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日時：2018年1月5日(月)　19:00～22:00
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 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 総務渉外委員会　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. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

10. 報告事項
1) 理事長
2) 財務検討会
3) 会員拡大特別室
4) 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) 2018年度　各委員会基本方針(案)について
3) 2018年度　今治寿太鼓保存会事業計画について
4) 2018年度　各クラブ基本方針(案)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

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) 2017年度　会員褒賞及び残金承認の件
2) 2017年度　12月例会・卒業式決算及び残金承認の件
3) 2017年度　港町いまばり魅力発見!!決算及び残金承認の件
4) 2017年度　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）決算及び残金承認の件
5) 備品登録承認の件
6) 2017年度　事業及び会計報告承認の件
7) 退会届承認の件
8) 休会届承認の件
9) 2018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

10) 新入会員審査の件
11) 2018年度　収支予算書(案)変更承認の件
12) 2018年度　各委員会事業計画・予算(案)変更承認の件
13) 2018年度　(公社)今治青年会議所　予算(案)承認の件
14) JCマンSHIP承認の件
15) 拡大推進ツールの作成承認の件
16) 2018年度　名簿付総合基本資料作成承認の件
17) 2018年度　例会・理事会アイテム作成承認の件
18) 1月例会・第104回通常総会開催承認の件
19) 今治青年会議所広報計画「これがらの今治JCだ！」企画及び運営承認の件
20) 例会スピーチの企画及び運営承認の件
21) 第1回今治地域クラウド交流会　後援依頼承認の件
22) その他

15. 協議事項
1) 2月例会の設営・企画及び運営について
2) 2月委員会アワー　知っててよかった「NEW JAYCEE」!!開催について
3) 超異業種交流会～まだ見ぬと友との出会い～開催について
4) その他

16. 討議事項
1) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～開催計画並びに予算(案)について
2) その他

17. 議長解任
18. 依頼事項

1) 会員拡大について
2) その他

19. 行事案内
1) 今治少年少女合唱団　第57回定期演奏会 1月9日(火)　10:30～　今治市役所
2) 今治市長表敬訪問
3) 第1回合同委員会
4) 松山JC　賀詞交歓会
5) 京都会議について 1月19日(金)～21日(日)　京都市内にて
6) 愛媛マラソン 2月4日(日)　松山市内にて
7) フォーラム今治　ひと＆ひと2018 2月17日(土)　13:00～15:00　今治中央公民館
8) その他

20. 決定事項の確認
21. 第104回通常総会上程議案のｋ楽人
22. 第2回定例理事会開催について 2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　　　1月24日(水)　24:00まで
2) スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ]

24. 監事総評 監事 君
25 閉会

神道　 裕介
山岡　 太郎
廣川　 怜史
山岡　 太郎

西原孝太郎

2018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

渡辺　　　仁
塩見　 仁士
近藤久仁年
樫田　 仁志
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日時：2018年1月11日(木)　19:10～19:20

場所：JAおちいまばり本店　大会議室

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 繋がる心育成委員会　委員長 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 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務渉外委員会　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. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

10. 報告事項

1) その他

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 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) 入会金免除の件

2) その他

15. 協議事項

1) その他

16. 討議事項

1)

17. 議長解任

18. 依頼事項

1) その他

19. 行事案内

1) その他

20. 決定事項の確認

21. 監事総評 監事 先輩

22. 閉会

神道　 裕介

山岡　 太郎

廣川　 怜史

山岡　 太郎

武田　 繁親

2018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

吉本悠太郎

越智　 宏幸

白川　　　亨

樫田　 仁志
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日時：2018年2月5日(月)　19:30～21:15

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 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 総務渉外委員会　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. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

10. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 会員拡大特別室

4) その他

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 第1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

13. 審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認

14. 審議事項

1) 新入会員審査の件

2) 2018年度　名簿付総合基本資料作成及び発行決算承認の件

3) 2018年度　例会・理事会アイテム作成決算及び残金承認の件

4) 1月例会・第104回通常総会決算承認の件

5) 拡大推進ツールの作成決算及び残金承認の件

6) 2月例会開催承認の件

7) 知っててよかった「NEW JAYCEE」!!開催承認の件

8) 超異業種交流会～まだ見ぬと友との出会い～開催承認の件

9) その他

15. 協議事項

1) 第2エリア合同公式訪問例会開催及び開催日時並びに開催場所変更について

2) 2018年度　第1回今治JC説明会～知ったらきっと好きになる～開催について

3) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～開催計画並びに予算(案)について

4) その他

16. 討議事項

1) その他

17. 議長解任

18. 依頼事項

1) 会員拡大について

2) その他

19. 行事案内

1) 第2回合同委員会 2月8日(木)　19:30～　JAおちいまばり本店　会議室

2) 愛媛ブロック協議会　第1エリア合同公式訪問例会 2月9日(金)　19:30～　リーガロイヤルホテル新居浜

3) フォーラム今治　ひと＆ひと2018 2月17日(土）　13:00～15:00　今治市中央公民館

4) 2月シニア交流例会 2月19日(月)　19:00～　今治国際ホテル2F　クリスタルホール

5) (公社)日本青年会議所　四国地区　愛媛ブロック協議会　 2月24日(土）　国際ホテル松山

第2回会員会議所並びに全体会・懇親会

6) 第1回今治地域クラウド交流会 2月24日(土)　14:00～17:00　今治地場産業センター

7) その他

20. 決定事項の確認

21. 第3回定例理事会開催について 3月5日(月)　19:30～　事務局

22. 今後のスケジュールについて

1) 次回議案提出締切日　　　2月21日(水)　24:00まで

2) スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ]

