

2017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

南部　 吉信

越智　 敦司

長野　 和博

八木　 健吾
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日時：2017年8月7日(月)　19:30～

場所：（公社）今治青年会議所　事務局

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和 まちづくり担当室　室長 君

3. JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 まちづくり推進委員会　委員長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 まちづくり推進委員会　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. 議事並び配布資料の確認 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. 顧問挨拶 顧問 君

10. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

11. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 会員拡大委員会

4) 会員研修委員会

5) その他

12. 議長選出

13. 確認事項

1) 第7回定例理事会決定事項

2) その他

14. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

15. 審議事項

1) 7月例会・第102回臨時総会決算の件

2) 8月例会開催承認の件

3) 8月例会委員会アワー開催承認の件

4) 港町いまばり魅力発見!!開催承認の件

5) 次年度理事長選考管理委員会開催承認の件

6) 次年度役員選考委員会発足承認の件

7) しまなみランニングバイク選手権2017後援依頼承認の件

16. 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

3) 「瀬戸内しまなみ・ゆめしま海道サイクリング大会2017」後援名義使用依頼について

4) その他

17. 審議事項

8) 「瀬戸内しまなみ・ゆめしま海道サイクリング大会2017」後援名義使用依頼の審議上程の議案追加承認の件

9) 「瀬戸内しまなみ・ゆめしま海道サイクリング大会2017」後援名義使用依頼承認の件

18. 討議事項

1) その他

19. 議長解任

20. 依頼事項

1) その他

21. 行事案内

1) 合同委員会 8月10日(木）　JAおちいまばり

2) Bari Challenge Uhiversity 8月11日(金)～13日(日)　はーばりー・地場産業振興センター

3) わんぱく！『きずな』塾2017　『僕らのきずなコーポレーション！』 8月19日(土)～20日(日)

4) 一般社団法人徳島青年会議所創立60周年 8月26日(土)　アスティ徳島

5) 愛媛マンダリンパイレーツ河原監督が語るリーダー論！ 9月15日(金)　グリーンピア玉川大ホール・多目的広場

　　～6人の監督から学んだ事、そして自らが求めるリーダー像～

6) 全国大会埼玉中央大会 9月28日(木)～10月1日(日)

7) その他

22. 決定事項の確認

23. 第9回定例理事会開催について 9月5日(火)　19:30～　事務局

24. 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23日(水)　24:00

2) スケジュール　[ 2017年度 ・ ブロック ・ 地区 ]

25. 監事総評 監事 君

26. 閉会

山岡　 太郎

廣川　 怜史

西原孝太郎

白石　 隆志

廣川　 怜史

渡辺　　　仁

2017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

西部　 祥平

村上　　　艦

大澤　 広基

八木　 健吾
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日時：2017年9月5日(火)　19:30～

場所：（公社）今治青年会議所　事務局

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和 副理事長 君

3. JCIミッション唱和並びに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. 議事並び配布資料の確認 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. 顧問挨拶 顧問 君

10. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

11. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 会員拡大委員会

4) その他

12. 議長選出

13. 確認事項

1) 第8回定例理事会決定事項

2) その他

14. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

15. 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及び残金承認の件

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

5) 「第17回コスモアースコンシャスアクトクリーンキャンペーンｉｎ今治」後援依頼承認の件

6) その他

16. 協議事項

1) 10月例会開催について

2) 10月例会委員会アワー開催について

3)

17. 討議事項

1) その他

18. 議長解任

19. 依頼事項

1) その他

20. 行事案内

1) 公益社団法人さぬき青年会議所創立20周年 9月9日(土)　オークラホテル丸亀

2) 合同委員会 9月14日(木)　JAおちいまばり本店　会議室

3) 愛媛マンダリンパイレーツ河原監督が語るリーダー論！ 9月15日(金)　グリーンピア玉川大ホール・多目的広場

　　～6人の監督から学んだ事、そして自らが求めるリーダー像～

4) 公益社団法人坂出青年会議所創立60周年 9月17日(日)　坂出市民ホール

5) 全国大会埼玉中央大会 9月28日(木)～10月1日(日)

6) その他

21. 決定事項の確認

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

23. 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20日(水)　24:00

2) スケジュール　[ 2017年度 ・ ブロック ・ 地区 ]

24. 監事総評 監事 君

25. 閉会

山岡　 太郎

廣川　 怜史

西原孝太郎

白石　 隆志

廣川　 怜史

黒川　 泰伸

2017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

山岡　 太郎

八木　 健吾

玉井　　　宏

八木　 健吾
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日時：2017年9月14日(木)　19:00～

場所：（公社）今治青年会議所　事務局

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和 組織拡大室　室長 君

3. JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 会員拡大委員会　委員長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 会員拡大委員会　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. 議事並び配布資料の確認 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. 顧問挨拶 顧問 君

10. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

11. 報告事項

1) その他

12. 議長選出

13. 確認事項

1) その他

14. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

15. 審議事項

1) 「港町いまばり魅力発見!!」事業計画修正（案）並びに補正予算（案）承認の件

2) その他

16. 協議事項

1) その他

17. 討議事項

1) その他

18. 議長解任

19. 依頼事項

1) その他

20. 行事案内

1) その他

21. 決定事項の確認

22. 監事総評 監事 君

23. 閉会

2017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

真鍋　 知弘

吉本悠太郎

﨑山　 裕太

八木　 健吾

山岡　 太郎

廣川　 怜史

西原孝太郎

白石　 隆志

廣川　 怜史

武田　 繁親
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日時：2017年10月5日(木)　19:30～

場所：（公社）今治青年会議所　事務局

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和 組織拡大室　室長 君

3. JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 会員拡大委員会　委員長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 会員拡大委員会　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. 議事並び配布資料の確認 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. 顧問挨拶 顧問 君

10. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

11. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 会員拡大委員会

4) 新入会員による事業開催について

5) その他

12. 議長選出

13. 確認事項

1) 第9回定例理事会決定事項

2) 第1回臨時理事会決定事項

3) その他

14. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

15. 審議事項

1)

2)

3) わんぱく！『きずな』塾2017　『僕らのきずなコーポレーション！』　補正予算（案）承認の件

4) わんぱく！『きずな』塾2017　『僕らのきずなコーポレーション！』　決算及び残金承認の件

5) 10月例会開催承認の件

6) 10月例会委員会アワー開催承認の件

7) 2017年度褒賞特別委員会発足承認の件

8) その他

16. 協議事項

1) 11月例会・第103回臨時総会開催について

2) その他

17. 討議事項

1) 12月例会・卒業式開催及び開催場所・開催時刻変更について

2) その他

18. 議長解任

19. 依頼事項

1) その他

20. 行事案内

1) 愛顔をつなぐ愛媛国体　おもてなしブース出店 10月9日(日)　11:00～

2) 合同委員会 10月12日(木)　19:30～　JAおちいまばり　本店会議室

3) 須崎青年会議所創立60周年記念式典並びに祝賀会 式典　 10月21日(土)　15:00～16:45　須崎市立市民会館

祝賀会　 10月21日(土)　18:00～20:00　須崎プリンスホテル

4) 第31回今治シティマラソン 10月22日(日)　9:00～15:00

5) 新入会員交流事業

6) その他

21. 決定事項の確認

22. 第11回定例理事会開催について 11月6日(月)　19:30～　事務局

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25日(水)　24:00

2) スケジュール　[ 2017年度 ・ ブロック ・ 地区 ]

24. 監事総評 監事 君

25. 閉会

山岡　 太郎

廣川　 怜史

西原孝太郎

白石　 隆志

廣川　 怜史

渡辺　　　仁

愛媛マンダリンパイレーツ河原監督が語るリーダー論！～6人の監督から学んだ事、そして自らが求めるリーダー像～補正予算（案）承認の件

愛媛マンダリンパイレーツ河原監督が語るリーダー論！～6人の監督から学んだ事、そして自らが求めるリーダー像～決算及び残金承認の件

2017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

真鍋　 知弘

吉本悠太郎

﨑山　 裕太

八木　 健吾
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日時：2017年11月6日(月)　19:30～

場所：（公社）今治青年会議所　事務局

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和 組織強化室　室長 君

3. JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 会員研修委員会　委員長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 会員研修委員会　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. 議事並び配布資料の確認 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. 顧問挨拶 顧問 君

10. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

11. 報告事項

1) 理事長

2) 会員拡大委員会

3) その他

12. 議長選出

13. 確認事項

1) 第10回定例理事会決定事項

2) その他

14. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

15. 審議事項 11月

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) 10月例会決算承認の件

4) 10月例会例会委員会アワー決算及び残金承認の件

5) 会員拡大の推進決算承認の件

6) 例会スピーチ決算承認の件

7) 2017年度　（公社）今治青年会議所　補正予算書（案）承認の件

8) 2018年度　（公社）今治青年会議所　組織（案）承認の件

9) 2018年度　（公社）今治青年会議所　理事役員（案）承認の件

10) 2018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

11) 2018年度　（公社）今治青年会議所　組織構成（案）承認の件

12) 2018年度　出向者承認の件

13) 2018年度　取引銀行承認の件

14) 2018年度　収支予算書（案）承認の件（事業費・積立金除く）

15) 11月例会・第103回臨時総会開催承認の件

16) 港町いまばり魅力発見!!（モニュメント申請及び公開セレモニー）開催承認の件

17) 次年度役員選考管理委員会開催承認の件

18) 事務職員継続雇用契約承認の件

19) その他

16. 協議事項

1) 会員褒賞について

2) 12月例会・創業式開催及び開催場所・開催時刻変更について

3) その他

17. 討議事項

1) その他

18. 議長解任

19. 依頼事項

1) その他

20. 行事案内

1) 合同委員会 11月9日(木)　19:30～　JAおちいまばり　本店会議室

2) 囲碁将棋倶楽部 11月17日(金)　19:30～　ホテル菊水

3) ツール・ド・玉川 11月19日(日)　主に玉川各所

4) 四国地区　本次年度会議 11月19日(日)　徳島市内

5) しまなみ3JC合同引継ぎ会 11月21日(火)　因島

6) 愛媛ブロック協議会本次年度会議 11月25日(土)　松山市内

7) その他

21. 決定事項の確認

22. 第103回臨時理事会上程議案の確認

23. 第12回定例理事会開催について 12月5日(火)　19:00～　事務局

24. 今後のスケジュールについて

1) 次回議案提出締切日　　　11日22日(火)　24:00

2) スケジュール　[ 2017年度 ・ ブロック ・ 地区 ]

25. 監事総評 監事 君

26. 閉会

山岡　 太郎

廣川　 怜史

西原孝太郎

白石　 隆志

廣川　 怜史

黒川　 泰伸

2017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

青野　 耕士

浮穴　 智彦

樫田　 仁士

八木　 健吾
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日時：2017年12月5日(火)　19:00～

場所：（公社）今治青年会議所　事務局

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和 副理事長 君

3. JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 いまばり未来育成委員会　委員長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 いまばり未来育成委員会　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. 議事並び配布資料の確認 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. 顧問挨拶 顧問 君

10. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

11. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 会員拡大委員会

4) その他

12. 議長選出

13. 確認事項

1) 第11回定例理事会決定事項

2) その他

14. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

15. 審議事項

1) 退会届承認の件

2) 11月例会・第103回臨時総会決算承認の件

3) 会員褒賞承認の件

4) 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

5) 2017年度　褒賞特別委員会解散承認の件

6) 出向者追加（案）承認の件

7) 2018年度　各委員会事業計画・予算（案）承認の件

8) その他

16. 協議事項

1) その他

17. 討議事項

1) その他

18. 議長解任

19. 依頼事項

1) 2017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) 例会・委員会出欠状況について

4) 監査について 12月26日(火)

5) 事務局年末大掃除について 12月27日(水)

6) 事務局鍵の引継ぎについて

7) その他

20. 行事案内

1) 卒業生を囲む会 12月10日(日)　集合9:30　開会10:00　サンライズ糸山

2) その他

21. 決定事項の確認

22. 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(月)　24:00

2) スケジュール　[ 2017年度 ・ ブロック ・ 地区 ]

23. 監事総評 監事 君

24. 閉会

山岡　 太郎

廣川　 怜史

西原孝太郎

白石　 隆志

廣川　 怜史

武田　 繁親

2017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

神道　 裕介

越智　 敦司

長野　 和博

八木　 健吾
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　　　　　日時　：　平成29年1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　　神野　健治　君

１. 開会・開会宣言 副理事長 武田　繁親　君

２. 国歌・ＪＣＩソング斉唱

３. ＪＣＩクリード唱和 総務例会委員会 大澤匠之輔　君

４. ＪＣＩミッション唱和 総務例会委員会 八木　健吾　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 総務例会委員会 玉井　　宏　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 総務例会委員会 玉井　　宏　君

７. 理事長挨拶 理事長 廣川　怜史　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 廣川　怜史　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 阿曽　淳也　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 阿曽　淳也　君

１３. 協議事項 理事長 廣川　怜史　君

１４. 第100回通常総会 総務例会委員会

１５. 監事総評 監事 黒川　泰伸　君

１６. 会員消息 司会者

１７. 交通安全宣言 総務例会委員会 寺尾　　諭　君

１８. 若い我等

１９. 閉会宣言 副理事長 大澤匠之輔　君

議事録作成人 玉井　　宏　君

署名人 八木　健吾　君

署名人 　山岡　太郎　君

　　　　　日時　：　平成29年2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　一成　君

１. 開会・開会宣言 副理事長 山岡　太郎　君

２. 国歌・ＪＣＩソング斉唱

３. ＪＣＩクリード唱和 会員拡大委員会 南部　吉信　君

４. ＪＣＩミッション唱和 会員拡大委員会 村上　　艦　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 会員拡大委員会 村上　　艦　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 会員拡大委員会 湯浅　真人　君

７. 理事長挨拶 理事長 廣川　怜史　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 廣川　怜史　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 阿曽　淳也　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 阿曽　淳也　君

１３. 協議事項 理事長 西原孝太郎　君

１４. 第101回臨時総会 総務例会委員会

１５. 例会委員会アワー 会員拡大委員会

１６. 例会スピーチ 会員研修委員会

１７. 監事総評 監事 武田　繁親　君

１８. 会員消息 司会者

１９. 交通安全宣言 会員拡大委員会 別府　祐次　君

２０. 若い我等

２１. 閉会宣言 副理事長 山岡　太郎　君

議事録作成人 樫田　仁志　君

署名人 浮穴　智彦　君

署名人 青野　耕士　君

１月例会プログラム

２月例会プログラム
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　　　　　日時　：　平成29年3月16日(木)　19:00～21:30
　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室
　　　　　司会　：　今治ＪＣ専務理事　　阿曽　淳也　君

１. 開会宣言 今治ＪＣ副理事長 神道　裕介　君
２. 国歌並びにＪＣソング斉唱
３. ＪＣＩクリード唱和 今治ＪＣ会員研修委員会委員長 浮穴　智彦　君
４. ＪＣＩミッション・ＪＣＩビジョン唱和 今治ＪＣ会員研修委員会副委員長 樫田　仁志　君
５. ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和 松山ＪＣ地域活性推進委員会委員長 河野　公宏　君
６. 理事長挨拶 今治ＪＣ理事長 廣川　怜史　君

松山ＪＣ理事長 今城　靖浩　君
７. 議事録作成人及び署名人指名 今治ＪＣ理事長 廣川　怜史　君

松山ＪＣ理事長 今城　靖浩　君
８. 配布資料の確認 今治ＪＣ専務理事 阿曽　淳也　君

松山ＪＣ専務理事 杉野　康雄　君
９. 出席確認 今治ＪＣ総務例会委員会委員長 八木　健吾　君

１０. 出席優秀委員会発表 松山ＪＣ総務渉外委員会委員長 多賀　一晃　君
１１. 愛媛ブロック協議会公式訪問者紹介 愛媛ブロック協議会運営専務 近藤　史教　君
１２. 愛媛ブロック協議会会長挨拶 愛媛ブロック協議会会長 武田　健一　君
１３. 愛媛ブロック協議会直前会長挨拶 愛媛ブロック協議会直前会長 白石　隆志　君
１４. 愛媛ブロック協議会事業説明 愛媛ブロック協議会会長 武田　健一　君
１５. 会員研修事業 今治ＪＣ会員研修委員会
１６. 報告事項 各ＬＯＭ書面にて報告

大会等ＰＲ
１７. 会員消息 今治ＪＣ総務例会委員会委員長 八木　健吾　君

松山ＪＣ総務渉外委員会委員長 多賀　一晃　君
１８. 監事総評 今治ＪＣ監事 渡辺　　仁　君

松山ＪＣ監事 森　　洋平先輩
１９. 監査担当役員所見 愛媛ブロック協議会監査担当役員 大隅　亮平　君
２０. 閉会宣言 松山ＪＣ副理事長 佐伯　正芳　君

議事録作成人 樫田　仁志　君
署名人 浮穴　智彦　君
署名人 青野　耕士　君

　　　　　日時　：　平成29年4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　　塩見　　仁士　君

１. 開会・開会宣言 専務理事 阿曽　淳也　君
２. 国歌・ＪＣＩソング斉唱
３. ＪＣＩクリード唱和 いまばり未来育成委員会 越智　敦司　君
４. ＪＣＩミッション唱和 いまばり未来育成委員会 長野　和博　君
５. ＪＣＩビジョン唱和 いまばり未来育成委員会 長野　和博　君
６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 いまばり未来育成委員会 浅海　裕也　君
７. 理事長挨拶 理事長 廣川　怜史　君
８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 廣川　怜史　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 阿曽　淳也　君
１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 阿曽　淳也　君
１３. 協議事項 理事長 廣川　怜史　君
１４. 例会委員会アワー まちづくり推進委員会
１５. 例会スピーチ 会員研修委員会
１６. 監事総評 監事 黒川　泰伸　君
１７. 会員消息 司会者
１８. 交通安全宣言 いまばり未来育成委員会 菊地　晴香　君
１９. 若い我等
２０. 閉会宣言 専務理事 阿曽　淳也　君

議事録作成人 﨑山　裕太　君
署名人 吉本悠太郎　君
署名人 真鍋　知弘　君

第２エリア合同公式例会プログラム

４月例会プログラム
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　　　　　日時　：　平成29年5月18日(木)　19:30～21:30

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　会員研修委員会　　越智　宏幸　君

１. 開会・開会宣言 組織拡大室室長 真鍋　知弘　君

２. 国歌・ＪＣＩソング斉唱

３. ＪＣＩクリード唱和 まちづくり推進委員会 橋本　幸二　君

４. ＪＣＩミッション唱和 まちづくり推進委員会 黒川　泰伸　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 まちづくり推進委員会 黒川　泰伸　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 まちづくり推進委員会 近藤久仁年　君

７. 理事長挨拶 理事長 廣川　怜史　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 廣川　怜史　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 阿曽　淳也　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 阿曽　淳也　君

１３. 協議事項 理事長 廣川　怜史　君

１４. 例会委員会アワー 会員研修委員会

１５. 例会スピーチ 会員研修委員会

１６. 監事総評 監事 武田　繁親　君

１７. 会員消息 司会者

１８. 交通安全宣言 まちづくり推進委員会 新居田　直　君

１９. 若い我等

２０. 閉会宣言 組織拡大室室長 真鍋　知弘　君

議事録作成人 長野　和博　君

署名人 越智　敦司　君

署名人 南部　吉信　君

　　　　　日時　：　平成29年6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　　寺尾　　諭　君

１. 開会・開会宣言 組織強化室室長 青野　耕士　君

２. 国歌・ＪＣＩソング斉唱

３. ＪＣＩクリード唱和 総務例会委員会 神野　健治　君

４. ＪＣＩミッション唱和 総務例会委員会 八木　健吾　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 総務例会委員会 八木　健吾　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 総務例会委員会 永吉　隼人　君

７. 理事長挨拶 理事長 廣川　怜史　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 廣川　怜史　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 阿曽　淳也　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 阿曽　淳也　君

１３. 協議事項 理事長 廣川　怜史　君

１４. 入会式 会員拡大委員会

１５. 監事総評 監事 渡辺　　仁　君

１６. 会員消息 司会者

１７. 交通安全宣言 総務例会委員会 富田　浩之　君

１８. 若い我等

１９. 閉会宣言 組織強化室室長 青野　耕士　君

議事録作成人 大澤　広基　君

署名人 村上　　艦　君

署名人 西部　祥平　君

５月例会プログラム

６月例会プログラム
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　　　　　日時　：　平成29年7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　　檜垣　友佑　君

１. 開会・開会宣言 青少年育成担当室室長兼事務局長 南部　吉信　君

２. 国歌・ＪＣＩソング斉唱

３. ＪＣＩクリード唱和 会員拡大委員会 砂田真由子　君

４. ＪＣＩミッション唱和 会員拡大委員会 中内　健太　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 会員拡大委員会 中内　健太　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 会員拡大委員会 矢野　達也　君

７. 理事長挨拶 理事長 廣川　怜史　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 廣川　怜史　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 阿曽　淳也　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 阿曽　淳也　君

１３. 協議事項 理事長 廣川　怜史　君

１４. 入会式 会員拡大委員会

１５. 第102回臨時総会 総務例会委員会

１６. 監事総評 監事 黒川　泰伸　君

１７. 会員消息 司会者

１８. 交通安全宣言 会員拡大委員会 別府　祐次　君

１９. 若い我等

２０. 閉会宣言 青少年育成担当室室長兼事務局長 南部　吉信　君

議事録作成人 玉井　　宏　君

署名人 八木　健吾　君

署名人 山岡　太郎　君

　　　　　日時　：　平成29年8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 まちづくり担当室長 西部　祥平　君

２. 国歌・ＪＣＩソング斉唱

３. ＪＣＩクリード唱和 会員研修委員会 浮穴　智彦　君

４. ＪＣＩミッション唱和 会員研修委員会 樫田　仁志　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 会員研修委員会 樫田　仁志　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 会員研修委員会 塩見　仁士　君

７. 理事長挨拶 理事長 廣川　怜史　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 廣川　怜史　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 阿曽　淳也　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 阿曽　淳也　君

１３. 協議事項 理事長 廣川　怜史　君

１４. 例会委員会アワー 会員研修委員会

１５. 例会スピーチ 会員研修委員会

１６. 監事総評 監事 武田　繁親　君

１７. 会員消息 司会者

１８. 交通安全宣言 会員研修委員会 廣田　純一　君

１９. 若い我等

２０. 閉会宣言 まちづくり担当室長 西部　祥平　君

議事録作成人 﨑山　裕太　君

署名人 吉本悠太郎　君

署名人 真鍋　知弘　君

７月例会プログラム

８月例会プログラム
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　日時　：　平成29年9月21日(木)　19:30～21:30

　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　司会　：　いまばり未来育成委員会　　上地　貞之　君

１. 開会・開会宣言 副専務理事 黒瀬　太樹　君

２. 国歌・ＪＣＩソング斉唱

３. ＪＣＩクリード唱和 いまばり未来育成委員会 越智　敦司　君

４. ＪＣＩミッション唱和 いまばり未来育成委員会 浅海　裕也　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 いまばり未来育成委員会 浅海　裕也　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 いまばり未来育成委員会 新居田　直　君

７. 理事長挨拶 理事長 廣川　怜史　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 廣川　怜史　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 阿曽　淳也　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 阿曽　淳也　君

１３. 協議事項 理事長 廣川　怜史　君

１４. 例会委員会アワー 総務例会委員会

１５. 例会スピーチ 会員研修委員会

１６. 監事総評 監事 渡辺　　仁　君

１７. 会員消息 司会者

１８. 交通安全宣言 いまばり未来育成委員会 新居田拓也　君

１９. 若い我等

２０. 閉会宣言 副専務理事 黒瀬　太樹　君

議事録作成人 大澤　広基　君

署名人 村上　　艦　君

署名人 西部　祥平　君

　　　　　日時　：　平成29年10月19日(木)　19:30～21:30

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　会員拡大委員会　　山本　祐司　君

１. 開会・開会宣言 副理事長 大澤匠之輔　君

２. 国歌・ＪＣＩソング斉唱

３. ＪＣＩクリード唱和 まちづくり推進委員会 村上　　艦　君

４. ＪＣＩミッション唱和 まちづくり推進委員会 大澤　広基　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 まちづくり推進委員会 大澤　広基　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 まちづくり推進委員会 越智　宏幸　君

７. 理事長挨拶 理事長 廣川　怜史　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 廣川　怜史　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 阿曽　淳也　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 阿曽　淳也　君

１３. 協議事項 理事長 廣川　怜史　君

１４. 例会委員会アワー いまばり未来育成委員会

１５. 例会スピーチ 会員研修委員会

１６. 監事総評 監事 黒川　泰伸　君

１７. 会員消息 司会者

１８. 交通安全宣言 まちづくり推進委員会 近藤久仁年　君

１９. 若い我等

２０. 閉会宣言 副理事長 大澤匠之輔　君

議事録作成人 長野　和博　君

署名人 越智　敦司　君

署名人 神道　裕介　君

９月例会プログラム

10月例会プログラム

18



　　　　　日時　：　平成29年11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　　富田　浩之　君

１. 開会・開会宣言 副理事長 山岡　太郎　君

２. 国歌・ＪＣＩソング斉唱

３. ＪＣＩクリード唱和 総務例会委員会 白石　隆志　君

４. ＪＣＩミッション唱和 総務例会委員会 玉井　　宏　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 総務例会委員会 玉井　　宏　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 総務例会委員会 檜垣　友佑　君

７. 理事長挨拶 理事長 廣川　怜史　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 廣川　怜史　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 阿曽　淳也　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 阿曽　淳也　君

１３. 協議事項 理事長 廣川　怜史　君

１４. 第103回臨時総会 総務例会委員会

１５. 監事総評 監事 渡辺　　仁　君

１６. 会員消息 司会者

１７. 交通安全宣言 総務例会委員会 神野　健治　君

１８. 若い我等

１９. 閉会宣言 副理事長 山岡　太郎　君

議事録作成人 大澤　広基　君

署名人 村上　　艦　君

署名人 西部　祥平　君

　　　　日時　：　平成29年12月21日(木)　17:00～19:39

　　　　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　　玉井　　宏　君

１. 開会・開会宣言 副理事長 神道　裕介　君

２. 国歌・ＪＣＩソング斉唱

３. ＪＣＩクリード唱和 会員拡大委員会 中内　健太　君

４. ＪＣＩミッション唱和 会員拡大委員会 西原孝太郎　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 会員拡大委員会 西原孝太郎　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 会員拡大委員会 砂田真由子　君

７. 理事長挨拶 理事長 廣川　怜史　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 廣川　怜史　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 阿曽　淳也　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 阿曽　淳也　君

１３. 協議事項 理事長 廣川　怜史　君

１４. 会員褒賞

１５. プレジデンシャルリース伝達・理事長バッジ交換

１６. 2018年度理事長挨拶 2018年度理事長予定者 山岡　太郎　君

１７. 会員消息 司会者

１８. 2017年度プレイバック

１９. 卒業式

２０. 監事総評 監事 武田　繁親　君

２１. 交通安全宣言 会員拡大委員会 山本　祐司　君

２２. 閉会宣言 副理事長 神道　裕介　君

議事録作成人 﨑山　裕太　君

署名人 吉本悠太郎　君

署名人 真鍋　知弘　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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　　　　　日時　：　平成29年1月19日(木)　20:57～21:19

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　専務理事　　阿曽　淳也　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　(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　2017年度　出向者追加承認の件

　３号議案　2016年度　事業計画予算(案)承認の件

　４号議案　2016年度　(公社)今治青年会議所　予算(案)承認の件

　５号議案　その他

７. 議長解任

８. 閉会

議事録作成人 玉井　　宏　君

署名人 八木　健吾　君

署名人 　山岡　太郎　君

　　　　　日時　：　平成29年2月16日(木)　20:04～20:11

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　専務理事　　阿曽　淳也　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　2017年度　出向者追加承認の件

　２号議案　その他

７. 議長解任

８. 閉会

議事録作成人 玉井　　宏　君

署名人 八木　健吾　君

署名人 　山岡　太郎　君

第100回通常総会プログラム

第101回臨時総会プログラム
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　　　　　日時　：　平成29年7月20日(木)　20:34～21:19

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　専務理事　　阿曽　淳也　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　2018年度　理事長承認の件

　２号議案　その他

７. 議長解任

８. 閉会

議事録作成人 玉井　　宏　君

署名人 八木　健吾　君

署名人 　山岡　太郎　君

　　　　　日時　：　平成29年11月16日(木)　20:24～21:19

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　専務理事　　阿曽　淳也　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　2017年度　（公社）今治青年会議所　補正予算(案)承認の件

　２号議案　2018年度　（公社）今治青年会議所　組織(案)承認の件

　３号議案　2018年度　（公社）今治青年会議所　理事役員(案)承認の件

　４号議案　2018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

　５号議案　2018年度　（公社）今治青年会議所　組織構成(案)承認の件

　６号議案　2018年度　出向者承認の件

　７号議案　2018年度　取引銀行承認の件

　８号議案　2018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）

　９号議案　その他

７. 議長解任

８. 閉会

議事録作成人 玉井　　宏　君

署名人 八木　健吾　君

署名人 　山岡　太郎　君

第102回臨時総会プログラム

第103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回定例理事会の

承認を経て、次年度理事長選考管理委員会を置く。

　○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　…　総務例会委員会委員長　八木健吾

　○立候補届出期間　…　平成29年 6月 6日(火)～平成28年 6月19日(月)

6月 6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20日 役員選任規程第11条第１項及び第２項により、山岡太郎君から立候補届出あり。

6月21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 5日 役員選任規程第12条により、立候補受付事務終了後ただちに、第７回定例理事会に書面で結果を

報告。

　○５号議案　2018年度理事長承認の件

　　八木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山岡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　山岡太郎君より挨拶あり。

7月 6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20日 第102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、山岡太郎君が決定。

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　　山岡　太郎

 8月 7日 役員選任規程第20条により、定款第16条に定める理事及び監事の選任に関する事務を管理する

ため、次年度役員選考委員会を置く。

　○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　山岡太郎

　　　選考副委員長　…　総務例会委員会委員長　八木健吾

　　　選考委員　　　…　会員拡大委員会委員長　吉本悠太郎

　　　　　　　　　　　　会員研修委員会委員長　浮穴智彦

　　　　　　　　　　　　いまばり未来育成委員会委員長　越智敦司

　　　　　　　　　　　　まちづくり推進委員会委員長　村上　艦

 8月17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16日 第103回臨時総会において、理事14名、監事3名を承認。

次年度役員選考委員会報告

23



日時：2017年9月4日(月)　20:00～

場所：（公社）今治青年会議所　事務局

1. 開会

2. JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 まちづくり推進担当室　室長予定者 君

3. JCIビジョン唱和 まちづくり推進委員会　委員長予定者 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 まちづくり推進委員会　副委員長予定者 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務渉外委員会　委員長予定者 君

6. 配布資料の確認 事務局長予定者 君

7. 2018年度　理事長予定者挨拶 理事長予定者 君

8. 2017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

10. 報告事項

1) 2018年度　理事長予定者 理事長予定者 君

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 2018年度　理事長所信及び基本資料について

2) その他

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) 2018年度　（公社）今治青年会議所　組織（案）承認の件

2) 2018年度　（公社）今治青年会議所　理事役員（案）承認の件

3) 2018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

4) 2018年度　（公社）今治青年会議所　組織構成（案）承認の件

5) その他

15. 協議事項

1) 2018年度　委員会事業計画及び各会議体の役割（案）について

2) 2018年度　理事会運営（案）について

3) 2018年度　例会運営（案）について

4) 2018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

5) 2018年度　会員拡大特別会議（案）について

6) その他

16. 討議事項

1) その他

17. 議長解任

18. 依頼事項

1) 2018年度　各委員会基本方針作成について 締切日　9月19日(火)

2) 2018年度　各委員会開催日について 締切日　9月19日(火)

3) 会員現況調査・マイスローガンについて

4) 2018年度　名刺デザインについて 締切日　10月20日(金)

5) 第1回次年度合同委員会開催について 9月12日(火)　19:30～　JA越智今治会議室

6) その他

19. 決定事項の確認

20. 2017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3日(火)　19:30～　事務局

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 君

24. 閉会

2018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

南部　 吉信

塩見　 仁士

近藤久仁年

樫田　 仁志

神道　 裕介

山岡　 太郎

廣川　 怜史

山岡　 太郎

黒川　 泰伸
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日時：2017年10月3日(火)　19:30～
場所：（公社）今治青年会議所　事務局

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 まちづくり推進担当室　室長予定者 君
3. JCIビジョン唱和 まちづくり推進委員会　委員長予定者 君
4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 まちづくり推進委員会　副委員長予定者 君
5. 出席者並びに定足数の確認 総務渉外委員会　委員長予定者 君
6. 議事並びに配布資料の確認 事務局長予定者 君
7. 理事長予定者挨拶 理事長予定者 君
8. 2017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

10. 報告事項
1) 2018年度理事長予定者 理事長予定者 君
2) 公益社団法人日本青年会議所　設立趣意書
3) 公益社団法人日本青年会議所　2010年代運動指針
4) 公益社団法人日本青年会議所　2018年度　会頭所信
5) 公益社団法人日本青年会議所　2018年度　基本理念・基本方針
6) 公益社団法人日本青年会議所　2018年度　事業計画
7) 公益社団法人日本青年会議所　2018年度　組織図
8) 公益社団法人日本青年会議所　2018年度　グループ別　会議・委員会の委員会数
9) 公益社団法人日本青年会議所　2018年度　グループ別　各グループ基本方針及び主要事業フローチャート

10) 公益社団法人日本青年会議所　2018年度　理事名簿
11) 公益社団法人日本青年会議所　2018年度　顧問担当一覧
12) 公益社団法人日本青年会議所　2018年度　年間公式スケジュール
13) 公益社団法人日本青年会議所　2018年度　スローガン
14) 連携推進運送及びＬＯＭ重点依頼事項について
15) 公益社団法人日本青年会議所　2018年度　四国地区協議会　基本資料
16) 公益社団法人日本青年会議所　2018年度　愛媛ブロック協議会　基本資料
17) その他

11. 議長選出
12. 確認事項

1) 2018年度　理事長所信及び基本資料について
2) 第1回次年度理事長予定者会議決定事項
3) その他

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) 2018年度　（公社）今治青年会議所　組織（案）変更承認の件
2) 2018年度　（公社）今治青年会議所　理事役員（案）変更承認の件
3) 2018年度　（公社）今治青年会議所　理事会構成メンバー（案）変更承認の件
4) 2018年度　（公社）今治青年会議所　組織構成（案）変更承認の件
5) 2018年度　出向者承認の件
6) 2018年度　理事会運営（案）承認の件
7) 2018年度　例会運営（案）承認の件
8) 委員会開催日（案）承認の件
9) その他

15. 協議事項
1) 2018年度　収支予算書（案）について
2) 2018年度　事業計画及び会議体の役割（案）について
3) 2018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
4) 2018年度　各委員会基本方針（案）について
5) 事務職員継続雇用契約について
6) 2018年度　名刺デザイン（案）について
7) 2018年度　会員拡大特別室（案）について
8) その他

16. 討議事項
1) 2018年度　各委員会事業計画・予算（案）について
2) その他

17. 議長解任
18. 依頼事項

1) 会員現況調査について 10月20日(金)　締切
2) 名刺取りまとめについて 10月20日(金)　締切
3) 京都会議について
4) 第2回次年度委員会について
5) 議案修正締切日について 10月23日(月)
6) その他

19. 行事案内
1) 四国地区事業説明会 10月23日(月)　JRホテルクレメント徳島
2) しまなみ3JC合同引継ぎ会 11月21日(火)　因島（予定）
3) 四国地区協議会　本次年度会議 11月19日(日)　徳島市内（予定）
4) 愛媛ブロック協議会　新旧合同会議 11月25日(土)　松山市内
5) その他

20. 決定事項の確認
21. 2017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(木)　19:30～　事務局
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

2018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

南部　 吉信
塩見　 仁士
近藤久仁年
樫田　 仁志
神道　 裕介
山岡　 太郎
廣川　 怜史

山岡　 太郎

西原孝太郎
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日時：2017年11月2日(木)　19:30～

場所：（公社）今治青年会議所　事務局

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 世青少年育成室　室長予定者 君

3. JCIビジョン唱和 繋がる心育成委員会　委員長予定者 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 繋がる心育成委員会　副委員長予定者 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務渉外委員会　委員長予定者 君

6. 議事並びに配布資料の確認 事務局長予定者 君

7. 理事長予定者挨拶 理事長予定者 君

8. 2017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

10. 報告事項

1) 2018年度　理事長予定者 理事長予定者 君

2) その他

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 2018年度　理事長所信及び基本資料について

2) 第2回次年度理事長予定者会議決定事項

3) その他

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) 2018年度　（公社）今治青年会議所　組織（案）変更承認の件

2) 2018年度　（公社）今治青年会議所　理事役員（案）変更承認の件

3) 2018年度　（公社）今治青年会議所　理事会構成メンバー（案）変更承認の件

4) 2018年度　（公社）今治青年会議所　組織構成（案）変更承認の件

5) 2018年度　出向者追加（案）承認の件

6) 2018年度　収支予算書（案）承認の件

7) 事務職員継続雇用契約について

8) その他

15. 協議事項

1) 2018年度　各委員会事業計画・予算（案）について

2) 議案上程スケジュール（案）について

3) 2018年度　各委員会基本方針（案）について

4) JCマンＳＨＩＰ（案）について

5) その他

16. 討議事項

1) 拡大推進ツールについて

2) その他

17. 議長解任

18. 依頼事項

1) 第3回次年度委員会について

2) 会員拡大について

3) 議案修正締切日について

4) その他

19. 行事案内

1) ツール・ド・玉川 11月19日(日)　玉川町周辺

2) 四国地区協議会　本次年度会議 11月19日(日)　徳島グランヴィリオホテル

3) しまなみ3JC合同引継ぎ会 11月21日(火)　ながみ処 八咲　19:30～21:30　

4) 愛媛ブロック協議会　本次年度会議 11月25日(土)　リジェール松山

5) 京都会議 1月19日(金)～21日(日)　京都市内

6) その他

20. 決定事項の確認

21. 2017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4日(月)　19:30～　事務局

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

24. 監事予定者総評 監事予定者 君

25. 閉会

2018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

吉本悠太郎

越智　 宏幸

白川　　　亨

樫田　 仁志

神道　 裕介

山岡　 太郎

廣川　 怜史

山岡　 太郎

武田　 繁親
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日時：2017年12月4日(月)　19:30～

場所：（公社）今治青年会議所　事務局

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 会員交流担当室　室長予定者 君

3. JCIビジョン唱和 会員交流委員会　委員長予定者 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 会員交流委員会　副委員長予定者 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務渉外委員会　委員長予定者 君

6. 議事並びに配布資料の確認 事務局長予定者 君

7. 理事長予定者挨拶 理事長予定者 君

8. 2017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

10. 報告事項

1) 2018年度　理事長予定者 理事長予定者 君

2) その他

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 2018年度　理事長所信及び基本資料について

2) 第3回次年度理事長予定者会議決定事項

3) その他

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) 2018年度　出向者追加承認の件

2) 2018年度　各委員会事業計画・予算（案）承認の件

3) その他

15. 協議事項

1) 議案上程スケジュール（案）について

2) 2018年度　各委員会基本方針（案）について

3) 拡大推進ツールの作成について

4) 2018年度　名簿付総合基本資料作成について

5) 2018年度　例会・理事会アイテム作成について

6) 1月例会・第104回通常総会開催について

7) 広報活動の企画及び運営について

8) 例会スピーチの企画及び運営について

9) JCマンＳＨＩＰ（案）について

10) その他

16. 討議事項

1) その他

17. 議長解任

18. 依頼事項

1) 第4回次年度委員会について

2) 年賀状について

3) 事務局年末大掃除について 12月27日(水)

4) 議案修正締切日について 12月25日(月)　24:00まで

5) 会員拡大について

6) その他

19. 行事案内

1) 今治寿太鼓保存会初打ち

2) 新春交礼会 1月1日(月)　13:00～　今治国政ホテル

3) 今治市長表敬訪問 1月9日(火)　10:30～　今治市役所

4) 京都会議について 1月19日(金)～21日(日)　京都市内

5) その他

20. 決定事項の確認

21. 2017年度　第12回定例理事会提出議案の確認

22. 2018年度　第1回定例理事会開催について 1月5日(金)　19:30～　事務局

23. 今後のスケジュールについて　[ 2017年度 ・ 2018年度 ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ]

24. 監事予定者総評 監事予定者 君

25. 閉会

2018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

丹下　 大輔

寺尾　　　諭

越智　 一成

樫田　 仁志

神道　 裕介

山岡　 太郎

廣川　 怜史

山岡　 太郎

黒川　 泰伸
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委員会事業報告 

公１ イ 
（１）まちづくり事業の企画及び運営 
「港町いまばり魅力発見！！」 

まちづくり推進委員会 

公１ オ 
（１）対外研修事業の企画及び運営 
「愛媛マンダリンパイレーツ河原監督が語るリーダー論！～６人の監

督から学んだ事、そして自らが求めるリーダー像～」 

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 
「わんぱく！『きずな』塾２０１７『僕らのきずなコーポレーション』」 

いまばり未来育成委員会 

他１ ア （１）例会設営・企画及び運営 

総務例会委員会      １月 
総務例会委員会      ２月 
総務例会委員会      ３月 
会員研修委員会      ４月 
まちづくり推進委員会   ５月 
総務例会委員会      ６月 
総務例会委員会      ７月 
総務例会委員会      ８月 
いまばり未来育成委員会  ９月 
会員拡大委員会     １０月 
総務例会委員会     １１月 

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）対内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 

会員拡大委員会      ２月 
会員研修委員会      ３月 
まちづくり推進委員会   ４月 
会員研修委員会      ５月 
会員研修委員会      ８月 
総務例会委員会      ９月 
いまばり未来育成委員会 １０月 

他１ ウ （３）例会スピーチの企画及び運営 会員研修委員会 

他１ エ （１）会員褒賞 総務例会委員会 

他１ オ （１）総合基本資料の作成及び発行 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）まちづくり事業の企画及び運営 

事業名称 港町いまばり魅力発見！！ 
報告者 まちづくり推進委員会 村上  艦 
日程 ２０１７年９月３日（日） ９：００～１７：００ 
場所 今治港～今治中心地 
参加人数 フォトマッピング参加者 ２２チーム５４名 

（事前登録 ２０チーム４９名 当日登録２チーム５名） 
今治青年会議所メンバー ４６名 

外部協力者 ㈱不動テトラ・マルマストリグ㈱・愛媛県立今治東中等教育学校・愛媛県立今治西高等学校・愛

媛県立今治南高等学校・愛媛県立今治北高等学校・愛媛県立今治工業高等学校・学校法人今治明

徳高等学校・学校法人今治精華高等学校・（一社）尾道青年会議所・（一社）因島青年会議所・Ｉ

ＭＡＰ協力店舗・はーばりーマーケット出店店舗・技研興業㈱・ＮＰＯ法人シクロツーリズムし

まなみ・今治商店街協同組合・ＮＰＯ法人つなぐプロジェクト・今治ＧＯＧＯヒストリー塾 
事業目的 

（対外） 
若者の郷土愛をさらに育み、自信をもって今治の魅力を発信できるようになることを目的とします。 
（対内） 
若い世代や地域住民との交流を図り、今治の魅力を認識し、対外へ発信することを目的とします。 
事業内容 

２０１７年９月３日（日） 
９：００～ ９：４５ （９：００～ ９：４５）  フォトマッピング受付 
９：４５～１０：３０ （９：４５～１０：１５）  開会式、趣旨説明グループミーティング 

１０：３０～１２：３０（１０：１５～１３：００）  フォトマッピング２時間 
１２：３０～１３：３０（１３：００～１３：４０）  グループミーティング(まとめの時間) 
１４：００～１５：３０（１４：３０～１５：３０）  フォトマッピング投票 
１５：３０～１６：００（１５：３０～１６：００）  フォトマッピング投票終了・集計 
１０：００～１７：００（１０：００～１６：００）  はーばりーマーケット・しまなみ３ＪＣの屋台出店 
１３：００～１６：００（１３：００～１６：００）  愛のテトラフォット製作 
１３：００～１６：００（１３：００～１６：００）  モニュメント前での撮影会 
１６：００～１７：００（１６：００～１６：３０）  フォトマッピング投票結果発表・閉会 
 
２０１７年１１月２６日（日） 
高校生によるデザインのモニュメント公開セレモニー 
事業目的達成の検証 

当事業では、初の試みでフォトマッピングという手法を行うことで、参加者は今治の魅力に気付いていただ

けたと思います。そして、協力団体のサポーターの方も交えてグループミーティングを行うことで、より郷土

愛を深めることができました。また、自分達が撮影した写真の良いと思うところを発表する場を設けたことで

より魅力の発信に繋がったと思います。更にフォトマッピングの投票における上位１５枚のスポットを掲載し

たＩＭＡＰを作成し、はーばりー及び協力店舗・公共施設に設置したことと、今治港の新たな魅力として「き

ずなキューブ」を設置したことで一過性に終わらせずに今後も今治の魅力を対外に発信していくことができる

と考えます。以上の観点から今回の事業目的は達成できたと言えます。ただ、参加人数の結果は残念ながら目
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標人数には届かず、多くの人への気付きの機会を設けられなかったとも言えます。 
委員長所見・引継事項 

【委員長所見】 

当事業を開催するにあたり、事業前の準備・広報活動・集客・当日の設営撤収・事業内でのお手伝いと各委

員会メンバーの皆様には多大なご協力をいただいたことに心より感謝申し上げます。今治青年会議所メンバー

はもちろんのこと外部の協力企業様、今治青年会議所シニアクラブの先輩方、各高校の先生方、他団体の方々、

様々な人達の協力なくしては決して出来ないことが本当にたくさんありました。 

当事業では、「古き良き街の再生と人と地域の繋がり」を若者を中心とした市民に伝えることを目指しまし

たが、私自身も協力企業様、他団体の方々、委員会メンバー、今治青年会議所メンバーにご協力をいただくな

かで人と地域の繋がりを感じることができました。そして参加者も協力店の人との交流、青年会議所メンバー

との交流の中で人のあたたかさ、目には見えない魅力にも気付いていただけたと思います。 

【引継事項等】 

＜広報について＞ 

募集期間が短い中で２２チーム５４名参加していただけたのは良かったですが、事前に各高校へもっと早い

段階で声掛けをするべきでした。 

各高校の写真部・美術部の顧問の先生に直接お願いをすることで、今回は今治北高等学校、今治西高等学校、

今治南高等学校の写真部の生徒に参加してもらうことができました。事業内容から対象者を絞り、直接広報す

るのは効果的だったと思います。 

チラシのデザインをもっと若者が興味を引くような内容にすれば良かったと思います。 

＜転送電話について＞ 

  新事務局はデジタル回線という事で、転送費用は発生しませんでした。事前に誰に転送するかを事務局員

に連絡しておけば、事業日当日の転送作電話作業をしていただけます。 

＜事前準備について＞ 

事業前日に事務局のプリンターから写真を印刷する際のパスワードがわからない為、急遽事務局員に来ても

らい対応していただきました。事前に印刷するやり方を委員長が確認しておりましたが、そのやり方を担当に

伝えていなかったこと、マニュアルを作成していなかったことが原因です。もっと前もって事業の担当者とリ

ハーサルを兼ねて印刷を行うべきでした。 
＜フォトマッピング受付について＞ 

データの最新版が委員長しか把握していなかったため、スタート時点でのリストに不備がありました。事前

に作成した受付リストを受付担当への引継ぎが上手くできていなかったことが原因です。受付データは全員で

共有ができるように、その都度委員会メーリングや委員会ＬＩＮＥで流す必要があります。  

飛び入り参加者が、時間の都合上やっぱりやめるとなったのが残念でした。時間配分を考えて午前の部と午

後の部の２部構成にするなど工夫すれば、より参加しやすかったかもしれません。 

仮登録から本登録まで出来ていないチームがあり、しっかりとしたフォローをしておけば参加チームも増え

ていたと思います。 

＜フォトマッピングについて＞ 

グループに分かれての初めのミーティングでは各チームがそれぞれよく話し合っていましたが、参加者同士

の話し合いは少なかったように思います。 こちらについてはサーポート役の委員会メンバーがもっと積極的

に他のチームも巻き込んで話ができるように話を振る必要があったのと、事前にグループのみんなで考えると

いうことを説明しておく必要がありました。 

ミッション以外の写真を撮影して送ってくれたチームもいたので、内容を盛り上げるために、自分達が見つ

けた魅力スポットの写真も特別枠で表彰等があれば良かったと思いました。 
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自転車や車で廻る参加者がいたので、歩きで廻ってもらうことを注意する必要がありました。もしくは、予

めルールの中に自転車も組み込んだ内容にしても良かったかもしれません。 

チームによって終了時間が異なり、早く戻ってきたチームは待ち時間が長くなってしまう場面が見受けられ

たので、早く帰ってきそうなチームには追加ミッションを出したり、同じグループ内のチームで廻りきれてい

ないミッションを出すことで時間の調整をするべきでした。 ・グループミーティングのまとめの時間で、選

定する写真の印刷に時間がかかり、各グループによっては写真印刷を待つだけのところもあったため、この時

間に愛のテトラフォット製作に行ってもらうようにすれば良かったです。  

グループミーティングのまとめの時間で、選定する写真の印刷に時間がかかり、選定する時間が短くなり、

最終的には多数決や挙手制で決めることになり、話し合う時間が短くなってしまいました。モニュメントに張

り付ける用の写真と選定用の写真印刷を同時にしていた為、モニュメントの除幕式の開始時間を遅らせて、選

定用の写真印刷がスムーズにできるようにすれば良かったと思います。  

＜フォトマッピング投票について＞ 

はーばりーマーケットのお店に投票券の周知が出来ていなかったため、一般市民を巻き込んでの投票ができ

ていませんでした。事前にはーばりーマーケットのお店に説明ができるように、説明の担当者を決めて、全店

舗に説明するべきでした。 

一位に選ばれた写真が本来の意図とは少し違った結果になったと思います。 投票時も、投票基準の周知を

もっとするべきだと思いました。 投票券に今治の魅力をもっとも表している写真に投票してね！等の文言を

明記する等の工夫が必要でした。  

＜フォトマッピング結果発表・閉会について＞ 

１位～３位までの写真を発表してから、３チームに前に出てきてもらいコメントをいただきましたが、３位

は○○チームです、前へどうぞと１チームずつ発表する形にすればもっとメリハリがついたと思います。  

事前に選ばれたチームに発表してもらうことを伝えていなかったため、発表者の中には動揺していた人もい

たため、事前に選ばれたチームに発表してもらうことを伝えておくべきでした。  

＜はーばりーマーケット＞ 

出店していただいた、（一社）尾道青年会議所さん・（一社）因島青年会議所さんも手持無沙汰なように感じ

たので、もっと事業に絡ませて、愛のテトラフォット製作をはーばりーマーケットのブースに出店するなどし

て交流を図れるように工夫するべきでした。  

＜モニュメントの除幕式について＞ 

・太鼓のエンドロールの演出もあり盛り上がったと思いますが、風が強かったため、半分モニュメントが布か

ら見え隠れしていたので、しっかりと固定ができるようにブロック等を用意しておくべきでした。もう少し入

念なリハーサルが必要だったと思います。 

除幕式の時にもっとはーばりーマーケットのお客さんや一般の方を呼び込んでより多くの方に見てもらえ

るようにするべきでした。 

＜愛のテトラフォット製作について＞ 

参加された方は非常に楽しんでいた分、参加人数が少なかったのが残念でした。モニュメントの除幕式の後、

自由行動にしたため、参加者が散らばってしまい、気付いていない参加者もいたように思います。フォトマッ

ピングの参加者にはマストで参加してもらうように声掛けをするべきでした。  

製作の場所があまり目立つ場所でなかったため、一般の参加者が少なかったように思います。はーばりーマ

ーケットのブースに出店するなど、もっと人目につきやすい場所に配置するべきでした。  

フォトフレームに貝殻などをつけるグルーガンのコードが短いため、延長コードを準備する必要がありまし

た。  

＜モニュメント前での撮影会＞ 
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愛のテトラフォット製作と同様で、参加者が少なかったことが残念です。フォトマッピングの参加者は並ん