23. 監事総評 監事 君

24. 閉会

神道　 裕介

山岡　 太郎

廣川　 怜史

山岡　 太郎

黒川　 泰伸

2018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

渡辺　　　仁

塩見 　仁士

近藤久仁年

樫田　 仁志
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日時：2018年3月5日(月)　19:30～21:35

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 会員交流担当室　室長 君

3. JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 会員交流委員会　委員長 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 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務渉外委員会　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. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

10. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 会員拡大特別室

4) その他

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 第2回定例理事会決定事項

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) 新入会員決算承認の件

2) 2月例会決算承認の件

3) 知っててよかった「NEW JAYCEE」!!決算承認の件

4) 第2エリア合同公式訪問例会開催及び日時並びに開催場所変更承認の件

5) 2018年度　第1回今治JC説明会～知ったらきっと好きになる～開催承認の件

6) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～開催計画並びに予算(案)承認の件

7) その他

15. 協議事項

1) 4月例会開催について

2) JC目安箱～みんなの問題をみんなで解決!!開催について

3) その他

16. 討議事項

1) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『田植え』開催について

2) その他

17. 議長解任

18. 依頼事項

1) 会員拡大について

2) 第68回JCI ASPAC鹿児島大会事前登録について

3) 第31回国際アカデミー及びプレアカデミー登録について

4) その他

19. 行事案内

1) 第3回合同委員会 3月8日(木)　19:30～　今治市営体育館

2) 超異業種交流会～まだ見ぬ友との出会い～ 3月9日(金)　19:00～20:30　和風レストラン笹

3) FC今治ホーム開幕戦並びに募金活動 3月11日(日)　10:00～13:00　ありがとうサービス　夢スタジアム

4) 第2エリア合同公式訪問例会 3月20日(火)　18:30～　松山青少年センター

5) 2018年度　会頭訪問 3月22日(木)　17:00～20:30　道後山の手ホテル

6) 今治しまなみライオンズクラブ　結成25周年記念式典並びに祝宴 3月25日(日)　15:00～　今治国際ホテル2F　クリスタルホール

7) その他

20. 決定事項の確認

21. 第4回定例理事会開催について 4月5日(木)　19:30～　事務局

22. 今後のスケジュールについて

1) 次回議案提出締切日　　　3月22日(木)　24:00まで

2) スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ]

23. 監事総評 監事 君

24. 閉会

神道　 裕介

山岡　 太郎

廣川　 怜史

山岡　 太郎

西原孝太郎

2018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

丹下　 大輔

寺尾　　　諭

越智　 一成

樫田　 仁志
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日時：2018年4月5日(木)　19:30～21:34

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 会員拡大特別室　室長 君

3. JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 副専務理事兼会員拡大特別室事務局長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 財政局長 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務渉外委員会　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. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

10. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 会員拡大特別室

4) その他

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 第3回定例理事会決定事項

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) 新入会員審査の件

2) 入会金免除の件

3) 第2エリア合同公式訪問例会決算及び残金承認の件

4) 超異業種交流会～まだ見ぬ友との出会い～決算承認の件

5) 4月例会開催承認の件

6) JC目安箱～みんなの問題をみんなで解決!!開催承認の件

7) その他

15. 協議事項

1) 5月例会開催について

2) JCダービー～見極めろ!!みんなの能力～開催について

3) 2018年度　第2回今治JC説明会～知れば知るほど好きになる～開催について

4) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『田植え』開催について

5) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『保護者説明会』開催について

6) その他

16. 討議事項

1) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『観賞会』開催について

2) その他

17. 議長解任

18. 依頼事項

1) 会員拡大について

2) 第68回JCI ASPAC鹿児島大会事前登録について

3) 第31回国際アカデミー及びプレアカデミー登録について

4) 全国大会宮崎大会事前とりまとめについて　　 締切　4月19日(木)まで

5) AWARDS SHIKOKU 2018 エントリーについて

6) その他

19. 行事案内

1) 第4回合同委員会 4月12日(木)　19:30～　JAおちいまばり本店　会議室

2) 2018年度　第1回今治JC説明会～知ったらきっと好きになる～ 4月15日(日)　10:00～11:30　みなとホール

3) 平成30年度　今治少年少女合唱団入卒団式ならびに 4月28日(土)　13:30～15:30　今治市中央公民館2F　視聴覚室

今治少年少女合唱団講演会総会

4) その他

20. 決定事項の確認

21. 第5回定例理事会開催について 5月7日(月)　19:30～　事務局

22. 今後のスケジュールについて

1) 次回議案提出締切日　　　4月21日(土)　24:00まで

2) スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ]

23. 監事総評 監事 先輩

24. 閉会

神道　 裕介

山岡　 太郎

廣川　 怜史

山岡　 太郎

武田　 繁親

2018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

真鍋　 知弘

大澤　 広基

八木　 健吾

樫田　 仁志
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日時：2018年5月7日(月)　19:30～21:25

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 財政局長 君

3. JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 総務渉外委員会　委員長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 総務渉外委員会　副委員長 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務渉外委員会　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. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

10. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 会員拡大特別室

4) その他

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 第4回定例理事会決定事項

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) 4月例会決算承認の件

2) JC目安箱～みんなの問題をみんなで解決!!決算承認の件

3) 2018年度　第1回今治JC説明会～知ったらきっと好きになる～決算承認の件

4) 5月例会開催承認の件

5) JCダービー～見極めろ!!みんなの能力～開催承認の件

6) 2018年度　第2回今治JC説明会～知れば知るほど好きになる～開催承認の件

7) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『田植え』開催承認の件

8) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『保護者説明会』開催承認の件

9) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～開催修正計画並びに補正予算(案)承認の件

10) その他

15. 協議事項

1) 6月例会開催について

2) 入会式の企画及び運営について

3) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『鑑賞会』開催について

4) その他

16. 討議事項

1) その他

17. 議長解任

18. 依頼事項

1) 会員拡大について

2) 2018年度　第48回愛媛ブロック大会法皇大会記念式典並びに懇親会について

3) その他

19. 行事案内

1) 第5回合同委員会 5月10日(木)　19:30～　JAおちいまばり本店　会議室

2) スポーツクラブ　ヨガ教室 5月14日(月)　19:30～20:30　グリーンピア玉川2F　武道館

3) 全国城下町シンポジウム松江大会 5月18日(金)～20日(日)　松江市内

4) ASPAC鹿児島大会 5月24日(木)～27日(日)　鹿児島市内

5) しまなみ原付ツーリング 5月26日(土)　前夜祭、27日(日)　ツーリング しまなみ海道沿線

6) 今治寿太鼓保存会45周年記念事業 6月2日(土)～3日(日)　金沢市

7) その他

20. 決定事項の確認

21. 第6回定例理事会開催について 6月5日(火)　19:30～　事務局

22. 今後のスケジュールについて

1) 次回議案提出締切日　　　5月23日(水)　24:00まで

2) スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ]

23. 監事総評 監事 君

24. 閉会

神道　 裕介

山岡　 太郎

廣川　 怜史

山岡　 太郎

黒川　 泰伸

2018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

八木　 健吾

樫田　 仁志

廣田　 純一

樫田　 仁志
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日時：2018年5月10日(木)　19:00～19:20

場所：JAおちいまばり本店　大会議室

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 会員交流担当室　室長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 会員交流委員会　委員長 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務渉外委員会　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. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

10. 報告事項

1) その他

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 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) 新入会員審査の件

2) その他

15. 協議事項

1) その他

16. 討議事項

1)

17. 議長解任

18. 依頼事項

1) その他

19. 行事案内

1) その他

20. 決定事項の確認

21. 監事総評 監事 君

22. 閉会

神道　 裕介

山岡　 太郎

廣川　 怜史

山岡　 太郎

西原孝太郎

2018年度　公益社団法人今治青年会議所

第2回臨時理事会　議事次第

阿曽　 淳也

丹下　 大輔

寺尾　　　諭

樫田　 仁志
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日時：2018年6月5日(火)　19:30～22:25

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 青少年育成担当室　室長 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 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務渉外委員会　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. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

10. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 会員拡大特別室

4) その他

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 第5回定例理事会決定事項

2) 第2回臨時理事会決定事項

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) 新入会員審査の件

2) 5月例会決算承認の件

3) JCダービー～見極めろ!!みんなの能力～決算承認の件

4) 次年度理事長選考管理委員会発足の件

5) 6月例会開催承認の件

6) 入会式開催承認の件

7) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『観賞会』開催承認の件

8) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～開催修正計画並びに補正予算(案)承認の件

9) 海上自転車競走2018　後援依頼承認の件

10) その他

15. 協議事項

1) 7月例会・第105回臨時総会開催について

2) その他

16. 討議事項

1) 会員交流事業～JC交遊会～開催について

2) 『絶対に一人でやってはいけない超トモダチ大作戦』開催について

3) その他

17. 議長解任

18. 依頼事項

1) 会員拡大について

2) 2018年度　第48回愛媛ブロック大会法皇大会記念式典並びに懇親会について

3) その他

19. 行事案内

1) 田んぼアート　保護者説明会 6月8日(金)　19:30～　今治市民会館

2) JCカップ　U-11少年少女サッカー全国大会愛媛ブロック予選大会 6月10日(日)　大洲総合運動公園

3) 田んぼアート　『田植え』練習 6月11日(月)　19:30～　さいさいきて屋裏　田んぼ

4) 第6回合同委員会 6月14日(木)　19:30～　JAおちいまばり本店　会議室

5) 田んぼアート　『田植え』 6月17日(日)　8:30～　さいさいきて屋裏　田んぼ

6) 新入会員を囲む会 6月21日(木)　6月例会終了後　和風レストラン笹

7) 2018年度　第48回愛媛ブロック大会法皇大会記念式典並びに懇親会 6月30日(土)　式典13:30～、懇親会16:00～　四国中央市

8) 市民大清掃 7月8日(日)　7:00～　はーばりー周辺

9) 2018年度　四国地区大会徳島大会褒賞事業及び基調講演 褒賞事業 7月14日(土)　12:45～15:30　ホテルクレメント徳島

大懇親会 7月14日(土)　19:00～21:00　ホテルクレメント徳島

10) その他

20. 決定事項の確認

21. 第7回定例理事会開催について 7月5日(木)　19:30～　事務局

22. 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(木)　24:00まで

2) スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ]

23. 監事総評 監事 先輩

24. 閉会

神道　 裕介

山岡　 太郎

廣川　 怜史

山岡　 太郎

武田　 繁親

2018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

渡辺　　　仁

吉本悠太郎

白川　　　亨

樫田　 仁志
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日時：2018年7月5日(木)　19:30～21:46

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 総務渉外委員会　委員長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 総務渉外委員会　副委員長 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務渉外委員会　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. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

10. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 会員拡大特別室

4) その他

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 第6回定例理事会決定事項

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) 6月例会決算承認の件

2) 入会式決算承認の件

3) 2018年度　第2回今治JC説明会～知れば知るほど好きになる～決算承認の件

4) 2019年度　理事長承認の件

5) 7月例会・第105回臨時総会開催承認の件

6) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『保護者説明会』決算及び残金承認の件

7) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～補正予算(案)承認の件

8) しまなみランニングバイク選手権2018　後援依頼承認の件

9) 第32回今治シティマラソン　後援依頼承認の件

10) その他

15. 協議事項

1) 8月例会開催について

2) みんなで学ぼう!!チームJC～みんながリーダー、みんながフォロワー～開催について

3) 会員交流事業～JC交遊会～開催について

4) 『絶対に一人でやってはいけない超トモダチ大作戦』開催について

5) その他

16. 討議事項

1) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『稲刈り』開催について

2) その他

17. 議長解任

18. 依頼事項

1) 会員拡大について

2) その他

19. 行事案内

1) 市民大清掃 7月8日(日)　7:00～　はーばりー周辺

2) 第7回合同委員会 7月12日(木)　19:30～　JAおちいまばり本店　会議室

3) 2018年度　四国地区大会徳島大会褒賞事業及び基調講演 褒賞事業 7月14日(土)　12:45～15:30　ホテルクレメント徳島

大懇親会 7月14日(土)　19:00～21:00　ホテルクレメント徳島

4) おんまくJC踊り連　練習 第1回 7月18日(水)　19:00～19:30　吹揚神社

第2回 7月25日(水)　19:00～19:30　寺尾薬局前

5) 次年度理事長を囲む会 7月19日(木)　例会終了後　酒仙

6) サマーコンファレンス2018　日本創生への奇跡 7月21日(土)～22日(日)　パシフィコ横浜

7) 2018年度　第48回愛媛ブロック大会法皇大会記念事業 7月28日(土)　四国中央市

8) 田んぼアート　『観賞会』 7月29日(日)　9:00～12:00　さいさいきて屋裏　田んぼ

9) その他

20. 決定事項の確認

21. 第8回定例理事会開催について 8月6日(月)　19:30～　事務局

22. 今後のスケジュールについて

1) 次回議案提出締切日　　　7月25日(水)　24:00まで

2) スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ]

23. 監事総評 監事 君

24. 閉会

神道　 裕介

山岡　 太郎

廣川　 怜史

山岡　 太郎

黒川　 泰伸

2018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

神道　 裕介

樫田　 仁志

廣田　 純一

樫田　 仁志
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日時：2018年8月6日(月)　19:30～21:12

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 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 総務渉外委員会　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. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

10. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 会員拡大特別室

4) その他

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 第7回定例理事会決定事項

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) 7月例会・第106回臨時総会決算承認の件

2) 8月例会開催承認の件

3) みんなで学ぼう!!チームJC～みんながリーダー、みんながフォロワー～開催承認の件

4) 会員交流事業～JC交遊会～開催承認の件

5) 『絶対に一人でやってはいけない超トモダチ大作戦』開催承認の件

6) 次年度理事長選考管理委員会解散承認の件

7) 次年度役委員選考委員会発足承認の件

8) 瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリング大会「サイクリングしまなみ2018」　協力依頼承認の件

9) その他

15. 協議事項

1) 9月例会開催について

2) 決断!!～未来はみんなの手の中～開催について

3) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『稲刈り』開催について

4) その他

16. 討議事項

1) その他

17. 議長解任

18. 依頼事項

1) 会員拡大について

2) その他

19. 行事案内

1) 第8回合同委員会 8月9日(木)　19:30～　JAおちいまばり本店　会議室

2) 田んぼアート　『観賞会』 8月12日(日)　9:00～12:00　さいさいきて屋裏　田んぼ

3) 2018年度　8月例会 8月17日(金)　19:30～　今治市民会館

4) Bari Challen University 2018 8月17日(金)～19日(日)　はーばりー

5) 今治市民カッター大会 8月26日(日)　8:00～15:00　今治城南堀　

6) 公益社団法人高知青年会議所　創立65周年記念式典・大懇親会記念式典 9月1日(土)　16:00～17:45　ザ　クラウンパレス新阪急高知　

大懇親会 9月1日(土)　18:30～21:00　ザ　クラウンパレス新阪急高知　

7) その他

20. 決定事項の確認

21. 第9回定例理事会開催について 9月5日(水)　19:30～　事務局

22. 今後のスケジュールについて

1) 次回議案提出締切日　　　8月22日(水)　24:00まで

2) スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ]

23. 監事総評 監事 君

24. 閉会

神道　 裕介

山岡　 太郎

廣川　 怜史

山岡　 太郎

西原孝太郎

2018年度　公益社団法人今治青年会議所

第8回定例理事会　議事次第

渡辺　　　仁

塩見　仁志

近藤久仁年

樫田　 仁志
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日時：2018年9月5日(水)　19:30～21:15

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 会員拡大特別室　室長 君

3. JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 副専務理事兼会員拡大特別室事務局長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 財政局長 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務渉外委員会　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. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

10. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 会員拡大特別室

4) その他

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 第8回定例理事会決定事項

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) 8月例会決算承認の件

2) みんなで学ぼう!!チームJC～みんながリーダー、みんながフォロワー～決算及び残金承認の件

3) 9月例会開催承認の件

4) 決断!!～未来はみんなの手の中～開催承認の件

5) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『稲刈り』開催承認の件

6) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～開催修正計画並びに補正予算(案)承認の件

7) その他

15. 協議事項

1) 10月例会開催について

2) 今治アテンド大会実行委員会～ベストコンシェルジュは君だ～（仮）開催について

3) その他

16. 討議事項

1) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『感謝祭』開催について

2) その他

17. 議長解任

18. 依頼事項

1) 会員拡大について

2) その他

19. 行事案内

1) 第9回合同委員会 9月13日(木)　19:30～22:00　JAおちいまばり本店　会議室

2) 会員交流事業～JC交遊会～ 9月16日(日)　12:30～16:00　はーばりー　みなとホール

3) 2018年度　愛媛ブロック協議会　憲法を考えるフォーラム愛媛大会 9月17日(月)　13:30～15:00　今治市総合福祉センター

4) 『絶対に一人でやってはいけない超トモダチ大作戦』　保護者説明会 9月19日(水)　20:00～21:00　JAおちいまばり本店　会議室

5) 2018年度　愛媛ブロック協議会　第9回役員会・会員会議所会議合同会議 9月23日(日)　15:00～16:30　JAおちいまばり本店　会議室

大懇親会 9月23日(日)　17:30～19:30　酒仙

6) 新入会員による事業 9月24日(月)　18:00～21:00　今治市営体育館

7) 『絶対に一人でやってはいけない超トモダチ大作戦』 9月29日(土)～30日(日)　16:00～　

ワールドプラザ、浅川造船株式会社湯ノ浦保養所

8) 第4回海上自転車競走 9月30日(日)　今治城南堀

9) 公益社団法人日本青年会議所　第67回全国大会宮崎大会 10月4日(木)～7日(日)　宮崎県宮崎市各所

10) 第32回今治シティマラソン 10月7日（日）　今治市吹揚小学校グラウンド

11) その他

20. 決定事項の確認

21. 第10回定例理事会開催について 10月3日(水)　19:30～　事務局

22. 今後のスケジュールについて

1) 次回議案提出締切日　　　9月21日(金)　24:00まで

2) スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ]

23. 監事総評 監事 先輩

24. 閉会

神道　 裕介

山岡　 太郎

廣川　 怜史

山岡　 太郎

武田　 繁親

2018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

真鍋　 知弘

大澤　 広基

八木　 健吾

樫田　 仁志
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日時：2018年10月3日(水)　19:30～21:22

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 会員交流担当室　室長 君

3. JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 会員交流委員会　委員長 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 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務渉外委員会　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. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

10. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 会員拡大特別室

4) その他

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 第9回定例理事会決定事項

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) 9月例会決算承認の件

2) 決断!!～未来はみんなの手の中～決算承認の件

3) 休憩承認の件

4) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『田植え』補正予算(案)取り下げ承認の件

5) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～補正予算(案)取り下げ承認の件

6) 10月例会開催承認の件

7) 今治アテンド大会実行委員会～ベストコンシェルジュは君だ～開催承認の件

8) 2018年度　褒賞特別委員会発足承認の件

9) 大学等を核としたまちづくり実行委員会への参画依頼承認の件

10) 平成30年度今治市社会福祉大会　共産依頼承認の件

11) その他

15. 協議事項

1) 11月例会・第106回臨時総会開催について

2) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『感謝祭』開催について

3) 異業種交流会～人との出会いがあなたを変える～開催について

4) その他

16. 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

17. 議長解任

18. 依頼事項

1) 会員拡大について

2) その他

19. 行事案内

1) 公益社団法人日本青年会議所　第67回全国大会宮崎大会 10月4日(木)～7日(日)　宮崎県宮崎市各所

2) 第32回今治シティマラソン 10月7日（日）　今治市吹揚小学校グラウンド

3) 第10回合同委員会 10月11日(木)　19:30～22:00　JAおちいまばり本店　会議室

4) 田んぼアート　『稲刈り』 10月14日(日)　9:00～　さいさいきて屋裏　田んぼ

5) 公益社団法人日本青年会議所　2019年度事業説明会 10月15日(月)　18:30～　ザ　クラウンパレス新阪急高知

6) 第4回海上自転車競走 10月21日(日)　今治城南堀

7) 一般社団法人因島青年会議所　創立50周年記念大会 式典 10月27日(土)　14:00～　因島市民会館

祝宴 10月27日(土)　16:00～　芸予文化情報センター

8) 瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリング大会　サイクリングしまなみ2018 10月28日(日)　しまなみ海道沿線

9) その他

20. 決定事項の確認

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

22. 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24日(水)　24:00まで

2) スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ]

23. 監事総評 監事 君

24. 閉会

神道　 裕介

山岡　 太郎

廣川　 怜史

山岡　 太郎

黒川　 泰伸

2018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

丹下　 大輔

寺尾　　　諭

越智　 一成

樫田　 仁志
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日時：2018年11月5日(月)　19:30～22:14
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 繋がる心育成委員会　委員長 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 君
5. 出席者並びに定足数の確認 総務渉外委員会　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. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

10. 報告事項
1) 理事長
2) 財務検討会
3) 会員拡大特別室
4) その他

11. 議長選出
12. 確認事項

1) 第10回定例理事会決定事項
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) 会員交流事業～JC交遊会～決算及び残金承認の件
2) 例会スピーチ決算承認の件
3) 10月例会決算承認の件
4) 今治アテンド大会実行委員会～ベストコンシェルジュは君だ～決算承認の件
5) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『田植え』補正予算(案)承認の件
6) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『観賞会』補正予算(案)承認の件
7) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『稲刈り』補正予算(案)承認の件
8) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～補正予算(案)承認の件
9) 2018年度　(公社)今治青年会議所　収支補正予算(案)承認の件

10) 2019年度　(公社)今治青年会議所　組織(案)承認の件
11) 2019年度　(公社)今治青年会議所　理事役員(案)承認の件
12) 2019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
13) 2019年度　(公社)今治青年会議所　組織構成(案)承認の件
14) 2019年度　出向承認の件
15) 2019年度　取引銀行承認の件
16) 2019年度　収支予算書(案)承認の件（事業費・積立金除く）
17) 11月例会・第106回臨時総会開催承認の件
18) 次年度役員選考委員会解散承認の件
19) 異業種交流会～人との出会いがあなたを変える～開催承認の件
20) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『感謝祭』開催承認の件
21) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～開催修正計画並びに補正予算(案)承認の件
22) その他

15. 協議事項
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) 会員褒賞について
3) その他

16. 討議事項
1) その他

17. 議長解任
18. 依頼事項

1) 会員拡大について
2) その他

19. 行事案内
1) 今治寿太鼓保存会 11月7日(水)　今治国際ホテル2F　真珠の間
2) 第11回合同委員会 11月8日(木)　19:30～22:00　JAおちいまばり本店　会議室
3) 囲碁将棋倶楽部 11月9日(金)　19:30～　ホテル菊水
4) 2018年度　愛媛ブロックじゃがいもクラブ秋季大会並びに 11月11日(日)　滝の宮カントリークラブ