でもらってでも撮影してもらうべきでした。もしくはメンバーが声掛けをするなどのフォローが必要でした。  

＜ＩＭＡＰについて＞ 

ＩＭＡＰに掲載されるのはフォトマッピングで選ばれた上位１５枚のみなので、掲載されないお店もあり、

完成したＩＭＡＰを設置してもらうことを考えると協力店舗はお店の名前と場所を一覧で載せてあげるべき

だったかと思います。  

上位１５枚に選ばれていない写真でもとても良い写真がたくさんあった為、背景に使うなどの工夫があって

も良かったと思います。作成する段階で撮影した写真の場所を特定するのに時間がかかった為、写真を送って

もらった時に風景の場合は位置情報も送ってもらうべきでした。  

＜その他＞ 

モニュメントを製作・設置するにあたり、港湾振興課とのやり取りが途中で疎かになっていたため、事業日

に本設置することができなくなりました。 

委員長が一人で担当者とやり取りをしていたため、報告が遅れ止まっていたことが原因です。全部を委員長

が動かずに、メンバーに窓口になってもらうなど役割分担を早めにしておくべきでした。 

はーばりー及び今治港周辺を使用する場合、港湾振興課への申請が必要になりますので、事前にどういった

書類が必要になるのか、どこの場所をどういった目的で使用するのか等の打ち合わせを入念にする必要があり

ます。 

多くの委員会メンバーにご協力をいただきましたが、手持無沙汰なメンバーもいたため、必ず人が必要にな

ってくるところに人数を充てるなど、人の配置に考慮する必要がありました。 
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公１ オ （１）対外研修事業の企画及び運営 

事業名称 愛媛マンダリンパイレーツ河原監督が語るリーダー論！ 

～６人の監督から学んだ事、そして自らが求めるリーダー像～ 
報告者 会員研修委員会 浮穴 智彦 
日程 ２０１７年９月１５日（金）１８：５０～２１：２１ 
場所 グリーンピア玉川大ホール 
参加人数 一般市民 １２０名 

今治青年会議所メンバー ３７名 
外部協力者 （後援）今治市、今治市教育委員会、愛媛県教育委員会 

（協賛）㈱メガスポーツ、工房織座、しまなみバッティングセンター、㈲キナミスポーツ、ヌー

ヴェル・テロワール、㈱愛媛総合センター 

事業目的 

河原監督が現役時代に見てこられた、それぞれの監督の長所や魅力などをお話いただくと共に、ご自身がど

のようなリーダー像をお持ちなのかをお話いただく事で、私たちメンバーは「リーダー」について改めて深く

考え、自分を見つめ直し、更には若い選手を統率する河原監督から時代の求める価値観や考え方を市民の方と

一緒に学ぶ事を目的とします。 

また、リーダーシップの身に付け方、高い目標を持ち行動することの重要性などを学びます。さらに、実践

的な交流会を設けることで、より講師の方を身近に感じていただき、参加者自身の今後の活動などにとって気

づきとなるきっかけとします。 

事業内容 

１８：２０ （１８：２０）  受付・案内 （受付は、事前質問受付コーナー及び第２部参加申込コーナー

（受付後８組を抽選により決定・第１部終了時に発表）） 

                      応募１５件、当選８組 

１８：５０ （１８：５０）  開会 

１８：５１ （１８：５１）  理事長挨拶 理事長 廣川 怜史君 

１８：５４ （１８：５４）  趣旨説明  委員長 浮穴 智彦君 

１８：５７ （１８：５６）  講師・プロフィール紹介 

１９：００ （１８：５７）  第１部「愛媛マンダリンパイレーツ河原監督講演会」 河原 純一監督 

２０：００ （２０：０４）  質疑応答 

２０：１０ （２０：１７）  第２部参加者発表・アンケート記入 

２０：２０ （２０：１９）  第２部開始前に参加者整列・内容事前説明 

２０：２５ （２０：２１）  第２部 河原監督の指導方法を学ぼう 「河原監督によるピッチング教室」 

２１：２０ （２１：１６）  副理事長謝辞 副理事長 大澤 匠之輔君 

２１：２２ （２１：２０）  閉会 

事業目的達成の検証 

 講演に参加いただいた方には、「リーダー」について普段の自分を見つめ直すことができ、時代の求める価

値観や考え方を学ぶことができました。 

 アンケート結果からも、今後「強い意志を持つ」「改めて基本の徹底」「リーダーとして率先してやる」など

の意見もありある程度達成できたと考えます。 

 実践的な交流会についても、第２部で河原監督に指導していただくことで、相手に応じた的確で具体的な指

導方法を学び、熱意も感じてもらい、今後の活動にも気づきとなるきっかけとなりました。ただ、参加人数の
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結果は残念ながら達成できたとは言い難く、多くの人への学びや気づきの機会を与えられなかったとも言えま

す。 

委員長所見・引継事項 

【委員長所見】 

今回の事業をするに当たって愛媛マンダリンパイレーツ様には、公式戦が残っている時期にも関わらず引き

受けていただき有り難く感じております。新時代のリーダーの育成の為、河原監督にご講演、ピッチング教室

を行っていただき参加者の方に多くの学びを持って帰ってもらいたいという強い思いもあり、やり取りを重

ね、事業を開催することができました。 

現役メンバーの皆様には、公式戦での配布や回りの方への配布、また知人や先輩に電話などしていただき、

当日は運営・片付けにご協力いただきました。本当にありがとうございました。 

事業の流れについては、事前にリハーサルを重ね役割分担をはっきりとし、当日まで晴天時雨天時にも対応

できる準備ができ、当日は雨天時の対応をし、ほぼ時間通り終了することができました。 

全体を通じて怪我もなく、第１部の講演においては目標人数には達しませんでしたが、しっかりと聞いてい

ただき、第２部では、多くの申込みがあり予定していた８組のバッテリーに河原監督の指導を受けていただく

ことができました。来ていただいた方々には、有意義で喜んでいただける機会となりました。 

【引継事項等】 

愛媛マンダリンパイレーツの河原監督はシーズン中ということでマネージャーとの打ち合わせとなり、河原

監督と直接打ち合わせができず、事業内容が正確に先方に伝わらなかったと考えております。その結果として、

アンケートにもあったのですが、タイトル・サブタイトルと講演の内容が違うような気がしたという意見もい

ただいたと考えております。小学生などの参加者に合わせた話しもしていただいた部分もあると思いますが、

企画段階から、話しを誘導するパネルディスカッションディスカッションのような形も１つのやり方として検

討すると良いと感じました。  

広報活動においては、計画に沿って行いましたが、目標人数には達しませんでした。一般市民１２０名参加

ということで、ある程度の参加であり、来てもらった方には良かったという意見を多くもらっていましたので、

今後の事業においても自分たちの事業に信念を持って取り組み、さらに、柔軟な発想でより幅広い方々に広報

することも必要かと考えます。また、対内対象者３７名の参加者は少ない結果であり、対内向けのＰＲが弱か

ったことが原因にあります。興味も持って来てもらえるようＰＲなど工夫が必要です。 

＜施設・設備について＞ 

今回、場所の選定については、晴天時・雨天時どちらであっても、多くの人に講演を聞いてもらい少ない移

動でピッチング教室ができ、広い駐車場があるということで、グリーンピア玉川としました。今後も事業内容

によって、適切な場所の選択が必要だと考えます。 

グリーンピア玉川大ホールの音響ついてです。業者を入れない場合、マイクについては、有線２本、ワイヤ

レスマイク２本の合計４本のみですのでご注意お願いします。また、事前に入念な確認が必要です。 

今回の第２部のように実践的に指導しながらマイクで指導してもらう場合、手にマイクを持たなくても話す

ことができる器具が使えれば、よりスムーズにわかりやすく見学者の方にも聞いてもらえたと感じておりま

す。 

＜協賛について＞ 

今回は、予算のこともありスポーツ関係を中心に６つの会社に協賛をいただきました。事業に至るまで、広

報にもご協力いただき、当日も多くの方々にお越しいただきました。参考資料に協賛マニュアルを添付してお

りますが、広告協賛をいただく場合、広告の大きさや順番も注意が必要です。また、協賛 が決定した後は、

チラシの進み具合や事業に向けての進捗に応じて定期的なフォローが必要です。 

＜その他＞ 
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愛媛ブロック協議会と、愛媛マンダリンパイレーツは、平成２０年に協力して文化・教育・スポーツ等の幅

広い分野において交流及び活動を行うということで協定を結んでおりました。今治青年会議所としても、その

一助になりえたと考えております。 

今年から愛媛県教育委員会の後援をもらう場合、愛媛県の後援の申請も同時にするようになっていることが

申請してから知りました。今回は、知らされていなかったこともあり愛媛教育委員会の後援のみいただくこと

ができましたが、来年以降、注意をお願いします。 
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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 わんぱく！『きずな』塾２０１７『僕らのきずなコーポレーション』 
報告者 いまばり未来育成委員会 越智 敦司 
日程 ２０１７年８月１９日（土）９：００～２０日（日）１６：００ 
場所 今治市内各所、浅川造船湯ノ浦保養所 
参加人数 今治市内小学生４年生～６年生 

参加申し込み ９２名 抽選当選者６０名 キャンセル１名 
今治青年会議所メンバー ４０名 

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）浅川造船、今治市消防本部中央消防署、愛媛県今治警察署、今治シーエーティーブィ、

今治コミュニティ放送、農業生産法人株式会社ファーム咲創、バイカルベーカリー、コラボハウ

ス、今治郵便局、ブライダルことぶきや、愛媛銀行、セブンイレブン、平野薬局、木下ソーイン

グ、水成工業 

事業目的 

（対外） 
子供たちが今治市内にある様々な仕事を体験することを通して、自分たちの住み暮らす街や人々との「絆」

を再発見し、地域の人たちや両親への「感謝」の気持ちを醸成して、「ありがとう」の言葉を素直に声に出し

て表現できるようになることを目的とします。 
（対内） 
子供たちと一緒に仕事を体験することを通して、改めて地域社会での絆や感謝について考え、次世代を担う

子供たちに伝えていくべきことを再認識・共有し合うことを目的とします。 
事業内容 

２０１７年８月１９日（土） 
 ９：００   集合・受付 
 ９：４０   開会式 
 ９：５０   きずなコーポレーション入社式（アイスブレイク） 
１０：１０   きずなコーポレーション配属先決定 
１０：５５   きずな発見シート（私の家族）作成、おうちの仕事発見シート作成 
１１：０５   わんぱく！「ありがとう」講座 
１１：２０   昼食（お弁当） 
１２：００   きずなの職業体験「ありがとうを探しに行こう！」（市内各所） 
１７：４５   夕食（バーベキュー）（浅川造船保養所） 
１９：１５   お風呂 
２０：３５   １日目のまとめの時間、僕らのきずな発表会準備 
２１：１０   夜のアトラクション（プロジェクションマッピング） 
２２：００   就寝 
 
２０１７年８月２０日（日） 
７：００   起床 

 ７：３０   ラジオ体操・朝食・片付け 
 ８：００   僕らのきずな発表会準備 
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１０：００   僕らのきずな発表会（全体プレゼンテーション） 
１１：４５   昼食（カレー） 
１２：３０   絆の記念品（きずなハウス）作りと感謝の手紙作成 
１５：００   まとめの時間 
１５：３０   閉会式 
１６：００   解散 
事業目的達成の検証 

「絆」＝「地域との繋がり」を理解する面では、体験したことを子供たちが主体的に考え、発表するという

形式で進めることで、地域社会や身近な家族との繋がりを目に見える形で理解出来たと考えます。発表会の内

容も想定した以上に活発な意見や質問を出し合うことができました。また、協力企業様にとってもそれぞれが

「地域との繋がり」に特化したプログラムを作成する機会となり、従来の職業体験とは異なる切り口で社業を

考えることができ有意義だったとお褒めの言葉もいただきました。 

「ありがとう」の言葉を直接的に表現する心の育成の面では、まとめシートの記入内容からも子供たちが「あ

りがとう」の言葉の意味を理解し、感謝を表現する上で大切な挨拶と認識してもらうことが出来たと言えます。

実際に作成した感謝の手紙からも、心のこもったメッセージが多く、自宅に帰ってからも子供たちが「ありが

とう」の言葉を素直に表現出来たと考えます。 

今事業は一つのきっかけに過ぎませんが、一過性にしない工夫で、きずなハウスをしまなみアースランドに

設置しました。この場所を訪れることで、子供たちがいつでも当時の気持ちに立ち返ることができ、これから

もずっと「絆」と「感謝」を大切にし、明るい言葉に溢れた未来を担う大人へと成長してもらえると考えます。

以上のことから目的達成出来たと言えます。 

尚、今治ＣＡＴＶにわんぱく！「きずな」塾の３０分番組を製作していただき放送してもらい、市内外に事

業内容を広く発信も出来ました。 

委員長所見・引継事項 

事業を開催するにあたり事業前の準備、当日の設営・撤収・事業内でのお手伝いと各委員会メンバーの皆様

には多大なご協力をいただいたことに心より感謝申し上げます。 

今事業では、「絆」と「感謝」を子供たちに伝えることを目指しましたが、私自身も事業を通して協力企業

様、委員会メンバー、今治青年会議所メンバーとの強い絆や団結力を発見し、そのことに感謝する機会をいた

だきました。そして、参加者と関わる中で、子供たちの感性や発想力に大きな可能性を感じました。きっと子

供たちは「ありがとう」の言葉をこれからもずっと大切にし、成長してくれると思います。また、様々な個性

豊かなメンバーに支えられ、難しい課題も乗り越えられたこの経験は、今後の自分にとって貴重な財産となり

ました。このような機会を与えていただいたことに、あらためて素直に「ありがとう」の言葉を伝えたいです。 

最後に、しまなみアースランドに設置してある子供たちと一緒に作り上げたきずなハウスが、いつまでも

「絆」と「感謝」のメッセージに溢れた象徴として、他人を笑顔に出来る場所であり、参加した子供たちが今

事業で感じたことを振り返ることが出来る場所となってくれればと思います。そして、子供たちが「ありがと

う」を素直に言える大人に成長し、ふるさと今治を明るい言葉の溢れる街に導いてくれたらと思います 
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他１ ア （１）例会設営・企画及び運営 （１月） 

事業名称 １月例会・第１００回通常総会 
報告者 総務例会委員会 八木 健吾 
日程 ２０１７年１月１９日（木） １９：３０～２１：１２ 
場所 今治市民会館２階大会議室 
参加人数 ５０名 
外部協力者 該当なし 
事業目的 

（公社）今治青年会議所のメンバーとして新年度を新たな決意で臨むため、（公社）今治青年会議所の伝統

である厳粛且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、情報共有そして団結力の強

化を図ります。また、メンバー各々に例会の意義を再認識して頂き、出席率向上を図ります。 
事業内容 

１９：２７（１９：２７）  予鈴 
１９：３０（１９：３０）  開会・開会宣言            副理事長 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 八木 健吾君 
１９：３４（１９：３４）  ＪＣＩミッション唱和      総務例会委員会 玉井  宏君 
１９：３５（１９：３５）  ＪＣＩビジョン唱和       総務例会委員会 玉井  宏君 
１９：３６（１９：３６）  ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和  総務例会委員会 越智 一成君 
１９：３７（１９：３７）  理事長挨拶               理事長 廣川 怜史君 
１９：４２（１９：４３）  議事録作成人及び署名人指名       理事長 廣川 怜史君 
１９：４３（１９：４５）  配布資料の確認                    司会者 
１９：４４（１９：４５）  各委員会出席者数の確認                司会者 
１９：４６（１９：４６）  報告事項                       司会者 
２０：５２（２０：４１）  行事案内及び依頼事項         専務理事 阿曽 淳也君 
２０：５６（２０：４５）  協議事項                理事長 廣川 怜史君 
２０：５７（２０：４５）  第１００回通常                総務例会委員会 
２１：１９（２１：０５）  監事総                  監事 黒川 泰伸君 
２１：２４（２１：０７）  会員消息                       司会者 
２１：２５（２１：０７）  交通安全宣言          総務例会委員会 寺尾  諭君 
２１：２７（２１：０９）  若い我等 
２１：２９（２１：１１）  閉会宣言               副理事長 大澤匠之輔君 
２１：１２         閉会 
事業目的達成の検証 

理事長挨拶や出向者報告、委員会報告だけでなく、普段あまり登壇する機会のないメンバーにも報告事項内

で発表して頂いたことにより、会員間での相互理解、意識共有及び団結力強化の場となり例会の目的を達成し

たと考えます。また、スクリーンとプロジェクターの使用による例会進行等を映写することで、円滑な運営の

一助となりました。 
委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
１月例会にご出席いただき、本当にありがとうございました。定刻より１８分早く閉会したことについて、
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メンバーの皆さまの報告事項等での円滑な運営へのご協力の結果であるとともに、総務例会員会としては報告

事項での登壇者に対する周知が不十分であったため発言時間が短くなってしまったと考えます。これからは、

わかりやすい案内を心掛け、皆様に報告事項の時間を有意義に使っていただけよう努めます。また、音響につ

いて音量が小さい場面もあり、これからはリハーサルで入念に確認を行います。総会においては前年からの引

き継ぎ事項である賛助会員の議決権についての説明を行い、採決の妨げとなることはありませんでした。 
（引継事項） 
・例会の出席表を役職に関係なく、来た順番で書いて頂くよう促してください。 
・報告事項については、直前の昼常任で決定するため、しっかりと意思疎通を図り、運営する必要があります。 
・今年は会議室を他団体が事前に予約していたため、寿太鼓の演奏が出来ませんでした。できるだけ早めに会

場を押さえておくことが重要です。 
・ＪＣＩクリード、ミッション、ビジョン、ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和は、大きな声で唱和できるよう周

知徹底が必要です。 
・会場（今治市民会館）を借りる際、同日に隣接する今治市公会堂や市役所で行事が重なっていないかを確認

し、駐車場の状況を事前に確認する必要があります。 
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他１ ア （１）例会設営・企画及び運営 （２月） 

事業名称 ２月例会・第１０１回臨時総会 
報告者 総務例会委員会 八木 健吾 
日程 ２０１７年２月１６日（木） １９：３０～２１：３０ 
場所 今治市民会館２階大会議室 
参加人数 ４９名 
外部協力者 該当なし 
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

共有を深める場を目的とします。また、各メンバーに例会の意義を再認識して頂くことで、出席率の向上を図

ります。 
事業内容 

１９：２７（１９：２７）  予鈴 
１９：３０（１９：３０）  開会・開会宣言            副理事長 山岡 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       会員拡大委員会 吉本悠太郎君 
１９：３４（１９：３４）  ＪＣＩミッション唱和      会員拡大委員会 﨑山 裕太君 
１９：３５（１９：３５）  ＪＣＩビジョン唱和       会員拡大委員会 﨑山 裕太君 
１９：３６（１９：３６）  ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和  会員拡大委員会 三田  平君 
１９：３７（１９：３７）  理事長挨拶               理事長 廣川 怜史君 
１９：４２（１９：４６）  議事録作成人及び署名人指名       理事長 廣川 怜史君 
１９：４３（１９：４７）  配布資料の確認                    司会者 
１９：４４（１９：４８）  各委員会出席者数の確認                司会者 
１９：４６（１９：４９）  報告事項                       司会者 
２０：０２（２０：１３）  行事案内及び依頼事項         専務理事 阿曽 淳也君 
２０：０３（２０：１６）  協議事項                理事長 廣川 怜史君 
２０：０４（２０：１７）  第１０１回臨時総会              総務例会委員会 
２０：１１（２０：２１）  委員会例会アワー               会員拡大委員会 
２１：０１（２１：０１）  例会スピーチ                 会員研修委員会 
２１：１９（２１：１８）  監事総評                 監事 武田 繁親君 
２１：２４（２１：２４）  会員消息                       司会者 
２１：２５（２１：２５）  交通安全宣言          会員拡大委員会 別府 祐次君 
２１：２７（２１：２６）  若い我等 
２１：２９（２１：２８）  閉会宣言               副理事長 山岡 太郎君 
２１：３０         閉会 
事業目的達成の検証 

理事長挨拶や報告事項での出向者報告、委員会報告を聞き、会員間の情報共有と相互理解を深める場を設け

たことは、例会の目的を果たしたのではないかと考えます。また、スクリーンとプロジェクターの使用による

例会進行等を映写することで、円滑な運営の一助になりえたと考えます。 
委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
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２月例会にご出席いただき、本当にありがとうございました。報告事項で予定よりも１０分程度超過があり、

ご迷惑をお掛けしたことをお詫び申し上げます。臨時総会により協議段階よりも報告事項の時間を短く設定し

てしましたが、結果として普段と同様の時間配分になってしまったことが原因と考えます。一人当たりの時間

を短く設定し周知徹底する等の対応が必要でした。報告事項についてはメンバーへの案内をさらに細やかにし

て、他の委員会にご迷惑をかけることの無いよう運営していきます。また、リハーサル不足の点もあり、今後

はしっかりとした準備を委員会内で行い本番を迎えるように致します。 
（引継事項） 
・例会プログラムの枚数が足りなかったため、人数分の用意が必要です。 
・例会の出席表を役職に関係なく、来た順番で書いて頂くよう促してください。 
・報告事項については、直前の昼常任で決定するため、しっかりと意思疎通を図り、運営する必要があります。 
・ＪＣＩクリード唱和、ＪＣＩミッション唱和、ＪＣＩビジョン唱和、ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和は、大

きな声で唱和できるよう周知徹底が必要です。 
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他１ ア （１）例会設営・企画及び運営 （３月） 

事業名称 第２エリア合同公式訪問例会 
報告者 総務例会委員会 八木 健吾 
日程 ２０１７年３月１６日（木） １９：００～２１：３３ 
場所 今治市民会館２階大会議室 
参加人数 ４９名 
外部協力者 該当なし 
事業目的 

（公社）日本青年会議所四国地区愛媛ブロック協議会第２エリア公式訪問例会として、参加していただくエ

リア内各ＬＯＭメンバーと共に２０１７年度愛媛ブロック協議会の運動の方向性を確認し、「主権者教育と経

世済民で挑む地域再興 誰もが希望を胸に抱き続ける愛媛の実現」をスローガンとする愛媛ブロック協議会の

想いにふれ、各メンバーが今年１年の方向性を再認識することを目的とします。 
事業内容 

１８：５７（１８：５７） 予鈴 
１９：００（１９：００） 開会宣言             今治ＪＣ副理事長  神道 裕介君 
１９：０１（１９：０１） 国歌・ＪＣソング斉唱 
１９：０４（１９：０２） ＪＣＩクリード唱和  今治ＪＣ会員研修委員会委員長  浮穴 智彦君 
１９：０５（１９：０３） ＪＣＩミッション並びにＪＣＩビジョン唱和 

今治ＪＣ会員研修委員会副委員長  樫田 仁志君 
１９：０５（１９：０４） ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和 

松山ＪＣ地域活性推進委員会委員長  河野 公宏君 
１９：０５（１９：０５） 理事長挨拶             今治ＪＣ理事長  廣川 怜史君 
１９：１２（１９：１０）                   松山ＪＣ理事長  今城 靖浩君 
１９：１７（１９：１６） 議事録作成人及び署名人指名 
１９：１８（１９：１７） 配布資料の確認          今治ＪＣ専務理事  阿曽 淳也君 
１９：１９（１９：１７） 出席確認       今治ＪＣ総務例会委員会委員長  八木 健吾君 
１９：２０（１９：１８） 出席優秀委員会発表 

松山ＪＣ総務渉外委員会委員長  多賀 一晃君 
１９：２１（１９：２０） 愛媛ブロック協議会公式訪問者紹介 
                         愛媛ブロック協議会運営専務  近藤 史教君 
１９：２６（１９：２６） 愛媛ブロック協議会会長挨拶 
                           愛媛ブロック協議会会長  武田 健一君 
１９：３１（１９：３１） 愛媛ブロック協議会直前会長挨拶 
                         愛媛ブロック協議会直前会長  白石 隆志君 
１９：３６（１９：３４） 愛媛ブロック協議会事業説明 
                           愛媛ブロック協議会会長  武田 健一君 
１９：５１（１９：４９） 休憩 
２０：０１（１９：５８） 会員研修事業               今治ＪＣ 会員研修委員会 
２０：５１（２０：４８） 報告事項 
２１：１８（２１：２１） 会員消息 
２１：２０（２１：２３） 監事総評              今治ＪＣ 監事  渡辺  仁君 
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２１：２３（２１：２６）                   松山ＪＣ 監事  森 洋平先輩 
２１：２６（２１：２８） 監査担当役員所見           監査担当役員  大隅 亮平君 
２１：２９（２１：３３） 開会宣言             松山ＪＣ副理事長  佐伯 正芳君 
事業目的達成の検証 

同じエリアの松山青年会議所のみならず県内の他ＬＯＭから多くのメンバーに参加していただき、２０１７

年度愛媛ブロック協議会の想いにふれ、各メンバーが今年１年の方向性を再認識することができたと考えま

す。 
委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
第２エリア合同公式訪問例会へのご出席、誠にありがとうございます。時間の変更、松山青年会議所や愛媛

ブロックとの連携等、通常の例会とは異なる部分もありましたが、皆様のご協力のおかげでスムーズな進行が

できたと思います。例会終了後はメンバーの皆様のご協力により、速やかな撤収ができました。主催ＬＯＭと

しては、出席率向上のためメンバーへの案内をもっと密にするべきでした。 
（引継事項） 

松山ＪＣ、愛媛ブロック協議会、来訪ＬＯＭと連絡を密にとって時間に余裕をもった準備をお願いします。

直前で予算が二回変更になったため、松山の議案が最新の金額に更新されていませんでした。基準日を設けて、

予算上の人数を確定させる等の対応をとれば、混乱を防ぐことが出来ると思います。 
・会場設営について 

普段使用している市民会館でさえ、予定していた配席から直前になって変更になった点があります。別の会

場を使用する場合はなおさら大きさなどを考慮して配席を考えてください。 
ステージ看板を作成する際は、コンプライアンス（国旗・ＪＣＩマークを印刷しない等）に注意してくださ