第5回今治JCじゃがいも大会「渡辺副会長（タイヤショップ渡辺）杯」
5) ツールド玉川 11月11日(日)　玉川エリア各所
6) 四国における経済・防災フォーラム～四国の未来を輝かそう～ 11月11日(日)　13:00～16:50　アイテム愛媛
7) 第2回異業種交流会～人との出会いがあなたを変える～ 11月13日(火)　19:30～22:00　はーばりー4F
8) 2018年度しまなみ3JC合同引継会 11月16日(金)　19:30～21:30　和風レストラン笹
9) 四国地区　2018・2019　本次年度地区協議会 11月18日(日)　ザ　クラウンパレス新阪急高知

10) 田んぼアート　『感謝祭』 11月23日(金)　さいさいきて屋裏　田んぼ
11) 愛媛ブロック　本次年度会議 11月24日(土)　リーガロイヤルホテル新居浜
12) 卒業生を囲む会 11月29日(木)　皆楽荘
13) 第1回ゆめこい祭 12月2日(日)　10:00～17:00　岡山理科大学今治キャンパス
14) その他

20. 決定事項の確認
21. 第12回定例理事会開催について 12月5日(水)　19:00～　事務局
22. 今後のスケジュールについて

1) 次回議案提出締切日　　　11月22日(木)　24:00まで
2) スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ]

23. 監事総評 監事 君
24. 閉会

神道　 裕介
山岡　 太郎
廣川　 怜史
山岡　 太郎

西原孝太郎

2018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

吉本悠太郎
越智　 宏幸
白川　　　亨
樫田　 仁志
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日時：2018年12月5日(水)　19:00～21:21

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 総務渉外委員会　委員長 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 総務渉外委員会　副委員長 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務渉外委員会　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. 議事録作成人及び署名人指名 理事長 君

10. 報告事項

1) 理事長

2) 財務検討会

3) 会員拡大特別室

4) その他

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 第11回定例理事会決定事項

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) 11月例会・第106回臨時総会決算承認の件

2) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『田植え』決算及び残金承認の件

3) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『観賞会』決算及び残金承認の件

4) 今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『稲刈り』決算及び残金承認の件

5) 異業種交流会～人との出会いがあなたを変える～決算承認の件

6) JCマンSHIP決算承認の件

7) 会員褒賞承認の件

8) 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

9) 2018年度　会員褒賞特別委員会開催承認の件

10) 2019年度　出向者追加(案)承認の件

11) 2019年度　各委員会事業計画・予算(案)承認の件

12) その他

15. 協議事項

1) その他

16. 討議事項

1) その他

17. 議長解任

18. 依頼事項

1) 2018年度事業報告書さくせいについて 提出期限：12月31日　24:00まで　

2) 会費及び例会・理事会ファインについて

3) 監査について 12月26日(水)　19:30～　(公社)今治青年会議所事務局

4) 事務局年末大掃除について 12月27日(木)　10:00～

5) 事務局会議の引継ぎについて

6) その他

19. 行事案内

1) JCI3コース 12月9日(日)　受付：8:45～　松山青少年センター

2) スポーツクラブ　ボウリング大会及び総会 ボウリング大会 12月18日(火)　19:00～　フジグラン今治ワンダーボウル

総会 12月18日(火)　21:00～　酔虎電

3) シニアクラブ12月例会・納会 12月19日(水)　19:00～　和風レストラン笹

4) その他

20. 決定事項の確認

21. 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24日(月)　24:00まで

2) スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ]

22. 監事総評 監事 先輩

閉会

神道　 裕介

山岡　 太郎

廣川　 怜史

山岡　 太郎

武田　 繁親

2018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

樫田　 仁志

廣田　 純一

樫田　 仁志
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　　　　　日時　：　平成30年1月18日(木)　19:30～21:30
　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室
　　　　　司会　：　総務渉外委員会　　菊地　晴香　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 総務渉外委員会 廣田　純一　君
４. ＪＣＩミッション唱和 総務渉外委員会 三田　　平　君
５. ＪＣＩビジョン唱和 総務渉外委員会 三田　　平　君
６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 総務渉外委員会 矢野　達也　君
７. 理事長挨拶 理事長 山岡　太郎　君
８. シニアクラブ役員紹介
９. シニアクラブ会長挨拶

１０. 役員紹介 専務理事 黒瀬　太樹　君
１１. シニアクラブ役員退場
１２. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 山岡　太郎　君
１３. 配布資料の確認 司会者
１４. 各委員会出席者数の確認 司会者
１５. 報告事項 司会者
１６. 行事案内及び依頼事項 専務理事 黒瀬　太樹　君
１７. 協議事項 理事長 山岡　太郎　君
１８. 第104回通常総会 総務渉外委員会
１９. 監事総評 監事 武田　繁親先輩
２０. 会員消息 司会者
２１. 交通安全宣言 総務渉外委員会 富田　浩之　君
２２. 若い我等
２３. 閉会宣言 副理事長 神道　裕介　君

議事録作成人 廣田　純一　君
署名人 樫田　仁志　君
署名人 神道　裕介　君

　　　日時　：　平成30年2月15日(木)　19:30～21:30
　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室
　　　司会　：　まちづくり推進委員会　　村上　　艦　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 会員交流委員会 寺尾　　諭　君
４. ＪＣＩミッション唱和 会員交流委員会 越智　一成　君
５. ＪＣＩビジョン唱和 会員交流委員会 越智　一成　君
６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 会員交流委員会 山本　祐司　君
７. 理事長挨拶 理事長 山岡　太郎　君
８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 山岡　太郎　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 黒瀬　太樹　君
１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 黒瀬　太樹　君
１３. 協議事項 理事長 山岡　太郎　君
１４. 例会委員会アワー 会員交流委員会
１５. 例会スピーチ 会員交流委員会
１６. 監事総評 監事 黒川　泰幸　君
１７. 会員消息 司会者
１８. 交通安全宣言 会員交流委員会 﨑山　裕太　君
１９. 若い我等
２０. 閉会宣言 副理事長 阿曽　淳也　君

議事録作成人 越智　一成　君
署名人 寺尾　　諭　君
署名人 丹下　大輔　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30年3月20日(木)　18:30～21:00
　　　　　場所　：　松山市青少年センター3F　大ホール
　　　　　司会　：　松山ＪＣ専務理事　　野口　和範　君

１. 開会・開会宣言 松山ＪＣ副理事長 杉野　康雄　君
２. 開会点鐘 松山ＪＣ理事長 近藤　譲治　君
３. 国歌・ＪＣソング斉唱
４. ＪＣＩクリード唱和 松山ＪＣ広報戦略会議議長 秦　　健太　君
５. ＪＣＩミッション唱和 今治ＪＣ繋がる心育成委員会委員長 越智　宏幸　君
６. ＪＣＩビジョン唱和 今治ＪＣ繋がる心育成委員会委員長 越智　宏幸　君
７. ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和 松山ＪＣ国際推進委員会委員長 奥村　晃弘　君
８. 理事長挨拶 松山ＪＣ理事長 近藤　譲治　君

今治ＪＣ理事長 山岡　太郎　君
９. 議事録作成人並びに署名人指名 松山ＪＣ理事長 近藤　譲治　君

今治ＪＣ理事長 山岡　太郎　君
１０. 配布資料の確認 松山ＪＣ専務理事 野口　和範　君
１１. 出席優秀委員会発表 松山ＪＣ総務渉外委員会委員長 野本　雄揮　君
１２. 出席確認 今治ＪＣ専務理事 黒瀬　太樹　君
１３. 司会者交代 愛媛ブロック協議会運営専務 森岡　健三　君
１４. 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 森岡　健三　君
１５. 愛媛ブロック協議会会長挨拶 愛媛ブロック協議会会長 中田　博文　君
１６. 愛媛ブロック協議会事業説明 愛媛ブロック協議会会長 中田　博文　君
１７. 司会交代
１８. ３月例会行事 品格ある人材育成委員会

「地域から信頼される団体を目指して」
１９. 報告事項 各ＬＯＭ書面にて報告
２０. 地区大会　ブロック大会ＰＲ 地区、ブロックＰＲ担当
２１. 会員消息 松山ＪＣ総務渉外委員会委員長 野本　雄揮　君

今治ＪＣ総務渉外委員会委員長 樫田　仁志　君
２２. 監事所見 松山ＪＣ監事 天野　眞作　君

今治ＪＣ監事 西原孝太郎　君
２３. 監査担当役員所見 愛媛ブロック協議会監査担当役員 廣川　怜史　君
２４. 閉会宣言 今治ＪＣ副理事長 渡辺　　仁　君
２５. 閉会点鐘 今治ＪＣ理事長 山岡　太郎　君

議事録作成人 廣田　純一　君
署名人 樫田　仁志　君
署名人 神道　裕介　君

　　　　　日時　：　平成30年4月19日(木)　19:30～21:30
　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室
　　　　　司会　：　総務渉外委員会　　富田　浩之　君

１. 開会・開会宣言 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 まちづくり推進委員会 塩見　仁士　君
４. ＪＣＩミッション唱和 まちづくり推進委員会 近藤久仁年　君
５. ＪＣＩビジョン唱和 まちづくり推進委員会 近藤久仁年　君
６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 まちづくり推進委員会 長野　和博　君
７. 理事長挨拶 理事長 山岡　太郎　君
８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 山岡　太郎　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 黒瀬　太樹　君
１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 黒瀬　太樹　君
１３. 協議事項 理事長 山岡　太郎　君
１４. 例会委員会アワー 会員交流委員会
１５. 例会スピーチ 会員交流委員会
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 青野　耕士　君
１９. 若い我等
２０. 閉会宣言 専務理事 黒瀬　太樹　君

議事録作成人 白川　　亨　君
署名人 吉本悠太郎　君
署名人 渡辺　　仁　君

４月例会プログラム

第２エリア合同公式例会プログラム
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　　　　　日時　：　平成30年5月17日(木)　19:30～21:30

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　総務渉外委員会　　三田　　平　君

１. 開会・開会宣言 財政局長 八木　健吾　君

２. 国歌・ＪＣＩソング斉唱

３. ＪＣＩクリード唱和 総務渉外委員会 樫田　仁志　君

４. ＪＣＩミッション唱和 総務渉外委員会 菊地　晴香　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 総務渉外委員会 菊地　晴香　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 総務渉外委員会 富田　浩之　君

７. 理事長挨拶 （理事長代理）副理事長 神道　裕介　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 （理事長代理）副理事長 神道　裕介　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 黒瀬　太樹　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 黒瀬　太樹　君

１３. 協議事項 （理事長代理）副理事長 神道　裕介　君

１４. 例会委員会アワー 会員交流委員会

１５. 例会スピーチ 会員交流委員会

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 総務渉外委員会 玉井　　宏　君

１９. 若い我等

２０. 閉会宣言 財政局長 八木　健吾　君

議事録作成人 近藤久仁年　君

署名人 塩見　仁士　君

署名人 渡辺　　仁　君

　　　　　日時　：　平成30年6月21日(木)　19:30～21:30

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　総務渉外委員会　　菊地　晴香　君

１. 開会・開会宣言 会員拡大特別室長 真鍋　知弘　君

２. 国歌・ＪＣＩソング斉唱

３. ＪＣＩクリード唱和 会員交流委員会 別府　祐次　君

４. ＪＣＩミッション唱和 会員交流委員会 永吉　隼人　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 会員交流委員会 永吉　隼人　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 会員交流委員会 﨑山　裕太　君