い。 
・例会プログラム（タイムスケジュール）について 

交通安全宣言・若い我らを実施しませんでしたが、今治ＪＣの例会を体感してもらうには実施することも次

年度以降ご検討下さい。 
・出欠について 

出席表に名前を書かれていない方、書く場所を間違えていた方がいましたので、受付で注意を促すようにお

願いします。 
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他１ ア （１）例会設営・企画及び運営 （４月） 

事業名称 ４月例会 
報告者 会員研修委員会 浮穴 智彦 
日程 ２０１７年４月２０日（木） １９：３０～２１：３０ 
場所 今治市民会館２階大会議室 
参加人数 ４９名 
外部協力者 該当なし 
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

共有を深める場を目的とします。また、各メンバーに例会の意義を再認識して頂くことで、出席率の向上を図

ります。 
事業内容 

１９：２７（１９：２７） 予鈴 

１９：３０（１９：３０） 開会・開会宣言               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      いまばり未来育成委員会 越智 敦司君 

１９：３４（１９：３４） ＪＣＩミッション唱和     いまばり未来育成委員会 長野 和博君 

１９：３５（１９：３４） ＪＣＩビジョン唱和      いまばり未来育成委員会 長野 和博君 

１９：３６（１９：３５） ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和 いまばり未来育成委員会 浅海 裕也君 

１９：３７（１９：３６） 理事長挨拶                  理事長 廣川 怜史君 

１９：４２（１９：４２） 議事録作成人及び署名人指名          理事長 廣川 怜史君 

１９：４３（１９：４３） 配布資料の確認                       司会者 

１９：４４（１９：４３） 各委員会出席者数の確認                   司会者 

１９：４６（１９：４４） 報告事項                          司会者 

２０：０８（２０：１３） 行事案内及び依頼事項            専務理事 阿曽 淳也君 

２０：０９（２０：１５） 協議事項                   理事長 廣川 怜史君 

２０：１０（２０：１５） 例会委員会アワー               まちづくり推進委員会 

２１：００（２１：０３） 例会スピーチ                    会員研修委員会 

２１：１９（２１：２１） 監事総評                    監事 黒川 泰伸君 

２１：２４（２１：２６） 会員消息                          司会者 

２１：２５（２１：２６） 交通安全宣言         いまばり未来育成委員会 菊地 晴香君 

２１：２７（２１：２７） 若い我等 

２１：２９（２１：２９） 閉会宣言                  専務理事 阿曽 淳也君 

２１：３０        閉会 

事業目的達成の検証 

理事長挨拶や報告事項での出向者報告、委員会報告を聞き、会員間の情報共有と相互理解を深める場を設け

ることができたことは、例会の目的を果たせたのではないかと考えます。また、スクリーンの使用による例会

進行により、円滑な運営の一助になりえたと考えます。 
委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
４月例会にご出席頂き、ありがとうございました。例会全体の時間は予定通りでしたが、報告事項では、予
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定よりも７分程度超過し、ご迷惑をお掛けしたことをお詫び申し上げます。会員研修委員会として初めて例会

の設営・企画及び運営を行うことで、今後、例会を担当しない月も、時間的なことや運営などに心遣いをする

姿勢が生まれたと感じます。今年は、１年間を通じて、メンバー全員が例会について幅広い角度から理解する

良い機会ですので、よりよい例会の時間となるよう今回の経験を活かしていきます。 
（引継事項） 

・今回、設営にあたり、チェックリストに沿ってチェックを行いました。また、設営時、ポイントとなる部分

の写真を撮りました。総務例会委員会以外の委員会が担当する場合、設営が不慣れな為、少しは役に立つかも

しれません。 

・今年の理事長挨拶では、スクリーンにポイントとなる言葉を映し出すことになっておりました。ですが、そ

の事を打ち合わせすることができておりませんでしたので、今後、注意をお願いします。 

・今回、後半でマイクがハウリングしてしまいました。事前に入念な確認をお願いします。 

・報告事項については、直前の昼常任で決定するため、しっかりと意思疎通を図り、運営する必要があります。 

・ＪＣＩクリード唱和、ＪＣＩミッション唱和、ＪＣＩビジョン唱和、JC宣言文朗読並びに綱領唱和は、大き

な声で唱和できるよう周知徹底が必要です。 
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他１ ア （１）例会設営・企画及び運営 （５月） 

事業名称 ５月例会 
報告者 まちづくり推進委員会 村上  艦 
日程 ２０１７年５月１８日（木） １９：３０～２１：３１ 
場所 今治市民会館２階大会議室 
参加人数 ４４名 
外部協力者 該当なし 
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

共有を深める場を目的とします。また、各メンバーに例会の意義を再認識して頂くことで、出席率の向上を図

ります。 
事業内容 

１９：２７（１９：２７） 予鈴 
１９：３０（１９：３０） 開会・開会宣言             組織拡大室長 真鍋 知弘君 
１９：３１（１９：３１） 国歌・ＪＣソング斉唱 
１９：３３（１９：３３） ＪＣＩクリード唱和       まちづくり推進委員会 橋本 幸二君 
１９：３４（１９：３４） ＪＣＩミッション唱和      まちづくり推進委員会 黒川 泰伸君 
１９：３５（１９：３５） ＪＣＩビジョン唱和       まちづくり推進委員会 黒川 泰伸君 
１９：３６（１９：３５） ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和  まちづくり推進委員会 近藤久仁年君 
１９：３７（１９：３６） 理事長挨拶                  理事長 廣川 怜史君 
１９：４２（１９：４３） 議事録作成人及び署名人指名          理事長 廣川 怜史君 
１９：４３（１９：４３） 配布資料の確認                       司会者 
１９：４４（１９：４４） 各委員会出席者数の確認                   司会者 
１９：４６（１９：４５） 報告事項                          司会者 
２０：０８（２０：０９） 行事案内及び依頼事項            専務理事 阿曽 淳也君 
２０：０９（２０：１２） 協議事項                   理事長 廣川 怜史君 
２０：１０（２０：１２） 例会委員会アワー                  会員研修委員会 
２１：００（２１：０１） 例会スピーチ                    会員研修委員会 
２１：１９（２１：２１） 監事総評                    監事 武田 繁親君 
２１：２４（２１：２６） 会員消息                          司会者 
２１：２５（２１：２７） 交通安全宣言          まちづくり推進委員会 新居田 直君 
２１：２７（２１：２８） 若い我等 
２１：２９（２１：３１） 閉会宣言                組織拡大室長 真鍋 知弘君        
２１：３０（２１：３１） 閉会 
事業目的達成の検証 

理事長挨拶や報告事項での出向者報告、委員会報告を聞き、会員間の情報共有と相互理解を深める場を設け

ることができたことは、例会の目的を果たせたのではないかと考えます。また、スクリーンの使用による例会

進行により、円滑な運営の一助になりえたと考えます。 
委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
５月例会にご出席頂き、ありがとうございました。例会全体の時間は予定通りでした。メンバーの皆さまの
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報告事項等での円滑な運営へのご協力の結果だと思います。まちづくり推進委員会としては初めての設営・企

画及び運営を行うことで、設える側の気持ちが理解でき、おもてなしの心を養うことができたと思います。今

後は例会設営を担当しない月でも設える側の気持ちになり、協力する姿勢で例会に出席したいと思います。最

後の若い我らの時に音響の機械の接触が悪く、音が流れなくなる場面がありましたので、こちらについては入

念なリハーサルが必要でした。 
（引継事項） 
・今回、設営にあたり、チェックリストに沿ってチェックを行いました。また、設営時に４月例会設営担当の

会員研修委員会の例会設営参考画像を見ながら配置などの確認を行いました。こちらについては、総務例会委

員会以外の委員会が担当する場合、設営が不慣れな為、役に立つと思いますので、引き続き参考資料につけて

おります。 
・設営道具の準備の際に例会スピーチで使用する３０秒前のボードと１分前のボードを事務局から会場に持っ

てくるのを忘れていた為、次回からは設営担当委員会の方が持ってくるようにお願いします。 
・ＰＣと音響の接触が悪いことがあるので、入念なリハーサルが必要です。 
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他１ ア （１）例会設営・企画及び運営 （６月） 

事業名称 ６月例会 
報告者 総務例会委員会 八木 健吾 
日程 ２０１７年６月１５日（木） １９：３０～２１：１６ 
場所 今治市民会館２階大会議室 
参加人数 ５３名 
外部協力者 該当なし 
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

共有を深める場を目的とします。また、各メンバーに例会の意義を再認識して頂くことで、出席率の向上を図

ります。 
事業内容 

１９：２７（１９：２７） 予鈴 
１９：３０（１９：３０） 開会・開会宣言         組織強化室長 青野 耕士君 
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 神野 健治君 
１９：３４（１９：３４） ＪＣＩミッション唱和     総務例会委員会 八木 健吾君 
１９：３５（１９：３５） ＪＣＩビジョン唱和      総務例会委員会 八木 健吾君 
１９：３６（１９：３５） ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和 

総務例会委員会 永吉 隼人君 
１９：３７（１９：３６） 理事長挨拶              理事長 廣川 怜史君 
１９：４２（１９：４０） 議事録作成人及び署名人指名      理事長 廣川 怜史君 
１９：４３（１９：４２） 配布資料の確認                   司会者 
１９：４４（１９：４３） 各委員会出席者数の確認               司会者 
１９：４６（１９：４４） 報告事項                      司会者 
２０：１２（２０：０１） 行事案内及び依頼事項        専務理事 阿曽 淳也君 
２０：１３（２０：０３） 協議事項               理事長 廣川 怜史君 
２０：１４（２０：０４） 入会式                   会員拡大委員会 
２１：１９（２０：５９） 監事総評                監事 渡辺 仁 君 
２１：２４（２１：０４） 会員消息                      司会者 
２１：２５（２１：０９） 交通安全宣言         総務例会委員会 富田 浩之君 
２１：２７（２１：１２） 若い我等 
２１：２９（２１：１５） 閉会宣言            組織強化室長 青野 耕士君 
２１：３０（２１：１６） 閉会 
事業目的達成の検証 

理事長挨拶や報告事項での出向者報告、委員会報告を聞き、会員間の情報共有と相互理解を深める場を設け

ることができたことは、例会の目的を果たせたのではないかと考えます。また、スクリーンの使用による例会

進行により、円滑な運営の一助になりえたと考えます。 
委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
６月例会へご出席頂き、誠にありがとうございました。例会全体の時間としては、１５分程度早く終了致し
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ました。報告事項が予定よりも少なかったことによる影響を除けば、ほぼ予定の時間通りの進行であり、皆様

の円滑な運営へのご協力の結果であると思います。 
設営の時点でＰＣと音響との接続がうまくいかず、ＣＤ音源で国歌等を流すこととなり、また、プロジェクタ

ーとの接続についても問題があり、ＰＣを借りることとなりました。予備のＰＣを用意しておく必要があった

と考えます。 
（引継事項） 
リハーサルを行っていたとしても、不測の事態により、問題が生じる場合もあります。代替物・手段を用意

しておくことが必要です。 
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他１ ア （１）例会設営・企画及び運営 （７月） 

事業名称 ７月例会・第１０２回臨時総会 
報告者 総務例会委員会 八木 健吾 
日程 ２０１７年７月２０日（木） １９：３１～２１：０４ 
場所 今治市民会館２階大会議室 
参加人数 ５３名 
外部協力者 該当なし 
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

共有を深める場を目的とします。また、各メンバーに例会の意義を再認識して頂くことで、出席率の向上を図

ります。 
事業内容 

１９：２７（１９：２７）  予鈴 
１９：３０（１９：３１）  開会・開会宣言  青少年育成担当室長兼財政局長 南部 吉信君 
１９：３１（１９：３２）  国歌・ＪＣソング斉唱 
１９：３３（１９：３６）  ＪＣＩクリード唱和       会員拡大委員会 砂田真由子君 
１９：３４（１９：３７）  ＪＣＩミッション唱和      会員拡大委員会 吉本悠太郎君 
１９：３５（１９：３８）  ＪＣＩビジョン唱和       会員拡大委員会 吉本悠太郎君 
１９：３６（１９：３９）  ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和 

      会員拡大委員会 矢野 達也君 
１９：３７（１９：４０）  理事長挨拶               理事長 廣川 怜史君 
１９：４２（１９：４５）  議事録作成人及び署名人指名       理事長 廣川 怜史君 
１９：４３（１９：４６）  配布資料の確認                    司会者 
１９：４４（１９：４７）  各委員会出席者数の確認                司会者 
１９：４６（１９：４９）  報告事項                       司会者 
２０：２２（２０：１５）  行事案内及び依頼事項         専務理事 阿曽 淳也君 
２０：２３（２０：１９）  協議事項                理事長 廣川 怜史君 
２０：２４（２０：２０）  入会式                    会員拡大委員会 
２０：３４（２０：３９）  第１０２回臨時総会              総務例会委員会 
２１：１９（２０：５５）  監事総評                 監事 黒川 泰伸君 
２１：２４（２０：５９）  会員消息                       司会者 
２１：２５（２１：００）  交通安全宣言           会員拡大委員会 三田 平君 
２１：２７（２１：０１）  若い我等 
２１：２９（２１：０３）  閉会宣言     青少年育成担当室長兼財政局長 南部 吉信君 
２１：０４         閉会 
事業目的達成の検証 

理事長挨拶や報告事項での出向者報告、委員会報告を聞き、会員間の情報共有と相互理解を深める場を設け

ることができたことは、例会の目的を果たせたのではないかと考えます。また、スクリーンの使用による例会

進行により、円滑な運営の一助になりえたと考えます。 
委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
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７月例会にご出席いただき、誠にありがとうございました。開会前のマイクのトラブルで開会時間が若干押

してしまったこと、国家・ＪＣソング斉唱でＰＣと音響との接続がうまくいかず皆様にご迷惑をお掛けしたこ

と、改めてお詫び申し上げます。反省点といたしましては、リハーサル時に音響の確認をしていたとしても、

市民会館の備品は老朽化しており不具合の可能性があるため、開会前の最終確認を怠ったことです。対策とし

ては、念には念をいれ例会開始前にもう一度確認をすること、また、国歌・ＪＣソング・若い我らについては

備品の信頼性を確認できるまでは当分の間ＣＤ音源を使用するようにいたします。 

タイムスケジュールについては、上記の影響により進行が乱れてしまったことを重ねてお詫び申し上げます。

実際の進行につきましては、報告事項、臨時総会が予定より短くなったこと、トラブルによる進行の遅れ、入

会式が１０分程度押したことにより２５分程度早く終了致しましたが、その他においては皆様のご協力もあり

スムーズに進行が出来ました。 

翌月以降は今回の反省点を踏まえて、入念な確認を行い、確実な例会運営を心掛けて参りますので、よろし

くお願い致します。 

（引継事項） 

・例会プログラムの枚数が足りなかったため、人数分の用意が必要です。 
・例会の出席表を役職に関係なく、来た順番で書いて頂くよう促してください。 
・報告事項については、直前の昼常任で決定するため、しっかりと意思疎通を図り、運営する必要があります。 
・ＪＣＩクリード唱和、ＪＣＩミッション唱和、ＪＣＩビジョン唱和、ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和は、大

きな声で唱和できるよう周知徹底が必要です。 
・昼常任後、クリード等で発言するメンバーに変更がある場合は早めの連絡をお願い致します。 
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他１ ア （１）例会設営・企画及び運営 （８月） 

事業名称 ８月例会 
報告者 総務例会委員会 八木 健吾 
日程 ２０１７年８月１７日（木） １９：３０～２１：３２ 
場所 今治市民会館２階大会議室 
参加人数 ４９名 
外部協力者 該当なし 
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

共有を深める場を目的とします。また、各メンバーに例会の意義を再認識して頂くことで、出席率の向上を図

ります。 
事業内容 

１９：２７（１９：２７）  予鈴 
１９：３０（１９：３０）  開会・開会宣言      まちづくり担当室長 西部 祥平君 
１９：３１（１９：３０）  国歌・ＪＣソング斉唱 
１９：３３（１９：３２）  ＪＣＩクリード唱和      会員研修委員会 浮穴 智彦君 
１９：３４（１９：３３）  ＪＣＩミッション唱和     会員研修委員会 樫田 仁志君 
１９：３５（１９：３４）  ＪＣＩビジョン唱和      会員研修委員会 樫田 仁志君 
１９：３６（１９：３５）  ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和    

会員研修委員会 塩見 仁士君 
１９：３７（１９：３６）  理事長挨拶              理事長 廣川 怜史君 
１９：４２（１９：４３）  議事録作成人及び署名人指名      理事長 廣川 怜史君 
１９：４３（１９：４４）  配布資料の確認                   司会者 
１９：４４（１９：４５）  各委員会出席者数の確認               司会者 
１９：４６（１９：４６）  報告事項                      司会者 
２０：０８（２０：０３）  行事案内及び依頼事項        専務理事 阿曽 淳也君 
２０：０９（２０：０５）  協議事項               理事長 廣川 怜史君 
２０：１０（２０：０５）  例会委員会アワー              会員研修委員会 
２１：００（２１：１１）  例会スピーチ                会員研修委員会 
２１：１９（２１：２７）  監事総評                監事 武田 繁親君 
２１：２４（２１：３０）  会員消息                      司会者 
２１：２５（２１：３０）  交通安全宣言         会員研修委員会 廣田 純一君 
２１：２７（割   愛）  若い我等 
２１：２９（２１：３１）  閉会宣言         まちづくり担当室長 西部 祥平君 
２１：３０（２１：３２）  閉会 
事業目的達成の検証 

理事長挨拶や報告事項での出向者報告、委員会報告を聞き、会員間の情報共有と相互理解を深める場を設け

ることができたことは、例会の目的を果たせたのではないかと考えます。また、スクリーンの使用による例会

進行により、円滑な運営の一助になりえたと考えます。 
委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
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８月例会にご出席いただき、誠にありがとうございました。タイムスケジュールについては、例会委員会ア

ワーが１０分程度超過しましたが、若い我らを割愛したこと及び皆様のスムーズな進行へのご協力の結果、予

定より２分の遅れで終了しました。また、司会者が議事録作成人及び署名人指名を飛ばしてしまう場面もあり

ましたが、緊張しないよう入念にリハーサルをするべきでした。 
昨月からの懸念事項である音響につきましては、市民会館に配線の整理を依頼した結果、使用可能なもの以

外は廃棄されました。配線が確認できるまでＣＤ音源を使用する予定でしたが、ＣＤデッキがＣＤを読み込ま

ないという状況であったため、急遽ＰＣを使用した音響に変更しました。翌月以降の設営においてもＣＤ・Ｐ

Ｃどちらでも対応できるように準備しておく必要があります。 
（引継事項） 
・例会の出席表を役職に関係なく、来た順番で書いて頂くよう促してください。 
・報告事項については、直前の昼常任で決定するため、しっかりと意思疎通を図り、運営する必要があります。 
・ＪＣＩクリード唱和、ＪＣＩミッション唱和、ＪＣＩビジョン唱和、ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和は、大

きな声で唱和できるよう周知徹底が必要です。 
・昼常任後、クリード等で発言するメンバーに変更がある場合は早めの連絡をお願い致します。 
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他１ ア （１）例会設営・企画及び運営 （９月） 

事業名称 ９月例会 
報告者 いまばり未来育成委員会 越智 敦司 
日程 ２０１７年９月２１日（木） １９：３０～２１：３８ 
場所 今治市民会館２階大会議室 
参加人数 ５０名 
外部協力者 該当なし 
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

共有を深める場を目的とします。また、各メンバーに例会の意義を再認識して頂くことで、出席率の向上を図

ります。 
事業内容 

１９：２７（１９：２７） 予鈴 
１９：３０（１９：３０） 開会・開会宣言              副専務理事 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      いまばり未来育成委員会 越智 敦司君 
１９：３４（１９：３４） ＪＣＩミッション唱和     いまばり未来育成委員会 菊地 晴香君 
１９：３５（１９：３５） ＪＣＩビジョン唱和      いまばり未来育成委員会 菊地 晴香君 
１９：３６（１９：３６） ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和 いまばり未来育成委員会 長野 和博君 
１９：３７（１９：３７） 理事長挨拶                  理事長 廣川 怜史君 
１９：４２（１９：４４） 議事録作成人及び署名人指名          理事長 廣川 怜史君 
１９：４３（１９：４５） 配布資料の確認                       司会者 
１９：４４（１９：４６） 各委員会出席者数の確認                   司会者 
１９：４６（１９：４７） 報告事項                          司会者 
２０：０８（２０：１７） 行事案内及び依頼事項            専務理事 阿曽 淳也君 
２０：０９（２０：１９） 協議事項                   理事長 廣川 怜史君 
２０：１０（２０：２０） 例会委員会アワー                  総務例会委員会 
２１：００（２１：１６） 例会スピーチ                    会員研修委員会 
２１：１９（２１：３３） 監事総評                    監事 渡辺  仁君 
２１：２４（２１：３６） 会員消息                          司会者 
２１：２５（ 割 愛 ） 交通安全宣言         いまばり未来育成委員会 新居田拓也君 
２１：２７（ 割 愛 ） 若い我等 
２１：２９（２１：３７） 閉会宣言                 副専務理事 黒瀬 太樹君 
２１：３０（２１：３８） 閉会 
事業目的達成の検証 

理事長挨拶や報告事項での出向者報告、委員会報告を聞き、会員間の情報共有と相互理解を深める場を設け

ることができたことは、例会の目的を果たせたのではないかと考えます。また、スクリーンの使用による例会

進行により、円滑な運営の一助になりえたと考えます。 
委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
９月例会にご出席いただき、誠にありがとうございました。タイムスケジュールについては、報告事項で九
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分、例会委員会アワーが六分程度の超過がありました。報告者への連絡の際にタイムスケジュールの依頼をき

ちんと出来ていれば時間超過を防げたのではないかと思います。また、司会者が協議事項を飛ばしてしまう場

面もありましたので、もう少し入念にリハーサルをするべきでした。 
音響につきましては、市民会館の方で故障していたＣＤデッキを使用できるようにしていただいておりまし

たので、事前にＣＤ音源の確認も行い、ＰＣ音響が使えない場合の準備もでき、良かったと思います。パソコ

ン操作においてプレイバックとの映像切り替え作業で、緊張からか少しミスも発生しました。事前に繰り返し

練習をしましたが、操作が上手く出来るだけではなく、トラブルが発生した場合のシミュレーションを行う必

要があります。 
（引継事項） 
・例会プログラムがＪＣＩソング斉唱と記載されていましたので、プログラムの確認をお願いします。 
・マイクハウリングが起こる場面があったので、事前に音響確認をお願いします。 
・協議事項を二ケ月連続で飛ばしてしまいました。司会の方は事前に専務としっかり打ち合わせをお願いしま

す。 
・例会委員会アワー等壇上でプロジェクターを使用する場合は、国旗・ＪＣＩ旗のスタンドが必要なため、事

前に確認し必要な場合は準備お願いします。 
・例会の出席表を役職に関係なく、来た順番で書いて頂くよう促してください。 
・報告事項については、直前の昼常任で確認するため、しっかりと意思疎通を図り、運営する必要があります。 
・ＪＣＩクリード唱和、ＪＣＩミッション唱和、ＪＣＩビジョン唱和、ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和は、大

きな声で唱和できるよう周知徹底が必要です。 
・昼常任後、クリード等で発言するメンバーに変更がある場合は早めの連絡をお願い致します。 
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他１ ア （１）例会設営・企画及び運営 （１０月） 

事業名称 １０月例会 
報告者 総務例会委員会 八木 健吾 
日程 ２０１７年１０月１９日（木） １９：３０～２１：３４ 
場所 今治市民会館２階大会議室 
参加人数 ４８名 
外部協力者 該当なし 
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

共有を深める場を目的とします。また、各メンバーに例会の意義を再認識して頂くことで、出席率の向上を図

ります。 
事業内容 

１９：２７（１９：２７） 予鈴 
１９：３０（１９：３０） 開会・開会宣言              副理事長 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      まちづくり推進委員会 村上  艦君 
１９：３４（１９：３４） ＪＣＩミッション唱和     まちづくり推進委員会 大澤 広基君 
１９：３５（１９：３５） ＪＣＩビジョン唱和      まちづくり推進委員会 大澤 広基君 
１９：３６（１９：３６） ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和 まちづくり推進委員会 越智 宏幸君 
１９：３７（１９：３７） 理事長挨拶                 理事長 廣川 怜史君 
１９：４２（１９：４５） 議事録作成人及び署名人指名         理事長 廣川 怜史君 
１９：４３（１９：４６） 配布資料の確認                      司会者 
１９：４４（１９：４７） 各委員会出席者数の確認                  司会者 
１９：４６（１９：４７） 報告事項                         司会者 
２０：０８（２０：０８） 行事案内及び依頼事項           専務理事 阿曽 淳也君 
２０：０９（２０：０９） 協議事項                  理事長 廣川 怜史君 
２０：１０（２０：１０） 例会委員会アワー             いまばり未来育成委員会 
２１：００（２１：１０） 例会スピーチ                   会員研修委員会 
２１：１９（２１：２８） 監事総評                   監事 黒川 泰伸君 
２１：２４（２１：３２） 会員消息                         司会者 
２１：２５（ 割 愛 ） 交通安全宣言 
２１：２７（ 割 愛 ） 若い我等 
２１：２９（２１：３３） 閉会宣言                 副理事長 大澤匠之輔君 
２１：３０（２１：３４） 閉会 
事業目的達成の検証 

理事長挨拶や報告事項での出向者報告、委員会報告を聞き、会員間の情報共有と相互理解を深める場を設け

ることができたことは、例会の目的を果たせたのではないかと考えます。また、スクリーンの使用による例会

進行により、円滑な運営の一助になりえたと考えます。 
委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
１０月例会へご出席頂き、誠にありがとうございました。タイムスケジュールについては、１０分超過した
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ことにより、交通安全宣言・若い我等を割愛しましたが４分ほど終了が遅れてしまいました。その他は、皆様

のスムーズな進行へのご協力の結果、スケジュール通り進行できました。 
開始直前にバタバタしてしまいご迷惑をおかけしました。委員長以外でも設営のチェックを行うメンバーが必

要だと思いました。 

（引継事項） 

・報告事項については、直前の昼常任で決定するため、しっかりと意思疎通を図り、運営する必要があります。 

・ＪＣＩクリード唱和、ＪＣＩミッション唱和、ＪＣＩビジョン唱和、ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和は、大

きな声で唱和できるよう周知徹底が必要です。 

・国旗を掲げている場合、常任理事席に国旗を置かないように気を付けてください。 
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他１ ア （１）例会設営・企画及び運営 （１１月） 

事業名称 １１月例会・第１０３回臨時総会 
報告者 総務例会委員会 八木 健吾 
日程 ２０１７年１１月１６日（木） １９：３０～２１：０１ 
場所 今治市民会館２階大会議室 
参加人数 ５０名 
外部協力者 該当なし 
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

共有を深める場を目的とします。また、各メンバーに例会の意義を再認識して頂くことで、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 山岡 太郎君 
１９：３１（１９：３１）  国歌・ＪＣソング斉唱 
１９：３３（１９：３４）  ＪＣＩクリード唱和     総務例会委員会 白石 隆志君 
１９：３４（１９：３５）  ＪＣＩミッション唱和    総務例会委員会 玉井  宏君 
１９：３５（１９：３５）  ＪＣＩビジョン唱和     総務例会委員会 玉井  宏君 
１９：３６（１９：３６）  ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和 

総務例会委員会 八木 健吾君 
１９：３７（１９：３７）  理事長挨拶             理事長 廣川 怜史君 
１９：４２（１９：４３）  議事録作成人及び署名人指名     理事長 廣川 怜史君 
１９：４３（１９：４４）  配布資料の確認                  司会者 
１９：４４（１９：４４）  各委員会出席者数の確認              司会者 
１９：４６（１９：４５）  報告事項                     司会者 
２０：２２（２０：２０）  行事案内及び依頼事項       専務理事 阿曽 淳也君 
２０：２３（２０：２１）  協議事項              理事長 廣川 怜史君 
２０：２４（２０：２３）  第１０３回臨時総会            総務例会委員会 
２１：１９（２０：５０）  監事総評               監事 渡辺  仁君 
２１：２４（２０：５５）  会員消息                     司会者 
２１：２５（２０：５６）  交通安全宣言        総務例会委員会 神野 健治君 
２１：２７（２０：５８）  若い我等 
２１：２９（２１：００）  閉会宣言             副理事長 山岡 太郎君 
２１：３０（２１：０１）  閉会 
事業目的達成の検証 

理事長挨拶や報告事項での出向者報告、委員会報告を聞き、会員間の情報共有と相互理解を深める場を設け

ることができたことは、例会の目的を果たせたのではないかと考えます。また、スクリーンの使用による例会

進行により、円滑な運営の一助になりえたと考えます。 
委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
１１月例会にご出席いただき、誠にありがとうございました。総会が３０分程度早く終了したこと以外は、
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ほぼ予定のタイムスケジュール通りの進行が出来ました。報告事項の対象者はいつもの月より多かったのです

が、皆さまの円滑な進行へのご協力の結果であると思います。改めて、ありがとうございます。 
クリード等の担当、総会運営、全員対象の報告事項と通常より忙しい中、若干運営面で余裕がありませんで

した。当初から想定できることですので、委員会メンバーへしっかりとした周知をおこなうべきでした。 
翌月は１２月例会・卒業式です。しっかりと確認を行い、確実な例会運営を心掛けて参りますので、よろし

くお願い致します。 
（引継事項） 
・例会の出席表を役職に関係なく、来た順番で書いて頂くよう促してください。 

・報告事項については、直前の昼常任で決定するため、しっかりと意思疎通を図り、運営する必要があります。 

・ＪＣＩクリード唱和、ＪＣＩミッション唱和、ＪＣＩビジョン唱和、ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和は、大

きな声で唱和できるよう周知徹底が必要です。 
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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 吉本悠太郎 
日程 ２０１７年６月１５日（木） ２０：０４～２０：５９ 
場所 今治市民会館２階大会議室 
参加人数 ５３名 
外部協力者 該当なし 
事業目的 

入会証を理事長に授与していただくことにより、今治青年会議所の一員としての誇りと自覚を持っていただ

きます。その後、新入会員に自己紹介をして頂き、メンバー全員で祝福し、メンバーと早く打ち解けてもらう

事を目的とします。 
事業内容 

２０：０４  開会 
２０：０５  入会証・ＪＣバッヂ・ネームプレート授与 
       新入会員自己紹介・ＰＲ及び紹介 
２０：５４  歓迎の言葉 
２０：５９  閉会 
事業目的達成の検証 

本年度は５名の新たな同志に入会していただくことが出来ました。 
全員の前で、一人一人が理事長から入会証を授与され、直前理事長からバッヂ・ネームプレートを付けても

らうことで誇りと自覚を持つことができたと思います。 
自己紹介では例年以上に新入会員とメンバーの距離の近い自己紹介となり、メンバーと新入会員の打ち解け

るきっかけになったと思います。 
委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
５名の新入会員を迎え、入会証・バッヂ・ネームプレート授与は厳かに、自己紹介は和やかに行うことが出

来ました。今回、プロフィール表の作成・配布、紹介者による新入会員の紹介、メンバーからの質問タイムの

３つを新しい試みとして行いました。プロフィール表では自己紹介だけではわからないことなどを書き入れる

ことで新入会員のことをより深く知ることができ今後も話すきっかけになると思います。紹介者による新入会

員の紹介では紹介者が少し目立ちすぎてしまいましたが、新入会員にとっては心強かったと思います。質問タ

イムでは自己紹介とプロフィール表を基にメンバーの皆様から積極的に質問を頂きメンバーと新入会員のコ

ミュニケーションがとれる時間になりました。全体を通して、２０１７年度会員拡大委員会らしい入会式がで

きたと思います。 
（引継事項） 
入会証・バッヂ・ネームプレート授与は厳かに、自己紹介は和やかにすることでメリハリのある入会式が行

えます。 
プロフィール表は入会式のみならず、今後の話すきっかけになりメンバーと打ち解けるために非常に効果的

だったのではないかと思います。 
紹介者による紹介では新入会員の緊張を和らげ、自己紹介の補足を行うことで、新入会員のアピールの補足

にはなったが、紹介者のほうが目立っていたのは課題です。もし行う場合工夫が必要だと思います。 
 質問タイムでは現役メンバーと新入会員が直接会話をすることで距離が縮まりメンバーと早く打ち解ける
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きっかけになったと思います。 
上記３つの試みは非常に有効的な方法ではありましたが、もし行う場合、人数によっては時間の調整が必要

だと思います。 
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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 １２月例会・卒業式の設営・企画及び運営 
報告者 総務例会委員会 八木 健吾 
日程 ２０１７年１２月２１日（木） １７：００～２０：０３ 
場所 今治国際ホテル２Ｆ クリスタルホールＡ 
参加人数 ４９名 
外部協力者 該当なし 
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において １０名の卒業生の功績を称え、感

謝の想いと敬意を表し、加えて全てのメンバーで本年度を振り返り、喜びや苦労を分かち合い２０１８年度に

向けた一層の団結力強化を図ります。 
事業内容 

１６：５７（１６：５７）  予鈴  
１７：００（１７：００）  オープニング 
１７：０２（１７：０２）  開会・開会宣         副理事長     神道 裕介君 
１７：０３（１７：０３）  国歌・ＪＣソング斉唱 
１７：０５（１７：０５）  ＪＣＩクリード唱和      会員拡大委員会  中内 健太君 
１７：０６（１７：０６）  ＪＣＩミッション唱和     会員拡大委員会  西原孝太郎君 
１７：０７（１７：０７）  ＪＣＩビジョン唱和      会員拡大委員会  西原孝太郎君 
１７：０８（１７：０８）  ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和 

会員拡大委員会  砂田真由子君 
１７：０９（１７：０９）  理事長挨拶              理事長  廣川 怜史君 
１７：１４（１７：１６）  議事録作成人及び署名人指名      理事長  廣川 怜史君 
１７：１５（１７：１７）  配布資料の確認                    司会者 
１７：１６（１７：１８）  各委員会出席者数の確認                司会者 
１７：１７（１７：２０）  報告事項              専務理事  阿曽 淳也君 
１７：３２（１７：３１）  行事案内及び依頼事項        専務理事  阿曽 淳也君 
１７：３３（１７：３１）  協議事項               理事長  廣川 怜史君 
１７：３４（１７：３３）  会員褒賞                   総務例会委員会 
１８：０４（１８：００）  プレジデンシャルリース伝達・理事長バッジ交換 
１８：０９（１８：０５）  ２０１８年度理事長挨拶 

２０１８年度理事長予定者  山岡 太郎君 
１８：１４（１８：０８）  会員消息                       司会者 
１８：１５（１８：０９）  ２０１７年度プレイバック 
１８：２１（１８：１５）  卒業式 
１９：３１（１９：５６）  監事総評                監事  武田 繁親君 
１９：３６（２０：００）  交通安全宣言         会員拡大委員会  山本 祐司君 
１９：３８（２０：０２）  閉会宣言           副理事長     神道 裕介君 
１９：３９（２０：０３）  閉会 
事業目的達成の検証 

（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で、１０名の卒業生の功績を称え、感謝の想
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いと敬意を表し、加えて全てのメンバーで本年度を振り返り、喜びや苦労を分かち合い２０１８年度に向けた

一層の団結力強化を図ることができました。 
委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
まず、１２月例会・卒業式にご出席頂きありがとうございました。開始時刻が例年より早い１７：００とな

ったにもかかわらず、多くのメンバーにご出席頂き、また運営面においても登壇者の皆様には円滑な進行に協

力頂き、改めてありがとうございました。そして、皆様のご助力の結果、２０１７年度卒業生１０名の皆様の

お祝いが出来たことに感謝致します。 
反省点と致しましては、リハーサルの時間が足りず、開場前まで準備に時間がかかったこと、賞状に押印を

していなかったことがあります。より一層入念な準備が必要でした。 
（引継事項） 
例年通り１４時からの準備・設営でしたが、開始時間も早まったため準備の時間が少し足りませんでした。

前もって、準備の段取りを明確化することが必要です。 
会員褒賞等の対象登壇者については、事前に資料を配信し確認した上で、当日に臨んだ方が効果的です。 
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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 吉本悠太郎 
日程 ２０１７年１月～２０１７年１１月 
場所 該当なし 
参加人数 該当なし 
外部協力者 該当なし 
事業目的 

志高い人材を発掘するため、当委員会が先頭に立ち、計画性を持って、全メンバーを巻き込み連動した拡大

活動を展開することを目的とします。 
事業内容 

＜会員拡大の推進について＞ 

前年度からの引継ぎも含め、候補者リストの更新・リストアップや拡大パンフレットの作成 

候補者に対して拡大パンフレットの配布、同伴委員会への誘導 

例会や理事会で、会員拡大の現況報告や拡大推進のお願い 

例会委員会アワーによるメンバー全体の拡大意識の向上 

シニアメンバーへの拡大ＰＲ（シニア例会への出席） 

入会候補者説明会を開催 

新入会員入会式を開催 

新入会員向オリエンテーション 

新入会員の事業への参加推進 

新入会員による事業を開催 

次年度へ引継ぎ 

＜タイムスケジュール＞ 

２０１６年１１月～１２月  準備期間 

前年度からの引継ぎ 

候補者リストの更新・新入会員候補のリストアップ 

拡大パンフレットの作成 

２０１７年 １月～ ５月  拡大強化期間 

新入会員候補者リストアップ 

拡大パンフレットの配布、拡大運動 

各委員会での候補者の情報収集 

同伴委員会の実施 

シニア例会への参加 

２０１７年 １月～１１月  セミナーへの参加推進 

拡大セミナーをはじめとした各種セミナーへの参加 

２０１７年 ２月      例会委員会アワーにて会員拡大の意義と意識の向上 

メンバーに会員拡大における意義と意識の向上 

２０１７年 ４月～ ５月  入会候補者説明会 

入会候補者説明会（懇親会）の開催 

２０１７年 ６月      入会式 
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入会式の準備・運営 

２０１７年 ７月      新入会員向けオリエンテーション 

オリエンテーション（通例では、専務理事によるオリエンテーション） 

２０１７年 ７月～１１月  事業への参加推進・次年度に向けた拡大運動 

青年会議所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 

交流会の開催 

２０１７年 ７月～１０月  新入会員による事業 

新入会員による事業の企画と運営 

２０１７年１１月      引継ぎ 

事業目的達成の検証 

拡大ツールの見直しを行い、より拡大活動が行いやすいパンフレットの作成を行いました。例会委員会アワ

ーでは拡大活動の重要性と手法の説明を行い、さらに週に１度、拡大進捗状況をメーリングすることで、メン

バーの会員拡大への意識向上に繋がったのではないかと思います。しかし、最大の目的である会員数の拡大に

ついては、通年と比べても残念ながら達成できたとは言い難く、また、連動性や計画性については不十分であ

り、目標達成には及ばなかったと考えます。 
委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
今年度は例年と少し違った新しい試みをいくつか行いました。まず、拡大ツールであるパンフレットの見直

しです。全国の拡大に成功したＬＯＭのパンフレットを参考に内容を一新し、ページ数を増やし、候補者の方

が少しでも青年会議所を理解できるようなパンフレットの作成を行いました。有効に感じられた場面もあり、

特に候補者に訪問した際説明しやすく、相手にも理解していただきやすくなったと思います。しかし反省点と

して、前年からの予算を増額させて頂いた結果、入会数が目標に達成しなかったことは反省しなければならな

いと思います。今年入会したメンバーからは、昨年よりＪＣについてわかりやすくなっていたが、説明なしで

パンフレットだけを見た場合活動がわかりづらかったようです。メンバー・先輩の声、メンバー企業・先輩企

業一覧は入会への一助になり、入会後にも役にたったという意見でした。 
また、理事長協力のもと、先輩方の集まる会にも参加させて頂き、拡大活動へのご協力のお願いと情報収集

を行いました。皆様のご協力あって２０１７年度は６名の志高い仲間を入会へ導くことができました。入会人

数は満足のいく結果とはなりませんでしたが、会員拡大は継続事業ですので、次年度以降に繋がるよう、最後

まで活動してまいりますので引き続き宜しくお願い致します。 
入会金、会費等の変更については相当の配慮、検討、検証が必要と考えられます。 

（引継事項） 
今年度の新入会員６名のうち、５名が今年リストアップされたメンバーで、１名が昨年までの活動が繋がり

入会したメンバーでした。会員拡大は継続事業であり引継ぎがとても重要ではありますが、メンバー全員が会

員拡大について、常にアンテナをはり情報収集をする必要があると感じました。昨年の引継ぎをしっかりでき

なったことは反省点です。早い時期に前年度からの情報の引継ぎが出来ていれば、違った結果になったかもし

れません。少しスタートが遅くなったことは否めません。次年度段階の早い時期に引継ぎ、早くスタート、動

き出すことが大事です。 
パンフレットは、内容を充実させ写真も入れることで、訪問し説明するときに非常に説明しやすくなったこ

とと、候補者の方も入会してからのイメージがもてやすくなったのではないかと思います。今年は大幅変更と

いう初めての試みでしたので、以前のものと比較し、さらによりよいものを作って下さい。しかし、年々会員

数の減少からくる全体予算現象の中、パンフレットに予算を割くことの意味は、都度、考えてください。作成
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部数は２５０部で、シニアクラブ例会で５０部、説明会で４０部、現役メンバーに６０部、拡大委員会メンバ

ーがいつでも拡大ができるように２・３部ずつ持っており、残りは１０部ほどになっております。残りも年内

に配布完了する予定です。今年初めてシニア例会で拡大活動への協力のお願いの意味も込めてパンフレットを

配布させて頂きました。明確な効果はわかりませんが、先輩から候補者のご紹介や情報提供は多々ありました

ので、配布することをお勧めします。 
説明会については、複数回行うと効果的だと思います。内容については、説明会のどこに重点を置くかで場

所や設えを考える必要があります。公式・非公式・大・小を問わず、仲間を増やすことを意識してどんどん開

催することで、候補者と距離が近づくと思います。 
先輩からのご紹介も非常に大切ですので、シニアクラブ例会をはじめ、諸先輩方の様々な会に参加することを

お勧めします。 
本年度県内でも拡大に大成功したＬＯＭもあります。各種会議や大会に積極的に参加し交流を図り、情報の

共有や手法などをヒアリングすることをお勧めします。 
週に１回、拡大の進捗状況をメンバー全員にメーリングなどを使い発信することで、情報の共有を図り、全

体事業であるという当事者意識を持ってい頂く機会になると思います。 
ま た、入会式の議案にて予算を組んでいる新入会員の集合写真についてですが、６月以降に入会する方もい

ると思いますので、写真撮影の予算については拡大推進議案に予算があったほうが臨機応変に対応できるので

はないかと思いました。 
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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 入会候補者説明会 
報告者 会員拡大委員会 吉本悠太郎 
日程 第１回 ２０１７年４月２１日（金） １９：００～１９：５３ 

第２回 ２０１７年５月２０日（土） １９：００～１９：４８ 
場所 第１回 和風レストラン笹 

第２回 和風レストラン笹 
参加人数 第１回 入会対象者２１名、（公社）今治青年会議所メンバー２９名 

第２回 入会対象者１２名、（公社）今治青年会議所メンバー２５名 

外部協力者 該当なし 
事業目的 

（対外目的） 
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。 

（対内目的） 
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 

＜第１回 入会候補者説明会＞ 

１８：３０～１９：００（３０分）   受付 

１９：００～１９：０１（ １分）   開会 

１９：０１～１９：０５（ ４分）   理事長挨拶 

１９：０５～１９：０６（ １分）   趣旨説明 

１９：０６～１９：２４（１８分）   青年会議所の目的 

                   今治青年会議所の活動内容 

パンフレットに沿って説明 

１９：２４～１９：３３（ ９分）   委員会説明 

１９：３３～１９：３９（ ６分）   クラブ紹介 

１９：３９～１９：５１（１２分）   質疑応答 

                   候補者３人一組のグループに分かれて現役メンバーに質問 

１９：５１～１９：５３（ ３分）   お礼の言葉 

 
＜第２回 入会候補者説明会＞ 

１８：３０～１９：００（３０分）   受付 
１９：００～１９：０１（ １分）   開会 
１９：０１～１９：０４（ ３分）   理事長挨拶 
１９：０４～１９：０６（ ２分）   趣旨説明 
１９：０６～１９：２０（１４分）   青年会議所の目的 

今治青年会議所の活動内容 
                   パンフレットに沿って説明 
１９：２０～１９：３０（１０分）   クラブ紹介 
１９：３０～１９：４５（１５分）   質疑応答 
                   候補者３人一組のグループに分かれて現役メンバーに質問 
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１９：４５～１９：４８（ ３分）   お礼の言葉 
事業目的達成の検証 

＜第１回 入会候補者説明会＞ 

今回、２１名の候補者にご参加いただきました。懇親会場で説明会を行うことで全員が懇親会にもご参加い

ただけました。説明会では今治青年会議所の活動をご理解いただき、懇親会では、説明会で聞きづらかったこ

とや、プライベートな話しで入会へ向け大きく前進したと思います。しかし、まだ申込書を頂いておりません

ので、今後入会へ向け努力していきたいと思います。 
＜第２回 入会候補者説明会＞ 

今回、１２名の候補者にご参加いただきました。前回同様、懇親会と同じ会場で説明会を行うことで、全員

が懇親会にも参加して頂けました。説明会では 我々がどのような目的でどのような活動をしているかをご理

解頂けました。アンケート結果にもあるように半数以上の方が入会への気持ちが５０パーセント以上の気持ち

を持って頂けました。 
委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
説明会と懇親会を同じ会場にすることで参加者全員が懇親会に参加していただき、交流を深めることができ

ました。私自身も、参加者全員と名刺交換とお話をさせて頂く機会ができ非常に良かったです。 
 質疑応答をグループに分けることにより、大勢の前では聞きづらいこともメンバーが率先して話しかけてく

ださり、雰囲気よく非常に有意義な時間にすることができました。 
（引継事項） 
アンケートをとったことはよかったが、内容はもう少し書きやすく具体的なものがよかったと思います。 

 説明会と懇親会を同じ会場で行うことで全員が懇親会にも参加いただけ、メンバーと候補者だけでなく候補

者同士も交流することができました。 
 質疑応答も全体ではなく小グループで行うことで候補者の方も聞きやすかったと思います。さらに説明会の

感想なども聞くことが出来ました。 
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他１ ウ （１）対内研修事業の企画及び運営 

事業名称 対内研修事業 ＪＣゲーム 
報告者 会員研修委員会 浮穴 智彦 
日程 ２０１７年５月１９日（金） １９：００～２０：４６ 
場所 ＪＡおちいまばり本店 会議室 
参加人数 ３２人 
外部協力者 トレーナー 中村雄一郎君（一般社団法人児島青年会議所） 

事業目的 

トレーナーを招き日本ＪＣプログラム「ＪＣゲーム」を行います。ゲームを通じて積極性・体験・気づきの

重要性を学び、１人のＪＡＹＣＥＥとしての自覚を持ち、今後のＪＣ活動・運動を質の高いものにさせるきっ

かけとします。 

事業内容 

１９：００（１９：００）     開会 

１９：０１（１９：０１）     理事長挨拶     理事長 廣川 怜史君 

１９：０６（１９：０３）     趣旨説明      委員長 浮穴 智彦君 

１９：０９（１９：０５）     トレーナー紹介 

１９：１２（１９：０６）     トレーナーによるセミナー 

                         トレーナー 中村雄一郎君 

２０：４２（２０：３９）     謝辞       副理事長 大澤匠之輔君 

２０：４６（２０：４１）     アンケート記入 

２０：４９（２０：４６）     閉会 

事業目的達成の検証 

トレーナーの分かりやすく説得力のある説明を受けながら、ＪＣゲームを行うことで、ＪＣ活動を楽しみな

がら疑似体験できました。興味深い内容で、グループに分かれ声も出しながら、ＪＣライフの流れ、積極性・

体験・気づきのスパイラルの重要性について十分学べたと感じております。今後のＪＣ活動・運動を質の高い

ものにするきっかけとなりました。 

 また、下記のアンケート結果のように、セミナー内容について、トレーナーの評価について高い評価をいた

だきました。アンケート結果の一部を参考資料に入れておりますが、協力し合う大切さや事業に取り組む姿勢

など、参加者それぞれに学びとなったかと思います。 

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     ３１名 

  やや理解できた    １名 

  わかりにくい     ０名 

  全くわからない    ０名 

２.トレーナーへの評価をお願いします。 

  とても良い     ３１名 

  良い         １名 

  普通         ０名 

  良くない       ０名 

 とても良くない    ０名 
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委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
ほぼ時間通りに事業を終了することができました。参加人数については、もう少し集まっていただき学んで

いただきたかったです。実際のＪＣライフは一度ですが、疑似体験することで、違う角度から自分自身を見る

ことで、今後いかに活動するのか見直すきっかけになったのではないかと感じております。 

（引継事項） 
・今年は、京都会議で研修プログラムがなく、受講することができませんでした。相談ブースはあったため、

相談の上、他のＬＯＭでの研修プログラムを事前に受講することができました。今後の参考にしていただけれ

ばと思います。 
・日本プログラムには、様々なものがあります。その時々の課題などに応じてプログラムを取り入れた事業を

実施することで、メンバーにとって質の高い研修が受けられると感じます。 
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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 ２月例会委員会アワー 
報告者 会員拡大委員会 吉本悠太郎 
日程 ２０１７年２月１６日（木） ２０：２１～２１：０１ 
場所 今治市民会館２階大会議室 
参加人数 ４９名 
外部協力者 該当なし 
事業目的 

会員拡大は全体事業であるという意識向上と、手法の共有化による底上げを目的とします。 
事業内容 

２０：２１～２０：２３（２分）   準備・資料配布 
２０：２３～２０：２４（１分）   開会 
２０：２４～２０：２６（２分）   趣旨説明 
２０：２６～２０：３２（６分）   「会員の現状と今後」 
２０：３２～２０：５５（２３分）  勧誘のロールプレイング 
                  ロールプレイング内容 

①候補者の会社訪問 
②自己紹介・アイスブレイク 
③パンフレットに沿った今治ＪＣの説明 
④次回（説明会）のアポ取り 

２０：５５～２０：５７（２分）   質疑応答 
２０：５７～２１：０１（４分）   総括 
事業目的達成の検証 

今回の例会員会アワーでは、（公社）今治青年会議所の現状と今後を考えていただき、なぜ会員拡大を行う

のかということを説明し、会員拡大は他人事ではなく全体事業であるという意識付けができたと思います。さ

らに、ロールプレイングにて実際の勧誘の仕方、断り文句への回答例を出すことで、手法の共有化を図り、入

会歴の浅いメンバーを中心に意識向上とスキルの底上げが出来たと考えます。 
委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
ロールプレイング内での質問の時間を多く見積もりすぎ、ロールプレイングが予定より９分早く終わってし

まいました。これは、リハーサルはもちろん、委員会で打ち合わせを十分にすれば防ぐことが出来たと思いま

す。 
会員拡大の本当の意義を伝えることが出来、手法の共有化が出来たことは良かったと思います。さらに、入

会歴の浅いメンバーにとっては意識向上とスキルアップが図れたと思います。 
（引継事項） 
質問をする場合は、いきなり個人に当てるのではなく、事前に質問を発表するか、４～５人のグループで話

し合ってから発表してもらうことで、よりよい意見が出るのではないかと思いました。 
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他１ ウ （２）例会委員会アワーの企画及び運営 （３月） 

事業名称 ３月例会委員会アワー 
報告者 会員研修委員会 浮穴 智彦 
日程 ２０１７年３月１６日（木） １９：５８～２０：４８ 
場所 今治市民会館２階大会議室 
参加人数 ４９名 
外部協力者 該当なし 
事業目的 

「健康経営」について知識を深め、会社経営の中に「健康づくり」を取り入れる手法や心身の不調がもたら

すリスク、参考事例などを学びます。また、「ストレスチェック」や健康法など、具体的にその効果やポイン

トを学ぶことで、健康への意識を高めます。そして、自分の心身の健康管理や、従業員への発信など会社経営

に生かすきっかけとすることを目的とします。 
事業内容 

２０：０１（１９：５８）   開会・趣旨説明 
２０：０４（２０：０１）   第１部 「健康経営」について発表 
                ・健康経営とは何か、その背景 
                ・健康経営の参考事例・経営者の役割 
                ・ストレスチェックの活用法（国が行う健康経営の参考事例として発表        
                ・会社での実践例などを発表 
２０：２７（２０：１９）   第２部 「健康経営」について実演 

・健康バトル（青年会議所という組織を会社に見立てて、松山と今治の２

チームに分かれて、ツボ刺激・ヨガなどのストレッチを行う） 
・事前に各自に資料を準備し、実演を見て楽しみながら、ツボについて知

る。また、健康と関わりの深い身体の柔軟性、筋力に関わるバトルも行

い要領や効果を学ぶ。                      
２０：４８（２０：４５）   総括 
２０：５０（２０：４７）   閉会 
事業目的達成の検証 

第１部では、健康経営の重要性をある程度認識頂けたかと思います。ストレスチェックについては、解説が

あって良かったというご意見、今回のものと、ＪＣ版のストレスチェックというものも用意しても良かった、

というご意見など頂きましたが、気づきを与える機会になったかと思います。また、第２部では、交流しなが

ら具体的な健康法について学び、全体を通じて、会社経営などに活かすきっかけにできました。 

委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
基本方針にもある、健全な心身を有する人財を育成する、またリーダーの育成ということでテーマは「健康

経営」を選びました。今回の事業を通じて、少しでも持ち帰ってもらえる点があったかと思います。私自身、

会社を経営する上で、健康は基本であることを改めて気づかせて頂きました。 
例会委員会アワーの持ち時間について、全体的には予定通りでした。リハーサルなど重ねる中で、第２部の

時間がより必要になることが判明し、第１部についてはポイントを絞る形にしました。 
（引継事項） 
引継事項としまして、リハーサルは重要であるということです。特に実際の会場にてリハーサルを行うこと
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で、道具の配置や人の動きなど修正する点が見つかります。タイムスケジュールを考え直す必要も発生するこ

とがありますので、特に合同公式訪問例会の場合、綿密に行う必要があると感じました。 
また、愛媛ブロックの方々にも第２部でご協力頂ければ交流という意味では良かったかと思います。さらに、

健康経営の実例をメンバーに発表してもらえる時間を設ければ、メンバー間の交流や自社の会社で活かすきっ

かけになりやすかったかと思います。今後の合同公式訪問例会に活かして頂ければと思います。 
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他１ ウ （２）例会委員会アワーの企画及び運営 （４月） 

事業名称 ４月例会委員会アワー 
報告者 まちづくり推進委員会 村上  艦 
日程 ２０１７年４月２０日（木） ２０：１５～２１：０３ 
場所 今治市民会館２階大会議室 
参加人数 ４９名 
外部協力者 該当なし 
事業目的 

青年会議所は政治的に中立的な立場や社会的課題への取り組みなど、公開討論会を行うためには最も適して

いる団体です。今治ＪＣ公開討論会を行うことによって、まずはメンバーがこの公開討論会がどういったもの

か実際に見て知ることで、何故必要であり重要なのかを理解し今後のＪＣ活動にも活かせることを目的としま

す。 
事業内容 

２０：１０ （２０：１５）   準備 
２０：１２ （２０：１７）   今治ＪＣ公開討論会開会・趣旨説明 
２０：１７ （２０：２０）   進行方法の説明 
２０：２２ （２０：２４）   登壇（コーディネーター及び立候補予定者） 
２０：２３ （２０：２５）   立候補予定者の自己紹介・スピーチ 
２０：２８ （２０：２８）   討論会 テーマ①会員拡大の手法について 
２０：３７ （２０：３６）   討論会 テーマ②今治ＪＣで特に自己成長に繋がることは？ 
      （２０：４６）   討論会 テーマ③今治の良いところと改善するところ 
      （２０：５０）   討論会 テーマ④ＪＣの神髄とは？ 
２０：５１ （２０：５７）   質疑応答 
２０：５５ （２０：５８）   投票 
２０：５８ （２１：００）   総括 
２１：００ （２１：０３）   閉会 
事業目的達成の検証 

今治ＪＣ公開討論会では理事長選挙を想定してリンカーンフォーラム方式で行うことで、真剣な空気がメン

バーにも伝わり、より興味を持ってくれるような事業になったと思います。また、泡沫候補の説明も資料をプ

ロジェクターで映しながら説明することで、よりわかりやすくメンバーにも伝わったと思います。しかし公開

討論会がどういったものかという部分については、理事長選挙という手法が先行して伝えきれていない部分も

あったと思います。これに対しては、公開討論会を理事長選挙以外の方法でも開催できることがわかるような

説明が必要でした。 
委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
私自身も去年末に今治市長選挙公開討論会の準備をさせていただき、そこで初めて公開討論会について知り

ました。今回の今治ＪＣ公開討論会でメンバーにもこの公開討論会がなぜ必要であり、またリンカーンフォー

ラム方式についてもどういったものかご理解頂けたと思います。問題点としては今回の事業内容で質疑応答を

当日メンバーから候補者への質問を行う予定でしたが、これはリンカーンフォーラム方式では禁止されている

ということを指摘いただき、質疑応答は公開討論会に対しての質問をしてもらう内容に変更しました。今回理

事長選挙を想定しての公開討論会だった為、事前のアンケートの質問設定から壇上の動きなど細かな確認が必
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要でしたが、メールでのやり取りだった為、候補者の方に伝わっていない部分もありました。当日の討論テー

マを映し出したスクリーンが候補者側には見えず、質問の意図が理解できていない候補者もいた為、候補者の

方への配慮不足だったと思いました。これが本当の選挙だった場合もっと綿密な打ち合わせと配慮が必要にな

るので、設える側は常に候補者の方とコーディネーターの方とのやりとりが必要と思いました。 
（引継事項） 
・リンカーンフォーラムの公開討論会マニュアルを参考にし、中立公平な設えをする必要があります。 
・今回は候補者への質問はすべて同じでしたが、ひとつの質問で反対派と賛成派にわかれて議論をするのも良

いと思います。 
・今回の討論会では最後に質疑応答の時間を設けましたが、特に質問が無かった為、最後にアンケート用紙を

配り、感想を書いてもらうことも必要だと思いました。 
・討論テーマについて各候補者が明確な意見を持つように配慮し、テーマと意見を資料にまとめ配布すること

で候補者やメンバーが意見を把握しやすくするための方法が必要だと思いました。 
・公開討論会では当日の参加者から候補者への質問は禁止されているため、設える側は公開討論会マニュアル

の公開討論会Ｑ＆Ａを参考に事業内容の精査をする必要があります。 
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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 ５月例会委員会アワー 
報告者 会員研修委員会 浮穴 智彦 
日程 ２０１７年５月１８日（木） ２０：１２～２１：０１ 
場所 今治市民会館２階大会議室 
参加人数 ４４名 
外部協力者 株式会社西日本観光 代表取締役 田中 克尚様 
事業目的 

講師をお招きして、コーチングの手法について学びます。それにより、皆様それぞれの立場に応じた会社で

の社員に対する指導の仕方、良い人間関係を築くための手法を知り、今後に活かして頂きます。 
事業内容 

２０：１０（２０：１２）   会場設営・準備 

２０：１１（２１：１３）   開会・趣旨説明    委員長 浮穴 智彦君 

２０：１４（２０：１５）   講師・プロフィール紹介 

２０：１５（２０：１５）   「コーチング」でコミュニケーションスキルアップ 

講演 田中 克尚先輩 

                ・コーチングとは 

                ・コーチングの基本 

                ・簡単なロールプレイング 

                 「幸せの旅」、テーマ：私の幸せの実現 

２０：５８（２０：５９）   室長謝辞・記念品贈呈  室長 青野 耕士君 

２０：５９（２１：０１）   閉会 

事業目的達成の検証 

田中先輩にご講演をいただくことで、コーチングとは何か学び、ロールプレイングによりコーチングの活用

の仕方を学べました。分かりやすく丁寧に話していただき、今後の仕事における社員とのコミュニケーション

や、ＪＣ活動、家庭においても活かせる研修になったかと考えます。 
委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
しっかりと聞いていただきありがとうございました。様々な分野で活躍され、コーチングについて数多くの

講演や仕事もされている田中先輩にご講演いただくことで、メンバーにとって大きな学びあったと考えます。

今回の講演の為に、事業日間際まで、パワーポイント資料の内容を検討し、作成されました。添付資料にもポ

イントをまとめましたが、非常にわかりやすい内容だったかと思います。私自身、コミュニケーションにおけ

る意識の仕方やスキルについてなど、気づく部分も多く、ロールプレイングにより、今後の自分の行動に確か

な変化があると確信しております。 
（引継事項） 
・講師の方に来ていただく例会委員会アワーでは、どの時点からご参加いただけるか早めに確認が必要です。

その時間により、例会の設営や紹介など、他の委員会やメンバーに影響がでる為です。 
・今回は、事業にあたり、事前に田中先輩のご講演をお聞きすることができました。もしそれが難しい場合は、

内容などについて書物などで調べたり聞いたりと、知る工夫が必要だと感じました。 
・プロジェクターで壁に資料を写していただきましたが、国旗、ＪＣ旗にかかる部分もありました。資料の内

容によっては、国旗、ＪＣ旗はたてて行うことも検討する必要があります。 
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・今回の田中先輩はＪＣで２回目の講演です。今後も、前回の講演内容がわかるものがあるならば参考資料に

概要をつけるなど、講演内容が重複しないような注意・工夫が必要ですので対応してください。 
（参考）前回は２０１２年１０月例会において、コーチングのプロとしてのお話と、ＪＣ生活についてのお話

でした。 
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他１ ウ （２）例会委員会アワーの企画及び運営 （８月） 

事業名称 ８月例会委員会アワー 
報告者 会員研修委員会 浮穴 智彦 
日程 ２０１７年８月１７日（木）２０：０５～２１：１１ 
場所 今治市民会館２階大会議室 
参加人数 ５０名 
外部協力者 今治市健康福祉部健康推進課 越智 由佳様 
事業目的 

健康な心身であるために一番身近であり必要不可欠なものである「食」について学び、栄養バランスのとれ

た食選びや適正な量を知り見直すことで、病気のリスクを下げハツラツとした仕事や私生活、そして青年会議

所活動が出来るようにすることを目的とします。 
事業内容 

２０：１０ （２０：０５）   準備 
２０：１１ （２０：０８）   開会 
２０：１２ （２０：０９）   趣旨説明 
２０：１５ （２０：１２）   発表・クイズ 
       ・食を通じた健康に関する基本的な知識や意外な事を問題に 
        して、講師の専門的な意見もいただきながら進行します。 
       ・メンバーにも意見をいただきながら進行することでより 
        身近に、そして多く気づきを与える進行をします。                          
       ・ＪＣマンに密接に関係している事をクイズ内容に取り入れ 
        より身近に感じていただき、アドバイスをしながら進行 
        します。 
２０：３２ （２０：３４）   「ＪＣマンの食を通じた健康について」 講師 越智 由佳様 
       ・健康であるために食がいかに重要であるか 
       ・あるＪＣメンバーのある１日の食生活の事例検証 
       ・事例検証をもとに専門家からのアドバイス 
２０：５７ （２０：０７）   室長謝辞・記念品贈呈 
２０：５９ （２１：１１）   閉会 
事業目的達成の検証 

会員研修委員会メンバーによるクイズを含めた発表、越智講師の「ＪＣマンの食を通じた健康について」の

ご講演により、健康な心身であるために一番身近な食について学べました。今後の仕事やＪＣ活動をハツラツ

と出来るようにする良いきっかけとなったと考えております。 
委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
まずは時間が超過してしまい誠に申し訳ありませんでした。 
そしてメンバーの皆様にはしっかりと聞いていただき、誠にありがとうございました。今治市健康福祉部健

康推進課の越智講師には、限られた時間のご講演にも関わらず、事業間際まで豊富な資料を作成いただき、ま

たメンバーの食生活について、様々な検証を行っていただきました。我々の発表した部分の資料を参考資料に

添付しておりますので、参考にしてください。 
私自身、個人的には朝食の重要性や普段の食べ物の栄養についてなど大いに学ばせていただきました。メン
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バーの皆様にとっても、普段の「食」について、良い変化をもたらす気づきがあったと感じております。 
（引継事項） 
・時間が超過しないように配布資料を準備し内容を減らす工夫をしましたが、超過してしました。伝えたい優

先順位をしっかり決め、余裕が持てるよう内容を思い切って減らす決断も必要です。 
・前回の５月例会の引継事項で、プロジェクターで映し出す資料の内容によっては、国旗、ＪＣ旗は立てて行

うことも検討が必要であることを記入しておりました。今回は、それに当てはまりましたので、そのようにさ

せていただきました。今後も、壁にプロジェクターを映す際は内容により検討をお願いします。 
・今回、外部の越智講師にご協力をいただきました。我々の発表に加え、メンバーにとって役に立つ専門的な

知識を学ぶことができたのは、昨年末より今治市健康福祉部健康推進課と定期的にご相談をし、知恵をもらい

じっくりとテーマを決め連携しながら準備ができたからだと感じておりますので、今後の参考にしていただけ

ればと思います。 
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他１ ウ （２）例会委員会アワーの企画及び運営 （９月） 

事業名称 ９月例会委員会アワー 
報告者 総務例会委員会 八木 健吾 
日程 ２０１７年９月２１日（木） ２０：２０～２１：１６ 
場所 今治市民会館２階大会議室 
参加人数 ５１名 
外部協力者 該当なし 
事業目的 

緊急時における事業継続及び復旧の指針となるＢＣＰ（事業継続計画）の基本について理解することを目的

とします。 
事業内容 

２０：１０  （２０：２０）   準備 

２０：１１  （２０：２４）   開会 

２０：１２  （２０：２５）   趣旨説明 

２０：１４  （２０：２６）   ＢＣＰの必要性 

・パワーポイントを使用してＢＣＰの必要性の説明 

２０：２９  （２０：３８）   解説 

・配布資料である中小企業ＢＣＰ策定運用指針の入門編の内についての

説明（基礎知識及び内容について） 

２０：３５  （２０：５１）   実践編 

・中小企業ＢＣＰ策定運用指針の入門編のテンプレートの、様式１（基

本方針、重要商品）についてメンバーに考えて頂きます。 

２０：４１  （２１：００）   事例解説 

・委員会メンバーが記入した例をもとに、どういった考え方でＢＣＰを

策定していくのか解説します（様式１、３を中心に） 

２０：５６  （２１：１３）   まとめ 

２０：５７  （２１：１４）   総括 

２０：５９  （２１：１５）   閉会・撤収 
事業目的達成の検証 

シンプルで分かりやすい内容である「中小企業ＢＣＰ策定運用指針 入門編」をベースに、ＢＣＰの必要性

及び委員会メンバー自身の作成例を交えて解説したことにより、ＢＣＰを難しく捉えすぎることなく身近に感

じることができ、ＢＣＰの基本的な内容の理解につなが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） 
９月例会委員会アワーにご参加頂きありがとうございます。ＢＣＰというものを全く知らないメンバーもい

らっしゃったようで、今回の例会委員会アワーが、防災も含め緊急時の自社の事業継続について考えるきっか

けになれば幸いです。 
内容につきましては、出来る限り理解しやすいよう工夫をしたつもりでしたが、少し冗長な部分もあり、も

っとポイントを絞ったほうがよかったと感じています。 
発表の仕方につきましては、もっとメンバーの皆さまに興味を持っていただくように、レーザーポインター

の使用や、発言にメリハリをつける等、ただ発表するだけでなくプレゼンとしての工夫が必要でした。 
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（引継事項） 
・パワーポイントを使用し発表する場合は、見え方を意識し、しっかりとしたリハーサルを行う必要がありま

す。 
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他１ ウ （２）例会委員会アワーの企画及び運営 （１０月） 

事業名称 １０月例会委員会アワー 
報告者 いまばり未来育成委員会 越智 敦司 
日程 ２０１７年１０月１９日（木） ２０：０７～２１：０７ 
場所 今治市民会館２階大会議室 
参加人数 ４５名 
外部協力者 該当なし 
事業目的 

１０年間にわたり開催されたわんぱく！『きずな』塾の歴史を検証し、事業への思いにふれることで今後の

運動への意識向上を図ります。 
事業内容 

２０：１０ （２０：０７）   会場設営・準備 
２０：１２ （２０：０９）   講師入場 
２０：１３ （２０：１０）   開会・趣旨説明 
２０：１６ （２０：１２）   講師・プロフィール紹介 
２０：１７ （２０：１３）     パネリスト紹介 
２０：１９ （２０：１５）   わんぱく！『きずな』塾１０年間の歩み 

一．わんぱく！『きずな』塾とは  講師 矢野 貴則 先輩 
二．わんぱく！『きずな』塾１０年間について 

                                  いまばり未来育成委員会 
２０：２７ （２０：２５）    パネルディスカッション 
２０：５１ （２０：４９）   質疑応答 
２０：５３ （２０：５３）    未来へのメッセージ 
２０：５５ （２０：５８）   手紙代読 
２０：５６ （２１：０１）    謝辞・記念品贈呈 
２０：５８ （２１：０５）   講師退場 
２０：５９ （２１：０７）    閉会挨拶 
事業目的達成の検証 

講師に矢野貴則先輩をお招きして貴重な体験談を聞くことで、１０年間に渡り開催されたわんぱく！『きず

な』塾の始まりの経緯や当時の事業内容を知る機会となりました。また、青少年育成事業の委員長経験者によ

るパネルディスカッションでは、特に事業に対する思いや情熱を各パネラーから学びました。今アワーにて、

メンバーそれぞれが委員長経験者から思いや情熱を感じ、あらためてこの１０年間で積み重ねてきた、ひとづ

くり事業の歴史を振り返ることができ、今後の運動への意識向上が図れたと言えます。 
委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
１０月例会委員会アワーに、ご参加、ご協力いただきましたメンバーの皆様ありがとうございました。今ア

ワーにて、各パネラーから貴重なお話を聞くことで、事業に対する想いや情熱に触れる機会となり、今後の活

動に生かすことが出来る有意義なアワーとなったと考えます。今アワーで得た学びをぜひ今後の青年会議所運

動に活かして頂ければ幸いです。 
（引継事項） 
・パネルディスカッション形式は、聞き手がただ話を聞くだけの一方通行で終わる可能性も考えられます。聞
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き手も一緒に考えながら双方向で深めていける工夫を計画段階から十分に考え、リハーサルを重ねる必要があ

ります。タイムスケジュールではグループミーティングや、聞き手からの質疑応答時間をしっかり設けること、

アンケートを実施するといった工夫をお勧めします。 
・パネルディスカッション形式は、事業内容等で時間がタイトになることも予想されます。計画段階にパネリ

ストの人数も含め十分に委員会で議論してタイムスケジュールを考える必要があります。また当日の進行状況

で時間が超過した場合の対処方法も事前に明確にする必要があります。準備段階から当日までに、タイムスケ

ジュールを意識したリハーサルを重ねることはもちろん、パネリストとの打ち合わせでも内容だけではなく、

時間配分の打ち合わせをすることをお勧めします。 
・パネルディスカッション形式は、聞き手に十分考慮する必要があります。例えば、席の移動を促して聞き手

に前へ詰めて座ってもらうことを司会からアナウンスすることだけでも聞く側にとって話に入りやすい環境

となります。それだけでは不十分で、ただ聞くのではなく、聞き手にも考える機会をつくる必要もあります。

これらを十分に事前に委員会で協議することをお勧めします。 
・講師をお招きしてのアワーでは、司会が全体に促し、入場、退場、登壇、降壇のメリハリに気をつける必要

があります。事前に講師との打合せやリハーサル時に十分に確認することをお勧めします。 
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他１ ウ （３）例会スピーチの企画及び運営 

事業名称 例会スピーチの企画及び運営 
報告者 会員研修委員会 浮穴 智彦 
日程 ２０１７年２月、４月、５月、８月、９月、１０月の例会時（６回） 
場所 今治市民会館２階大会議室 
参加人数 各月例会出席者数による 
外部協力者 該当なし 
事業目的 

会員が集う例会において、スピーチを行うことで、自分の意見を表現する能力を高め様々な考え方を理解す

る機会とします。また、自分を見つめ直し自己研鑽に繋げることを目的とします。 
事業内容 

例会スピーチ枠 例会うち１９分 
スピーカー及び総評者、３分間スピーチ（それぞれ担当委員会より選出） 
スピーカーへの質問者１名ずつ 
 
・２月（１９分）司会  会員研修委員会      浮穴 智彦君 
 スピーチテーマ  「ＪＣに入会する前と入会した後で変わったこと」 
 スピーカー      総務例会委員会      檜垣 友佑君 
            総務例会委員会      越智 一成君 
 総評者        会員拡大委員会      﨑山 裕太君 
 
・４月（１８分）司会  会員研修委員会      廣田 純一君 
 スピーチテーマ  「ＪＣでの現在の目標と、そのためにしていること」 
 スピーカー      会員拡大委員会      別府 祐次君 
            会員拡大委員会      三田  平君 
 総評者        会員研修委員会      樫田 仁志君 
 
・５月（２０分）司会  会員研修委員会      樫田 仁志君 
 スピーチテーマ  「自社の強みについて」 
 スピーカー      会員研修委員会      塩見 仁士君 
            会員研修委員会     六郎面あゆみ君 
 総評者        いまばり未来育成委員会  長野 和博君 
 
・８月（１６分）司会  会員研修委員会      浮穴 智彦君 
 スピーチテーマ  「自分の子供にどのような大人になってほしいか、若しくはこれから 
           子供をもった場合どのような大人になってほしいか」 
 スピーカー      いまばり未来育成委員会  白川  亨君 
            いまばり未来育成委員会  浅海 裕也君 
 総評者        まちづくり推進委員会   越智 宏幸君 
            
・９月（１７分）司会  会員研修委員会      塩見 仁士君 
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 スピーチテーマ  「○○委員会の委員長になったらどのような事業をしたいか」 
 スピーカー      まちづくり推進委員会   近藤久仁年君 
            まちづくり推進委員会   大澤 広基君 
 総評者        常任理事         阿曽 淳也君 
 
・１０月（１８分）司会  会員研修委員会    六郎面あゆみ君 

スピーチテーマ  「思い出に残っているＪＣ事業」 
 スピーカー      常任理事         真鍋 知弘君 
            常任理事         黒瀬 太樹君 
 総評者        総務例会委員会      神野 健治君 
事業目的達成の検証 

様々なテーマに基づいたスピーチ、総評により、幅広い考え方を理解する機会となりました。また、自分を

見つめ直し、自己研鑽に繋げることができました。 
委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
皆様には、全６回の例会スピーチにご参加いただきありがとうございました。また、本年度の工夫の部分で

ある、担当委員会、総評担当委員会についても皆様のご協力で速やかに決定していただき、発表に向けてしっ

かりと準備していただくことで質の高い内容となりました。質疑応答においても、テーマに沿った的確な質問

により、メンバー同士の理解を深める有意義な時間となりました。本当にありがとうございました。 
（引継事項） 
・ＪＣ活動の基盤である例会において、実りある実践的な研修とする為、企画及び運営をする会員研修委員会、

また、常任理事もスピーカー担当、総評担当を設け、質疑応答の時間も設けました。その為全６回行いました

が、可能な限り多く行うことでメンバーの皆様の成長に繋がると考えます。 
・評価コメントシートを利用することで、姿勢・聞きやすさ・準備度などについて評価・コメントがあり、ス

ピーカーにとって今後に活かせるものになりましたが、総評者の評価コメントシートもあった方が良かったの

ではないかという意見が多くありましたので、そちらも今後検討をお願いします。 
・今年は、評価シートにおける評価は５段階評価としました。３段階評価より、より正確な評価ができると感

じました。今後の参考にしていただければと思います。 
 

85



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 八木 健吾 
日程 ２０１７年１２月２１日（木）１７：３３～１８：００ 
場所 今治国際ホテル２Ｆ クリスタルホールＡ 
参加人数 ４９名 
外部協力者 該当なし 
事業目的 

１２月の卒業式の節目に（公社）今治青年会議所に尽力されたメンバーをお祝いします。 
事業内容 

１７：３４（１７：３３） スタンバイ 
１７：３５（１７：３３） 開会 
１７：３６（１７：３３） 優秀会員賞 
１７：４０（１７：３４） ５ヵ年連続例会出席賞 
１７：４２（１７：３８） １０ヵ年連続例会出席賞 
１７：４４（１７：４１） 例会・委員会皆勤賞 
１７：４７（１７：４４） 優秀出席委員会賞 
１７：５０（１７：４７） 功労賞 
１７：５５（１７：５０） ２０１７年度役員挨拶 
１８：００（１７：５６） 理事長感謝状 
１８：０３（１８：００） 閉会 
１８：０４（１８：００） 撤収 
事業目的達成の検証 

受賞者の誘導もスムーズに行うことができ、受賞者への感謝の想いと敬意を表し、讃えることができました。 
委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
本年度褒賞対象者の皆様誠におめでとうございました。受賞者の皆様には円滑な進行に協力頂きありがとう

ございました。そして、皆様のご助力の結果、受賞者のお祝いが出来たことに感謝致します。今後は一人でも

多くのメンバーが受賞できるような環境作りが大切だと感じました。 
（引継事項） 
・準備設営・リハーサルについて 
例年通り１４時からの準備・設営でしたが、開始時間も早まったため準備の時間が少し足りませんでした。前

もって、準備の段取りを明確化することが必要です。 
・対象登壇者誘導について 
円滑な運営を行うために、事前に資料を配信し確認した上で、当日に臨んだ方が効果的です。 
・連続例会出席者名簿について 
連続例会出席者名簿においては、各年の担当者が誤りのないように作成し、次年度に引き継ぐことが大切です。 
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他１ オ （１）総合基本資料の作成及び発行 

事業名称 名簿付総合基本資料作成 
報告者 総務例会委員会 八木 健吾 
日程 ２０１６年１月１９日（木）  
場所 ２０１７年１月１９日（木） １月例会・第１００回通常総会にて配布 
参加人数 ６３名 
外部協力者 該当なし 
事業目的 

会員間の相互理解向上を目的とします。 
事業内容 

１０月２０日まで       会員現況調査 
１０月２１日～１１月２１日  会員現況調査チェック 
１１月２２日～１２月 ２日  会員現況調査最終締切 
１２月 ３日～１２月２０日  原稿最終チェック 
１月 ５日         審議 
１月 ６日         印刷開始 
１月１９日         配布 

事業目的達成の検証 

名簿付総合基本資料の作成により、会員間の情報共有と相互理解を図ることができた。 
委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
まず、初稿の作成までに日数を要するので、業者へデータを渡すための資料準備を迅速に進めることが必要

です。また、理事会、総会等により内容が随時変化するので、それをきちんと把握し、担当者に伝えなければ

なりません。例会時に配布するためには審議後のスケジュール調整や最終確認が重要となります。 
原稿のチェックに見落としがあり申し訳ございませんでした。記載内容の誤りを無くすため、入念な確認作業

が必要です。 
（引継事項） 
あるメンバーの名簿の生年月日が昨年から続いて誤ったままになっており、また、スローガンに誤字があり

ました。来年は修正されているか特に注意して確認をお願いします。 
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他１ オ （２）例会理事会アイテムの作成 

事業名称 例会・理事会アイテム作成 
報告者 総務例会委員会 八木 健吾 
日程 ２０１７年１月～１２月 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 
場所 同上 
参加人数 ６３名 
外部協力者 該当なし 
事業目的 

例会・理事会において着座する場所を提示することで円滑な運営を図るとともに、各種事業・会議の際に自

己をＰＲするアイテムとして使用することでメンバー間のさらなる交流を図ります。 
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 

１月 ５日      審議 
１月 ６日～１２日  印刷 
１月１４日      印刷データーカット 
１月１９日      配布 

事業目的達成の検証 

例会・理事会アイテムの作成により、各種事業・会議の円滑な運営を行うことできました。 
委員長所見・引継事項 

（委員長所見） 
会員現況調査の変更内容を適切に把握し、印刷会社の担当者へ伝えることが必要です。また、記載内容に誤

りをなくすため、原稿のチェックをしっかりと行う必要があります。 
データカットの際には丁寧に作業することが大切です。 
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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】 （ 655,000 ） （ 608,311 ） （ 598,454 ）

① 総合基本資料作成及び発行 1月 175,000 175,000 171,000
② 例会理事会アイテムの作成 1月～12月 35,000 31,147 30,240
③ 会員褒賞 12月 100,000 100,000 98,290
④ 例会設営・企画及び運営 1月～11月 189,000 166,464 166,464
⑤ 12月例会・卒業式の設営・企画及び運営 12月 150,000 135,000 131,760
⑥ 例会委員会アワーの企画及び運営 9月 6,000 700 700
7 合同委員会の設営及び運営 1月～12月 0 0 0
8 ホームページ及びSNS・公式Facebook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 理事会の設営 1月～12月 0 0 0
12 総会の設営及び運営 1月・7月・11月 0 0 0
13 ＬＯＭ財産及び事務局の管理 1月～12月 0 0 0
14 例会及び委員会の会員出欠状況の確認 1月～12月 0 0 0
15 災害・防災に関する対応 1月～12月 0 0 0
16 会員拡大 1月～12月 0 0 0
17 出向者の支援 1月～12月 0 0 0
18 各事業への参加 1月～12月 0 0 0

【会員拡大委員会】 （ 156,200 ） （ 130,440 ） （ 130,440 ）

① 会員拡大の推進 1月～11月 97,200 97,200 97,200
② 入会希望者説明会の企画及び運営 3月・5月 20,000 800 800
③ 入会式の企画及び運営 6月 7,000 7,000 7,000
④ 例会委員会アワーの企画及び運営 2月 5,000 350 350
⑤ 例会の設営・企画及び運営 10月 27,000 25,090 25,090
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 12月 0 0 0
8 出向者の支援 1月～12月 0 0 0
9 各事業への参加 1月～12月 0 0 0

【会員研修委員会】 （ 197,000 ） （ 283,115 ） （ 276,553 ）

① 対内研修事業の企画及び運営 4月～6月 50,000 50,000 47,965
② 対外研修事業の企画及び運営 7月～9月 100,000 202,715 198,960
③ 例会委員会アワーの企画及び運営 3月・5月・8月 19,300 12,880 12,608
④ 例会スピーチの企画及び運営 2月～10月 700 700 700
⑤ 例会の運営・企画及び運営 4月 27,000 16,820 16,320
6 会員拡大 1月～12月 0 0 0
7 出向者の支援 1月～12月 0 0 0
8 各事業への参加 1月～12月 0 0 0

【いまばり未来育成委員会】 （ 633,000 ） （ 749,090 ） （ 739,786 ）

① 青少年育成事業の企画及び運営 7月～8月 600,000 718,000 708,850
② 例会委員会アワーの企画及び運営 10月 6,000 6,000 5,846
③ 例会の設営・企画及び運営 9月 27,000 25,090 25,090
4 会員拡大 1月～12月 0 0 0
5 出向者の支援 1月～12月 0 0 0
6 各事業への参加 1月～12月 0 0 0

【まちづくり推進委員会】 （ 633,000 ） （ 658,590 ） （ 652,626 ）

① まちづくり事業の企画及び運営 1月～9月 600,000 633,150 627,186
② 例会委員会アワーの企画及び運営 4月 6,000 350 350
③ 例会の設営・企画及び運営 5月 27,000 25,090 25,090
4 しまなみ3JCの交流窓口及び交流事業の企画及び運営 1月～12月 0 0 0
5 会員拡大 1月～12月 0 0 0
6 出向者の支援 1月～12月 0 0 0
7 各事業への参加 1月～12月 0 0 0

（ 2,274,200 ） （ 2,429,546 ） （ 2,397,859 ）

各 事 業 内 容

合　　　　　　　計

2017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 175,000 171,000 4,000

1月～12月 31,147 30,240 907

12月 100,000 98,290 1,710

1月～11月 166,464 166,464 0

12月 135,000 131,760 3,240

9月 700 700 0

608,311 598,454 9,857

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 175,000 175,000 0

収　入　計 175,000 175,000 0

（支出の部）

資 料 作 成 費 171,000 171,000 0

予 備 費 4,000 0 4,000

支　出　計 175,000 171,000 4,000

収　支　差　額 4,000

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 31,147 31,147 0

収　入　計 31,147 31,147 0

（支出の部）

会 場 設 営 費 18,900 18,900 0

資 料 作 成 費 11,340 11,340 0

予 備 費 907 0 907

支　出　計 31,147 30,240 907

収　支　差　額 907

③　会員褒賞

予算額 決算額 差異

（収入の部）

事 業 繰 入 金 100,000 100,000 0

収　入　計 100,000 100,000 0

（支出の部）

資 料 作 成 費 97,966 97,966 0

雑 費 324 324 0

予 備 費 1,710 0 1,710

支　出　計 100,000 98,290 1,710

収　支　差　額 1,710

合　　計

科　　目

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

摘　　要

一般会計事業繰入金収入

科　　目 摘　　要

会員名簿作成90冊

懸垂幕1枚\14,040、委員会プレート3個\4,860

ネームプレート70枚\4,410、卓上プレート63枚\6,930

一般会計事業繰入金収入

科　　目 摘　　要

一般会計事業繰入金収入

記念品代\65,724、理事長経験者バッジ\11,000、消耗品費\21,242

代引手数料

⑥　例会委員会アワーの企画及び運営
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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 166,464 166,464 0

収　入　計 166,464 166,464 0

（支出の部）

会 場 設 営 費 166,464 166,464 0

支　出　計 166,464 166,464 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 112,320 112,320 0

企 画 演 出 費 18,036 18,036 0

雑 費 1,404 1,404 0

予 備 費 3,240 0 3,240

支　出　計 135,000 131,760 3,240

収　支　差　額 3,240

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）

講 師 関 係 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

科　　目 摘　　要

    \14620   \1700  \8770   =   25,090

（1・2・3・7・8・11月）今治市民会館大会議室5h\87,720、音響費5h\10,200、冷暖房費（会場費の60%）\52,620、

(3月合同例会)今治市民会館大会議室\4,819、音響費\560、冷暖房費\2,891、ステージ看板\7,654

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\75,600、吊り下げスクリーン\10,800、マイク4本\4,320、ステージ使用料\21,600

科　　目 摘　　要

一般会計事業繰入金収入

送料\1,080、・振込手数料\324

小クラッカー30個入3袋\4,200+バスーカー砲5本\12,500×8%
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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 97,200 97,200 0

3月・5月 800 800 0

6月 7,000 7,000 0

2月 350 350 0

10月 25,090 25,090 0

130,440 130,440 0

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 97,200 97,200 0

収　入　計 97,200 97,200 0

（支出の部）

資 料 作 成 費 97,200 97,200 0

支　出　計 97,200 97,200 0

収　支　差　額 0

②　入会希望者説明会の企画及び運営

予算額 決算額 差異

（収入の部）

事 業 繰 入 金 800 800 0

収　入　計 800 800 0

（支出の部）

会 場 設 営 費 0

企 画 演 出 費 0

資 料 作 成 費 800 800 0

通 信 費 0

支　出　計 800 800 0

収　支　差　額 0

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 7,000 7,000 0

収　入　計 7,000 7,000 0

（支出の部）

資 料 作 成 費 700 700 0

報 告 書 作 成 費 6,300 6,300 0 集合写真プリント代（額縁代込）

支　出　計 7,000 7,000 0

収　支　差　額 0

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

拡大パンフレット250部

一般会計事業繰入金収入

科　　目 摘　　要

科　　目 摘　　要

一般会計事業繰入金収入

(第1回）印刷込A4用紙代\400、（第2回）印刷込A4用紙代\400、

A4用紙1000枚

⑤　例会の設営・企画及び運営
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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 350 350 0

収　入　計 350 350 0

（支出の部）

資 料 作 成 費 350 350 0

支　出　計 350 350 0

収　支　差　額 0

予算額 決算額 差異

（収入の部）

事 業 繰 入 金 25,090 25,090 0

収　入　計 25,090 25,090 0

（支出の部）

会 場 設 営 費 25,090 25,090 0

支　出　計 25,090 25,090 0

収　支　差　額 0

科　　目 摘　　要

一般会計事業繰入金収入

科　　目 摘　　要

一般会計事業繰入金収入

A4コピー用紙500枚

⑤　例会の設営・企画及び運営

今治市民会館大会議室\14,620、音響費\1,700、冷暖房費\8,770、
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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～6月 50,000 47,965 2,035

7月～9月 202,715 198,960 3,755

3月・5月・8月 12,880 12,608 272

2月～10月 700 700 0

4月 16,820 16,320 500

283,115 276,553 6,562

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 50,000 50,000 0

収　入　計 50,000 50,000 0

（支出の部）

会 場 設 営 費 5,000 5,000 0

企 画 演 出 費 9,000 9,000 0

講 師 関 係 費 31,692 31,692 0

通 信 費 2,476 1,841 635

雑 費 648 432 216

予 備 費 1,184 0 1,184

支　出　計 50,000 47,965 2,035

収　支　差　額 2,035

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）

広 告 料 収 益 90,000 90,000 0

事 業 繰 入 金 112,715 112,715 0

収　入　計 202,715 202,715 0

（支出の部）

会 場 設 営 費 80,190 80,190 0

講 師 関 係 費 108,108 108,108 0

資 料 作 成 費 9,450 9,450 0

通 信 費 672 672 0

雑 費 540 540 0

支　出　計 198,960 198,960 0

収　支　差　額 3,755

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

④　例会スピーチの企画及び運営

切手1枚\82、送料（カードレンタル料）\1,745、封筒1枚\14

越智今治農業協同組合本店会議室5h

カードレンタル料

合　　計

科　　目 摘　　要

一般会計事業繰入金収入

振込手数料（日本JC）

記念品\4,000、日本JC開催負担金\10,000、高速代等\17,584、ミネラルウォーター\108

科　　目 摘　　要

一般会計事業繰入金収入

グリーンピア玉川　大ホール7h\14,000、冷暖房費7h\14,000、和室研修室5h\3,000、冷暖房費5h\1,800、ホワイエ

7h\3,010、連暖房費7h\1,250、マイク4本\400、舞台照明設備5h\1,000、音響設備5h\500、ステージ4h（リハーサル）

大ホ （リ サ ） ホ イ （リ サ ） 会場横幕

振込手数料

河原監督講演料\108,000、ミネラルウォーター1本\108

A4用紙13500枚

切手7枚\574、封筒7枚\98

⑤　例会の運営・企画及び運営

広告協賛金4社\40,000、2社\20,000、1社\30,000
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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 12,880 12,880 0

収　入　計 12,880 12,880 0

（支出の部）

講 師 関 係 費 11,016 11,016 0

資 料 作 成 費 1,400 1,400 0

通 信 費 192 192 0

予 備 費 176 0 176

支　出　計 12,784 12,608 176

収　支　差　額 272

④　例会スピーチの企画及び運営

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

⑤　例会の運営・企画及び運営

予算額 決算額 差異

（収入の部）

事 業 繰 入 金 16,820 16,820 0

収　入　計 16,820 16,820 0

（支出の部）

会 場 設 営 費 16,320 16,320 0

予 備 費 500 0 500

支　出　計 16,820 16,320 500

収　支　差　額 500

（5月）記念品\5,400、ミネラルウォーター\108、（7月）記念品\5,400、ミネラルウォーター\108

科　　目 摘　　要

一般会計事業繰入金収入

（3月）A4用紙1000枚、（5月）A4用紙1000枚

（5月）切手1枚\82、封筒1枚\14、（7月）切手1枚\82、封筒1枚\14

科　　目 摘　　要

科　　目 摘　　要

一般会計事業繰入金収入

一般会計事業繰入金収入

今治市民会館大会議室\14,620、音響費\1,700

A4用紙1000枚
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いまばり未来育成委員会

実施月 予算額 決算額 収支差額

7月～8月 718,000 708,850 9,150

10月 6,000 5,846 154

9月 25,090 25,090 0

749,090 739,786 9,304

予算額 決算額 差異

（収入の部）

登 録 料 収 益 118,000 118,000 0

事 業 繰 入 金 600,000 600,000 0

収　入　計 718,000 718,000 0

（支出の部）

会 場 設 営 費 150,312 150,312 0

企 画 ・ 演 出 費 359,201 359,201 0

本 部 団 関 係 費 63,621 63,621 0

広 報 費 84,132 84,132 0

資 料 作 成 費 1,605 1,605 0

報 告 書 作 成 費 21,215 21,215 0

保 険 料 28,440 28,440 0

雑 費 324 324 0

予 備 費 0 0 0

支　出　計 708,850 708,850 0

収　支　差　額 9,150

予算額 決算額 差異

（収入の部）

事 業 繰 入 金 6,000 6,000 0

収　入　計 6,000 6,000 0

（支出の部）

講 師 関 係 費 5,400 5,400 0

資 料 作 成 費 350 350 0

通 信 費 96 96 0

予 備 費 154 0 154

支　出　計 6,000 5,846 154

収　支　差　額 154

科　　目 摘　　要

59名

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

③　例会の運営・企画及び運営

合　　計

保護者説明会会場費JA本店\5,000、みなとホール3.5h\9,070、布団一式62名分（配達回収料\13,122含む）\116,802、パイ

プイス60脚\19,440

保険料

振込手数料

科　　目 摘　　要

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

洋菓子

一般会計事業繰入金収入

A4用紙500枚

切手1枚\82、封筒1枚\96

食料品\160,637、備品\52,484、入浴料子供32名\8,000、記念写真代（A4）60枚\30,000、A4ファイル60枚\2,160、文具

\4,320、きずなハウス屋根設置工事\21,600、記念品製作費80,000

看護師1名12h\36,000、源泉徴収\901、交通費\5,220、支援医療機関2日\21,600

A4チラシ4,100枚

A4コピー用紙2500枚

JC事務局　角2封筒59枚\2,039、長3封筒65枚\912、切手122枚\10,004、郵送（定型外郵便）59通\8,260
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予算額 決算額 差異

（収入の部）

事 業 繰 入 金 25,090 25,090 0

収　入　計 25,090 25,090 0

（支出の部）

会 場 設 営 費 25,090 25,090 0

支　出　計 25,090 25,090 0

収　支　差　額 0

一般会計事業繰入金収入

科　　目

③　例会の運営・企画及び運営

今治市民会館大会議室\14,620、音響費\1,700、冷暖房費\8,770、

摘　　要
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まちづくり推進委員会

実施月 予算額 決算額 収支差額

1月～9月 633,150 627,186 5,964

4月 350 350 0

5月 25,090 25,090 0

658,590 652,626 5,964

予算額 決算額 差異

（収入の部）

登 録 料 収 益 27,000 27,000 0

事 業 繰 入 金 600,000 600,000 0

627,000 627,000 0

会 場 設 営 費 47,842 47,842 0

企 画 ・ 演 出 費 408,155 407,691 464

広 報 費 140,880 140,880 0

報 告 書 作 成 16,095 22,109 △ 6,014

保 険 料 4,536 4,536 0

予 備 費 9,492 0 9,492

支　出　計 627,000 623,058 3,942

収　支　差　額 3,942

予算額 決算額 差異

（収入の部）

事 業 繰 入 金 6,150 6,150 0

収　入　計 6,150 6,150 0

（支出の部）

企 画 ・ 演 出 費 6,028 4,114 1,914

報 告 書 作 成 14 14 0

予 備 費 108 0 108

支　出　計 6,150 4,128 2,022

収　支　差　額 2,022

予算額 決算額 差異

（収入の部）

事 業 繰 入 金 350 350 0

収　入　計 350 350 0

（支出の部）

資 料 作 成 費 350 350 0

支　出　計 350 350 0

収　支　差　額 0

科　　目 摘　　要

①　まちづくり事業の企画及び運営

54名

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

③　例会の運営・企画及び運営

合　　計

看板\23,000、みなとホール8.5h\22,030、片原緑地使用料\2,1812

材料費\176,055、カラーコピー代\17,010、参加者商品券54名\49,800、IMAPシール\3,178、モニュメント名称プレート

\21,600、写真撮影補助スタッフ人件費\20,000、地図作成費30枚\23,760、はーばりーマーケット出店費用\6,000、記念写

真100枚\50,000、港湾課施設目的モニュメント設置費用（2ヵ月）\976、モニュメント設置型枠代等\39,312

レクリエーション損害保険100名

科　　目 摘　　要

一般会計事業繰入金収入

A4コピー用紙500枚

②　例会委員会アワーの企画及び運営

長3封筒38枚\532、角2封筒100枚\527、切手38枚\3,116、葉書97枚\6,014、郵送（定型外郵便）97通\11,640、郵送（定型

外郵便）2通\280

A4募集チラシ7000枚\75,000、A3観光マップ2500枚\65,880

科　　目 摘　　要

一般会計事業繰入金収入

①　まちづくり事業の企画及び運営（モニュメント申請及び公開セレモニー）

L版サイズ写真現像代30名\3,000、来賓用リボン1個\486、カラーコピー代80枚\2,400、序幕用ローぴゅ6mm×10m\628

長3封筒1枚
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予算額 決算額 差異

（収入の部）

事 業 繰 入 金 25,090 25,090 0

収　入　計 25,090 25,090 0

（支出の部）

会 場 設 営 費 25,090 25,090 0

支　出　計 25,090 25,090 0

収　支　差　額 0

科　　目 摘　　要

一般会計事業繰入金収入

③　例会の運営・企画及び運営

今治市民会館大会議室\14,620、音響費\1,700、冷暖房費\8,770、
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総務例会

		総務例会委員会 ソウムレイカイイインカイ

		委員会事業名 イインカイジギョウメイ												実施月 ジッシツキ		予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		収支差額 シュウシサガク

		①　総合基本資料作成及び発行 ソウゴウキホンシリョウサクセイオヨハッコウ												1月 ガツ		175,000		171,000		4,000

		②　例会理事会アイテムの作成 レイカイリジカイサクセイ												1月～12月 ガツガツ		31,147		30,240		907

		③　会員褒賞 カイインホウショウ												12月 ガツ		100,000		98,290		1,710

		④　例会の設営・企画及び運営 レイカイセツエイキカクオヨウンエイ												1月～11月 ガツガツ		166,464		166,464		0

		⑤　12月例会・卒業式の設営・企画及び運営 ガツレイカイソツギョウシキセツエイキカクオヨウンエイ												12月 ガツ		135,000		131,760		3,240

		⑥　例会委員会アワーの企画及び運営 レイカイイインカイキカクオヨウンエイ												9月 ガツ		700		700		0

		合　　計 ゴウケイ														608,311		598,454		9,857

		①　総合基本資料作成及び発行

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン				175,000		175,000		0		一般会計事業繰入金収入 イッパンカイケイジギョウクリイレキンシュウニュウ

				収　入　計 オサムイリケイ				175,000		175,000		0

				（支出の部） シシュツブ

				資料作成費 シリョウサクセイヒ				171,000		171,000		0		会員名簿作成90冊 カイインメイボサクセイサツ

				予備費 ヨビヒ				4,000		0		4,000

				支　出　計 ササデケイ				175,000		171,000		4,000

				収　支　差　額 オサムサササガク						4,000

		②　例会理事会アイテムの作成

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン				31,147		31,147		0		一般会計事業繰入金収入 イッパンカイケイジギョウクリイレキンシュウニュウ

				収　入　計 オサムイリケイ				31,147		31,147		0

				（支出の部） シシュツブ

				会場設営費 カイジョウセツエイヒ				18,900		18,900		0		懸垂幕1枚\14,040、委員会プレート3個\4,860 ケンスイマクマイイインカイコ

				資料作成費 シリョウサクセイヒ				11,340		11,340		0		ネームプレート70枚\4,410、卓上プレート63枚\6,930 マイタクジョウマイ

				予備費 ヨビヒ				907		0		907

				支　出　計 ササデケイ				31,147		30,240		907

				収　支　差　額 オサムサササガク						907

		③　会員褒賞

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン				100,000		100,000		0		一般会計事業繰入金収入 イッパンカイケイジギョウクリイレキンシュウニュウ

				収　入　計 オサムイリケイ				100,000		100,000		0

				（支出の部） シシュツブ

				資料作成費 シリョウサクセイヒ				97,966		97,966		0		記念品代\65,724、理事長経験者バッジ\11,000、消耗品費\21,242 キネンヒンダイリジチョウケイケンシャショウモウヒンヒ

				雑費 ザッピ				324		324		0		代引手数料 ダイビテスウリョウ

				予備費 ヨビヒ				1,710		0		1,710

				支　出　計 ササデケイ				100,000		98,290		1,710

				収　支　差　額 オサムサササガク						1,710

		④　例会の設営・企画及び運営

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン				166,464		166,464		0		一般会計事業繰入金収入 イッパンカイケイジギョウクリイレキンシュウニュウ

				収　入　計 オサムイリケイ				166,464		166,464		0

				（支出の部） シシュツブ										\14620   \1700  \8770   =   25,090

				会場設営費 カイジョウセツエイヒ				166,464		166,464		0		（1・2・3・7・8・11月）今治市民会館大会議室5h\87,720、音響費5h\10,200、冷暖房費（会場費の60%）\52,620、　　　　　　　　　　　　　　　(3月合同例会)今治市民会館大会議室\4,819、音響費\560、冷暖房費\2,891、ステージ看板\7,654 ガツイマバリシミンカイカンダイカイギシツオンキョウヒレイダンボウヒカイジョウヒガツゴウドウレイカイカンバン

				支　出　計 ササデケイ				166,464		166,464		0

				収　支　差　額 オサムサササガク						0

		⑤　12月例会・卒業式の設営・企画及び運営

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン				135,000		135,000		0		一般会計事業繰入金収入 イッパンカイケイジギョウクリイレキンシュウニュウ

				収　入　計 オサムイリケイ				135,000		135,000		0

				（支出の部） シシュツブ

				会場設営費 カイジョウセツエイヒ				112,320		112,320		0		今治国際ホテル 会議室\75,600、吊り下げスクリーン\10,800、マイク4本\4,320、ステージ使用料\21,600 イマバリコクサイカイギツサホンシヨウリョウ

				企画演出費 キカクエンシュツヒ				18,036		18,036		0		小クラッカー30個入3袋\4,200+バスーカー砲5本\12,500×8% ショウコイフクロホウホン

				雑費 ザッピ				1,404		1,404		0		送料\1,080、・振込手数料\324 ソウリョウフリコミテスウリョウ

				予備費 ヨビヒ				3,240		0		3,240

				支　出　計 ササデケイ				135,000		131,760		3,240

				収　支　差　額 オサムサササガク						3,240

		⑥　例会委員会アワーの企画及び運営

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン				700		700		0		一般会計事業繰入金収入 イッパンカイケイジギョウクリイレキンシュウニュウ

				収　入　計 オサムイリケイ				700		700		0

				（支出の部） シシュツブ

				講師関係費 コウシカンケイヒ				700		700		0		A4用紙1000枚 ヨウシマイ

				支　出　計 ササデケイ				700		700		0

				収　支　差　額 オサムサササガク						0





会員拡大

		会員拡大委員会 カイインカクダイイインカイ

		委員会事業名 イインカイジギョウメイ												実施月 ジッシツキ		予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		収支差額 シュウシサガク

		①　会員拡大の推進 カイインカクダイスイシン												1月～11月 ガツガツ		97,200		97,200		0

		②　入会希望者説明会の企画及び運営 ニュウカイキボウシャセツメイカイキカクオヨウンエイ												3月・5月 ガツガツ		800		800		0

		③　入会式の企画及び運営 ニュウカイシキキカクオヨウンエイ												6月 ガツ		7,000		7,000		0

		④　例会委員会アワーの企画及び運営 レイカイイインカイキカクオヨウンエイ												2月 ガツ		350		350		0

		⑤　例会の設営・企画及び運営 レイカイセツエイキカクオヨウンエイ												10月 ガツ		25,090		25,090		0

		合　　計 ゴウケイ														130,440		130,440		0

		①　会員拡大の推進

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン				97,200		97,200		0		一般会計事業繰入金収入

				収　入　計 オサムイリケイ				97,200		97,200		0

				（支出の部） シシュツブ

				資料作成費 シリョウサクセイヒ				97,200		97,200		0		拡大パンフレット250部 カクダイブ

				支　出　計 ササデケイ				97,200		97,200		0

				収　支　差　額 オサムサササガク						0

		②　入会希望者説明会の企画及び運営

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン				800		800		0		一般会計事業繰入金収入

				収　入　計 オサムイリケイ				800		800		0

				（支出の部） シシュツブ

				会場設営費 カイジョウセツエイヒ								0

				企画演出費 キカクエンシュツヒ								0

				資料作成費 シリョウサクセイヒ				800		800		0		(第1回）印刷込A4用紙代\400、（第2回）印刷込A4用紙代\400、 ダイカイインサツコミヨウシダイダイカイ

				通信費 ツウシンヒ								0

				支　出　計 ササデケイ				800		800		0

				収　支　差　額 オサムサササガク						0

		③　入会式の企画及び運営

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン				7,000		7,000		0		一般会計事業繰入金収入

				収　入　計 オサムイリケイ				7,000		7,000		0

				（支出の部） シシュツブ

				資料作成費 シリョウサクセイヒ				700		700		0		A4用紙1000枚 ヨウシマイ

				報告書作成費 ホウコクショサクセイヒ				6,300		6,300		0		集合写真プリント代（額縁代込） シュウゴウシャシンダイガクブチダイコミ

				支　出　計 ササデケイ				7,000		7,000		0

				収　支　差　額 オサムサササガク						0

		④　例会委員会アワーの企画及び運営

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン				350		350		0		一般会計事業繰入金収入

				収　入　計 オサムイリケイ				350		350		0

				（支出の部） シシュツブ

				資料作成費 シリョウサクセイヒ				350		350		0		A4コピー用紙500枚 ヨウシマイ

				支　出　計 ササデケイ				350		350		0

				収　支　差　額 オサムサササガク						0

		⑤　例会の設営・企画及び運営 レイカイセツエイキカクオヨウンエイ

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン				25,090		25,090		0		一般会計事業繰入金収入

				収　入　計 オサムイリケイ				25,090		25,090		0

				（支出の部） シシュツブ

				会場設営費 カイジョウセツエイヒ				25,090		25,090		0		今治市民会館大会議室\14,620、音響費\1,700、冷暖房費\8,770、 イマバリシミンカイカンダイカイギシツオンキョウヒ

				支　出　計 ササデケイ				25,090		25,090		0

				収　支　差　額 オサムサササガク						0





会員研修

		会員研修委員会 カイインケンシュウイインカイ

		委員会事業名 イインカイジギョウメイ												実施月 ジッシツキ		予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		収支差額 シュウシサガク

		①　対内研修事業の企画及び運営 タイナイケンシュウジギョウキカクオヨウンエイ												4月～6月 ガツガツ		50,000		47,965		2,035

		②　対外研修事業の企画及び運営 タイガイケンシュウジギョウキカクオヨウンエイ												7月～9月 ガツガツ		202,715		198,960		3,755

		③　例会委員会アワーの企画及び運営 レイカイイインカイキカクオヨウンエイ												3月・5月・8月 ガツガツガツ		12,880		12,608		272

		④　例会スピーチの企画及び運営 レイカイキカクオヨウンエイ												2月～10月 ガツガツ		700		700		0

		⑤　例会の運営・企画及び運営 レイカイウンエイキカクオヨウンエイ												4月 ガツ		16,820		16,320		500

		合　　計 ゴウケイ														283,115		276,553		6,562

		①　対内研修事業の企画及び運営

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン				50,000		50,000		0		一般会計事業繰入金収入

				収　入　計 オサムイリケイ				50,000		50,000		0

				（支出の部） シシュツブ

				会場設営費 カイジョウセツエイヒ				5,000		5,000		0		越智今治農業協同組合本店会議室5h オチイマバリノウギョウキョウドウクミアイホンテンカイギシツ

				企画演出費 キカクエンシュツヒ				9,000		9,000		0		カードレンタル料 リョウ

				講師関係費 コウシカンケイヒ				31,692		31,692		0		記念品\4,000、日本JC開催負担金\10,000、高速代等\17,584、ミネラルウォーター\108 キネンヒンニホンカイサイフタンキンコウソクダイトウ

				通信費 ツウシンヒ				2,476		1,841		635		切手1枚\82、送料（カードレンタル料）\1,745、封筒1枚\14 キッテマイソウリョウリョウフウトウマイ

				雑費 ザッピ				648		432		216		振込手数料（日本JC） フリコミテスウリョウニホン

				予備費 ヨビヒ				1,184		0		1,184

				支　出　計 ササデケイ				50,000		47,965		2,035

				収　支　差　額 オサムサササガク						2,035

		②　対外研修事業の企画及び運営

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				広告料収益 コウコクリョウシュウエキ				90,000		90,000		0		広告協賛金4社\40,000、2社\20,000、1社\30,000 コウコクキョウサンキンシャシャシャ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン				112,715		112,715		0		一般会計事業繰入金収入

				収　入　計 オサムイリケイ				202,715		202,715		0

				（支出の部） シシュツブ

				会場設営費 カイジョウセツエイヒ				80,190		80,190		0		グリーンピア玉川　大ホール7h\14,000、冷暖房費7h\14,000、和室研修室5h\3,000、冷暖房費5h\1,800、ホワイエ7h\3,010、連暖房費7h\1,250、マイク4本\400、舞台照明設備5h\1,000、音響設備5h\500、ステージ4h（リハーサル）\2,400、大ホール3h（リハーサル）\6,000、ホワイエ1h（リハーサル）\430、会場横幕\32,400 タマガワダイレイダンボウヒワシツケンシュウシツレイダンボウヒレンダンボウヒホンブタイショウメイセツビオンキョウセツビダイカイジョウヨコマク

				講師関係費 コウシカンケイヒ				108,108		108,108		0		河原監督講演料\108,000、ミネラルウォーター1本\108 カワハラカントクコウエンリョウホン

				資料作成費 シリョウサクセイヒ				9,450		9,450		0		A4用紙13500枚 ヨウシマイ

				通信費 ツウシンヒ				672		672		0		切手7枚\574、封筒7枚\98 キッテマイフウトウマイ

				雑費 ザッピ				540		540		0		振込手数料 フリコミテスウリョウ

				支　出　計 ササデケイ				198,960		198,960		0

				収　支　差　額 オサムサササガク						3,755

		③　例会委員会アワーの企画及び運営

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン				12,880		12,880		0		一般会計事業繰入金収入

				収　入　計 オサムイリケイ				12,880		12,880		0

				（支出の部） シシュツブ

				講師関係費 コウシカンケイヒ				11,016		11,016		0		（5月）記念品\5,400、ミネラルウォーター\108、（7月）記念品\5,400、ミネラルウォーター\108 ガツキネンヒン

				資料作成費 シリョウサクセイヒ				1,400		1,400		0		（3月）A4用紙1000枚、（5月）A4用紙1000枚 ガツヨウシマイヨウシマイ

				通信費 ツウシンヒ				192		192		0		（5月）切手1枚\82、封筒1枚\14、（7月）切手1枚\82、封筒1枚\14 キッテマイフウトウマイ

				予備費 ヨビヒ				176		0		176

				支　出　計 ササデケイ				12,784		12,608		176

				収　支　差　額 オサムサササガク						272

		④　例会スピーチの企画及び運営

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン				700		700		0		一般会計事業繰入金収入 イッパンカイケイジギョウクリイレキンシュウニュウ

				収　入　計 オサムイリケイ				700		700		0

				（支出の部） シシュツブ

				資料作成費 シリョウサクセイヒ				700		700		0		A4用紙1000枚 ヨウシマイ

				支　出　計 ササデケイ				700		700		0

				収　支　差　額 オサムサササガク						0

		⑤　例会の運営・企画及び運営

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン				16,820		16,820		0		一般会計事業繰入金収入

				収　入　計 オサムイリケイ				16,820		16,820		0

				（支出の部） シシュツブ

				会場設営費 カイジョウセツエイヒ				16,320		16,320		0		今治市民会館大会議室\14,620、音響費\1,700 イマバリシミンカイカンダイカイギシツオンキョウヒ

				予備費 ヨビヒ				500		0		500

				支　出　計 ササデケイ				16,820		16,320		500

				収　支　差　額 オサムサササガク						500





いまばり

		いまばり未来育成委員会 ミライイクセイイインカイ

		委員会事業名 イインカイジギョウメイ												実施月 ジッシツキ		予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		収支差額 シュウシサガク

		①　青少年育成事業の企画及び運営 セイショウネンイクセイジギョウキカクオヨウンエイ												7月～8月 ガツガツ		718,000		708,850		9,150

		②　例会委員会アワーの企画及び運営 レイカイイインカイキカクオヨウンエイ												10月 ガツ		6,000		5,846		154

		③　例会の運営・企画及び運営 レイカイウンエイキカクオヨウンエイ												9月 ガツ		25,090		25,090		0

		合　　計 ゴウケイ														749,090		739,786		9,304

		①　青少年育成事業の企画及び運営 セイショウネンイクセイジギョウキカクオヨウンエイ

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				登録料収益 トウロクリョウシュウエキ				118,000		118,000		0		59名 メイ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン				600,000		600,000		0		一般会計事業繰入金収入

				収　入　計 オサムイリケイ				718,000		718,000		0

				（支出の部） シシュツブ

				会場設営費 カイジョウセツエイヒ				150,312		150,312		0		保護者説明会会場費JA本店\5,000、みなとホール3.5h\9,070、布団一式62名分（配達回収料\13,122含む）\116,802、パイプイス60脚\19,440 ホゴシャセツメイカイカイジョウヒホンテンフトンイッシキメイブンハイタツカイシュウリョウフクキャク

				企画・演出費 キカクエンシュツヒ				359,201		359,201		0		食料品\160,637、備品\52,484、入浴料子供32名\8,000、記念写真代（A4）60枚\30,000、A4ファイル60枚\2,160、文具\4,320、きずなハウス屋根設置工事\21,600、記念品製作費80,000 ニュウヨクリョウコドモメイキネンシャシンダイマイマイブングヤネセッチコウジキネンヒンセイサクヒ

				本部団関係費 ホンブダンカンケイヒ				63,621		63,621		0		看護師1名12h\36,000、源泉徴収\901、交通費\5,220、支援医療機関2日\21,600 カンゴシメイゲンセンチョウシュウコウツウヒシエンイリョウキカンニチ

				広報費 コウホウヒ				84,132		84,132		0		A4チラシ4,100枚 マイ

				資料作成費 シリョウサクセイヒ				1,605		1,605		0		A4コピー用紙2500枚 ヨウシマイ

				報告書作成費 ホウコクショサクセイヒ				21,215		21,215		0		JC事務局　角2封筒59枚\2,039、長3封筒65枚\912、切手122枚\10,004、郵送（定型外郵便）59通\8,260 ジムキョクカクフウトウマイナガフウトウマイキッテマイユウソウテイケイガイユウビンツウ

				保険料 ホケンリョウ				28,440		28,440		0		保険料 ホケンリョウ

				雑費 ザッピ				324		324		0		振込手数料 フリコミテスウリョウ

				予備費 ヨビヒ				0		0		0

				支　出　計 ササデケイ				708,850		708,850		0

				収　支　差　額 オサムサササガク						9,150

		②　例会委員会アワーの企画及び運営 レイカイイインカイキカクオヨウンエイ

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン				6,000		6,000		0		一般会計事業繰入金収入

				収　入　計 オサムイリケイ				6,000		6,000		0

				（支出の部） シシュツブ

				講師関係費 コウシカンケイヒ				5,400		5,400		0		洋菓子 ヨウガシ

				資料作成費 シリョウサクセイヒ				350		350		0		A4用紙500枚 ヨウシマイ

				通信費 ツウシンヒ				96		96		0		切手1枚\82、封筒1枚\96 キッテマイフウトウマイ

				予備費 ヨビヒ				154		0		154

				支　出　計 ササデケイ				6,000		5,846		154

				収　支　差　額 オサムサササガク						154

		③　例会の運営・企画及び運営 レイカイウンエイキカクオヨウンエイ

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン				25,090		25,090		0		一般会計事業繰入金収入

				収　入　計 オサムイリケイ				25,090		25,090		0

				（支出の部） シシュツブ

				会場設営費 カイジョウセツエイヒ				25,090		25,090		0		今治市民会館大会議室\14,620、音響費\1,700、冷暖房費\8,770、 イマバリシミンカイカンダイカイギシツオンキョウヒ

				支　出　計 ササデケイ				25,090		25,090		0

				収　支　差　額 オサムサササガク						0





まちづくり

		まちづくり推進委員会 スイシンイインカイ

		委員会事業名 イインカイジギョウメイ												実施月 ジッシツキ		予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		収支差額 シュウシサガク

		①　まちづくり事業の企画及び運営 ジギョウキカクオヨウンエイ												1月～9月 ガツガツ		633,150		627,186		5,964

		②　例会委員会アワーの企画及び運営 レイカイイインカイキカクオヨウンエイ												4月 ガツ		350		350		0

		③　例会の運営・企画及び運営 レイカイウンエイキカクオヨウンエイ												5月 ガツ		25,090		25,090		0

		合　　計 ゴウケイ														658,590		652,626		5,964

		①　まちづくり事業の企画及び運営 ジギョウキカクオヨウンエイ

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				登録料収益 トウロクリョウシュウエキ				27,000		27,000		0		54名 メイ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン				600,000		600,000		0

								627,000		627,000		0

				会場設営費 カイジョウセツエイヒ				47,842		47,842		0		看板\23,000、みなとホール8.5h\22,030、片原緑地使用料\2,1812 カンバンカタハラリョクチシヨウリョウ

				企画・演出費 キカクエンシュツヒ				408,155		407,691		464		材料費\176,055、カラーコピー代\17,010、参加者商品券54名\49,800、IMAPシール\3,178、モニュメント名称プレート\21,600、写真撮影補助スタッフ人件費\20,000、地図作成費30枚\23,760、はーばりーマーケット出店費用\6,000、記念写真100枚\50,000、港湾課施設目的モニュメント設置費用（2ヵ月）\976、モニュメント設置型枠代等\39,312 ザイリョウヒダイサンカシャショウヒンケンメイメイショウシャシンサツエイホジョジンケンヒチズサクセイヒマイシュッテンヒヨウキネンシャシンマイコウワンカシセツモクテキセッチヒヨウゲツセッチカタワクダイトウ

				広報費 コウホウヒ				140,880		140,880		0		A4募集チラシ7000枚\75,000、A3観光マップ2500枚\65,880 ボシュウマイカンコウマイ

				報告書作成 ホウコクショサクセイ				16,095		22,109		△ 6,014		長3封筒38枚\532、角2封筒100枚\527、切手38枚\3,116、葉書97枚\6,014、郵送（定型外郵便）97通\11,640、郵送（定型外郵便）2通\280 ナガフウトウマイカクフウトウマイキッテマイハガキマイユウビンツウツウ

				保険料 ホケンリョウ				4,536		4,536		0		レクリエーション損害保険100名 ソンガイホケンメイ

				予備費 ヨビヒ				9,492		0		9,492

				支　出　計 ササデケイ				627,000		623,058		3,942

				収　支　差　額 オサムサササガク						3,942

		①　まちづくり事業の企画及び運営（モニュメント申請及び公開セレモニー） ジギョウキカクオヨウンエイシンセイオヨコウカイ

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン				6,150		6,150		0		一般会計事業繰入金収入

				収　入　計 オサムイリケイ				6,150		6,150		0

				（支出の部） シシュツブ

				企画・演出費 キカクエンシュツヒ				6,028		4,114		1,914		L版サイズ写真現像代30名\3,000、来賓用リボン1個\486、カラーコピー代80枚\2,400、序幕用ローぴゅ6mm×10m\628 バンシャシンゲンゾウダイメイライヒンヨウコダイマイジョマクヨウ

				報告書作成 ホウコクショサクセイ				14		14		0		長3封筒1枚 ナガフウトウマイ

				予備費 ヨビヒ				108		0		108

				支　出　計 ササデケイ				6,150		4,128		2,022

				収　支　差　額 オサムサササガク						2,022

		②　例会委員会アワーの企画及び運営 レイカイイインカイキカクオヨウンエイ

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン				350		350		0		一般会計事業繰入金収入

				収　入　計 オサムイリケイ				350		350		0

				（支出の部） シシュツブ

				資料作成費 シリョウサクセイヒ				350		350		0		A4コピー用紙500枚 ヨウシマイ

				支　出　計 ササデケイ				350		350		0

				収　支　差　額 オサムサササガク						0

		③　例会の運営・企画及び運営 レイカイウンエイキカクオヨウンエイ

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン				25,090		25,090		0		一般会計事業繰入金収入

				収　入　計 オサムイリケイ				25,090		25,090		0

				（支出の部） シシュツブ

				会場設営費 カイジョウセツエイヒ				25,090		25,090		0		今治市民会館大会議室\14,620、音響費\1,700、冷暖房費\8,770、 イマバリシミンカイカンダイカイギシツオンキョウヒ

				支　出　計 ササデケイ				25,090		25,090		0

				収　支　差　額 オサムサササガク						0





原紙 

		委員会 イインカイ

		委員会事業名 イインカイジギョウメイ												実施月 ジッシツキ		予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		収支差額 シュウシサガク

																0		0		0

																0		0		0

																0		0		0

																0		0		0

																0		0		0

		合　　計 ゴウケイ														0		0		0

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン								0		一般会計事業繰入金収入

												0

												0

				収　入　計 オサムイリケイ				0		0		0

				（支出の部） シシュツブ

												0

												0

												0

												0

				支　出　計 ササデケイ				0		0		0

				収　支　差　額 オサムサササガク						0

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン								0		一般会計事業繰入金収入

												0

												0

				収　入　計 オサムイリケイ				0		0		0

				（支出の部） シシュツブ

												0

												0

												0

												0

				支　出　計 ササデケイ				0		0		0

				収　支　差　額 オサムサササガク						0

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン								0		一般会計事業繰入金収入

												0

												0

				収　入　計 オサムイリケイ				0		0		0

				（支出の部） シシュツブ

												0

												0

												0

												0

				支　出　計 ササデケイ				0		0		0

				収　支　差　額 オサムサササガク						0

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン								0		一般会計事業繰入金収入

												0

												0

				収　入　計 オサムイリケイ				0		0		0

				（支出の部） シシュツブ

												0

												0

												0

												0

				支　出　計 ササデケイ				0		0		0

				収　支　差　額 オサムサササガク						0

		科　　目 カメ						予算額 ヨサンガク		決算額 ケッサンガク		差異 サイ		摘　　要 テキヨウ

				（収入の部） シュウニュウブ

				事業繰入金 ジギョウクリイレキン								0		一般会計事業繰入金収入

												0

												0

				収　入　計 オサムイリケイ				0		0		0

				（支出の部） シシュツブ

												0

												0

												0

												0

				支　出　計 ササデケイ				0		0		0

				収　支　差　額 オサムサササガク						0






Sheet1

		2017年度　事業費内訳 ネンドジギョウヒウチワケ

																						（単位：円） タンイエン

		各 事 業 内 容 カクコトギョウウチカタチ				実施月 ジッシツキ				当初予算額 トウショヨサンガク						予算額 ヨサンガク						決算額 ケッサンガク

		【総務例会委員会】 ソウムレイカイイインカイ						（		655,000		）		（		608,311		）		（		598,454		）

		①		総合基本資料作成及び発行 ソウゴウキホンシリョウサクセイオヨハッコウ		1月 ガツ				175,000						175,000						171,000

		②		例会理事会アイテムの作成 レイカイリジカイサクセイ		1月～12月 ガツガツ				35,000						31,147						30,240

		③		会員褒賞 カイインホウショウ		12月 ガツ				100,000						100,000						98,290

		④		例会設営・企画及び運営 レイカイセツエイキカクオヨウンエイ		1月～11月 ガツガツ				189,000						166,464						166,464

		⑤		12月例会・卒業式の設営・企画及び運営 ガツレイカイソツギョウシキセツエイキカクオヨウンエイ		12月 ガツ				150,000						135,000						131,760

		⑥		例会委員会アワーの企画及び運営 レイカイイインカイキカクオヨウンエイ		9月 ガツ				6,000						700						700

		7		合同委員会の設営及び運営 ゴウドウイインカイセツエイオヨウンエイ		1月～12月 ガツガツ				0						0						0

		8		ホームページ及びSNS・公式Facebookページの運用及び管理 オヨコウシキウンヨウオヨカンリ		1月～12月 ガツガツ				0						0						0

		9		各種大会及び事業の記録 カクシュタイカイオヨジギョウキロク		1月～12月 ガツガツ				0						0						0

		10		褒章申請（日本JC及びその他団体） ホウショウシンセイニホンオヨタダンタイ		6月～8月 ガツガツ				0						0						0

		11		理事会の設営 リジカイセツエイ		1月～12月 ガツガツ				0						0						0

		12		総会の設営及び運営 ソウカイセツエイオヨウンエイ		1月・7月・11月 ガツガツガツ				0						0						0

		13		ＬＯＭ財産及び事務局の管理 ザイサンオヨジムキョクカンリ		1月～12月 ガツガツ				0						0						0

		14		例会及び委員会の会員出欠状況の確認 レイカイオヨイインカイカイインシュッケツジョウキョウカクニン		1月～12月 ガツガツ				0						0						0

		15		災害・防災に関する対応 サイガイボウサイカンタイオウ		1月～12月 ガツガツ				0						0						0

		16		会員拡大 カイインカクダイ		1月～12月 ガツガツ				0						0						0

		17		出向者の支援 シュッコウシャシエン		1月～12月 ガツガツ				0						0						0

		18		各事業への参加 カクジギョウサンカ		1月～12月 ガツガツ				0						0						0

		【会員拡大委員会】 カイインカクダイイインカイ						（		156,200		）		（		130,440		）		（		130,440		）

		①		会員拡大の推進 カイインカクダイスイシン		1月～11月 ガツガツ				97,200						97,200						97,200

		②		入会希望者説明会の企画及び運営 ニュウカイキボウシャセツメイカイキカクオヨウンエイ		3月・5月 ガツガツ				20,000						800						800

		③		入会式の企画及び運営 ニュウカイシキキカクオヨウンエイ		6月 ガツ				7,000						7,000						7,000

		④		例会委員会アワーの企画及び運営 レイカイイインカイキカクオヨウンエイ		2月 ガツ				5,000						350						350

		⑤		例会の設営・企画及び運営 レイカイセツエイキカクオヨウンエイ		10月 ガツ				27,000						25,090						25,090

		6		新入会員オリエンテーションの企画及び運営 シンニュウカイインキカクオヨウンエイ		7月 ガツ				0						0						0

		7		新入会員による事業の企画及び運営 シンニュウカイインジギョウキカクオヨウンエイ		12月 ガツ				0						0						0

		8		出向者の支援 シュッコウシャシエン		1月～12月 ガツガツ				0						0						0

		9		各事業への参加 カクジギョウサンカ		1月～12月 ガツガツ				0						0						0

		【会員研修委員会】 カイインケンシュウイインカイ						（		197,000		）		（		283,115		）		（		276,553		）

		①		対内研修事業の企画及び運営 タイナイケンシュウジギョウキカクオヨウンエイ		4月～6月 ガツガツ				50,000						50,000						47,965

		②		対外研修事業の企画及び運営 タイガイケンシュウジギョウキカクオヨウンエイ		7月～9月 ガツガツ				100,000						202,715						198,960

		③		例会委員会アワーの企画及び運営 レイカイイインカイキカクオヨウンエイ		3月・5月・8月 ガツガツガツ				19,300						12,880						12,608

		④		例会スピーチの企画及び運営 レイカイキカクオヨウンエイ		2月～10月 ガツガツ				700						700						700

		⑤		例会の運営・企画及び運営 レイカイウンエイキカクオヨウンエイ		4月 ガツ				27,000						16,820						16,320

		6		会員拡大 カイインカクダイ		1月～12月 ガツガツ				0						0						0

		7		出向者の支援 シュッコウシャシエン		1月～12月 ガツガツ				0						0						0

		8		各事業への参加 カクジギョウサンカ		1月～12月 ガツガツ				0						0						0

		【いまばり未来育成委員会】 ミライイクセイイインカイ						（		633,000		）		（		749,090		）		（		739,786		）

		①		青少年育成事業の企画及び運営 セイショウネンイクセイジギョウキカクオヨウンエイ		7月～8月 ガツガツ				600,000						718,000						708,850

		②		例会委員会アワーの企画及び運営 レイカイイインカイキカクオヨウンエイ		10月 ガツ				6,000						6,000						5,846

		③		例会の設営・企画及び運営 レイカイセツエイキカクオヨウンエイ		9月 ガツ				27,000						25,090						25,090

		4		会員拡大 カイインカクダイ		1月～12月 ガツガツ				0						0						0

		5		出向者の支援 シュッコウシャシエン		1月～12月 ガツガツ				0						0						0

		6		各事業への参加 カクジギョウサンカ		1月～12月 ガツガツ				0						0						0

		【まちづくり推進委員会】 スイシンイインカイ						（		633,000		）		（		658,590		）		（		652,626		）

		①		まちづくり事業の企画及び運営 ジギョウキカクオヨウンエイ		1月～9月 ガツガツ				600,000						633,150						627,186

		②		例会委員会アワーの企画及び運営 レイカイイインカイキカクオヨウンエイ		4月 ガツ				6,000						350						350

		③		例会の設営・企画及び運営 レイカイセツエイキカクオヨウンエイ		5月 ガツ				27,000						25,090						25,090

		4		しまなみ3JCの交流窓口及び交流事業の企画及び運営 コウリュウマドグチオヨコウリュウジギョウキカクオヨウンエイ		1月～12月 ガツガツ				0						0						0

		5		会員拡大 カイインカクダイ		1月～12月 ガツガツ				0						0						0

		6		出向者の支援 シュッコウシャシエン		1月～12月 ガツガツ				0						0						0

		7		各事業への参加 カクジギョウサンカ		1月～12月 ガツガツ				0						0						0

		合　　　　　　　計 ゴウケイ						（		2,274,200		）		（		2,429,546		）		（		2,397,859		）
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