７. 理事長挨拶 理事長 山岡　太郎　君

８. 四国地区協議会会長挨拶 四国地区協議会会長 北島　誠祐　君

９. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 山岡　太郎　君

１０. 配布資料の確認 司会者

１１. 各委員会出席者数の確認 司会者

１２. 報告事項 専務理事 黒瀬　太樹　君

１３. 行事案内及び依頼事項 専務理事 黒瀬　太樹　君

１４. 協議事項 理事長 山岡　太郎　君

１５. 入会式 会員交流委員会

１６. 監事総評 監事 西原孝太郎　君

１７. 会員消息 司会者

１８. 交通安全宣言 会員交流委員会 西部　祥平　君

１９. 若い我等

２０. 閉会宣言 会員拡大特別室長 真鍋　知弘　君

議事録作成人 廣田　純一　君

署名人 樫田　仁志　君

署名人 神道　裕介　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30年7月19日(木)　19:30～21:30

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　総務渉外委員会　　玉井　　宏　君

１. 開会・開会宣言 会員交流担当室室長 丹下　大輔　君

２. 国歌・ＪＣＩソング斉唱

３. ＪＣＩクリード唱和 繋がる心育成委員会 白川　　亨　君

４. ＪＣＩミッション唱和 繋がる心育成委員会 松木　大地　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 繋がる心育成委員会 松木　大地　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 繋がる心育成委員会 六郎面あゆみ　君

７. 理事長挨拶 理事長 山岡　太郎　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 山岡　太郎　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 黒瀬　太樹　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 黒瀬　太樹　君

１３. 協議事項 理事長 山岡　太郎　君

１４. 第105回臨時総会 総務渉外委員会

１５. 監事総評 監事 武田　繁親先輩

１６. 会員消息 司会者

１７. 交通安全宣言 繋がる心育成委員会 渡辺　　輔　君

１８. 若い我等

１９. 閉会宣言 会員交流担当室室長 丹下　大輔　君

議事録作成人 越智　一成　君

署名人 寺尾　　諭　君

署名人 丹下　大輔　君

　　　　　日時　：　平成29年8月17日(金)　19:30～21:30

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　会員交流委員会　　檜垣　友佑　君

１. 開会・開会宣言 青少年育成担当室室長 吉本悠太郎　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 青野　耕士　君

４. ＪＣＩミッション唱和 まちづくり推進委員会 村上　　艦　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 まちづくり推進委員会 村上　　艦　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 まちづくり推進委員会 浮穴　智彦　君

７. 理事長挨拶 （理事長代理）副理事長 神道　裕介　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 （理事長代理）副理事長 神道　裕介　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 黒瀬　太樹　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 黒瀬　太樹　君

１３. 協議事項 （理事長代理）副理事長 神道　裕介　君

１４. 例会委員会アワー 会員交流委員会

１５. 例会スピーチ 会員交流委員会

１６. 監事総評 監事 西原孝太郎　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 新居田拓也　君

１９. 若い我等

２０. 閉会宣言 青少年育成担当室室長 吉本悠太郎　君

議事録作成人 白川　　亨　君

署名人 越智　宏幸　君

署名人 吉本悠太郎　君

８月例会プログラム

７月例会プログラム
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　　　　　日時　：　平成29年9月20日(木)　19:30～21:30

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　総務渉外委員会　　富田　浩之　君

１. 開会・開会宣言 副専務理事 大澤　広基　君

２. 国歌・ＪＣＩソング斉唱

３. ＪＣＩクリード唱和 総務渉外委員会 樫田　仁志　君

４. ＪＣＩミッション唱和 総務渉外委員会 廣田　純一　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 総務渉外委員会 廣田　純一　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 総務渉外委員会 菊地　晴香　君

７. 理事長挨拶 理事長 山岡　太郎　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 山岡　太郎　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 黒瀬　太樹　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 黒瀬　太樹　君

１３. 協議事項 理事長 山岡　太郎　君

１４. 例会委員会アワー 会員交流委員会

１５. 例会スピーチ 会員交流委員会

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 総務渉外委員会 三田　　平　君

１９. 若い我等

２０. 閉会宣言 副専務理事 大澤　広基　君

議事録作成人 近藤久仁年　君

署名人 塩見　仁士　君

署名人 渡辺　　仁　君

　　　　日時　：　平成30年10月18日(木)　19:30～21:30

　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　司会　：　繋がる心育成委員会　　渡部　　輔　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 会員交流委員会 山本　祐司　君

４. ＪＣＩミッション唱和 会員交流委員会 西部　祥平　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 会員交流委員会 西部　祥平　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 会員交流委員会 永吉　隼人　君

７. 理事長挨拶 理事長 山岡　太郎　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 山岡　太郎　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 黒瀬　太樹　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 黒瀬　太樹　君

１３. 協議事項 理事長 山岡　太郎　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 会員交流委員会

１６. 監事総評 監事 武田　繁親先輩

１７. 会員消息 司会者

１８. 交通安全宣言 会員交流委員会 別府　祐次　君

１９. 若い我等

２０. 閉会宣言 副理事長 神道　裕介　君

議事録作成人 廣田　純一　君

署名人 樫田　仁志　君

署名人 神道　裕介　君

10月例会プログラム

９月例会プログラム
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　　　　　日時　：　平成30年11月15日(木)　19:30～21:30

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　総務渉外委員会　　矢野　達也　君

１. 開会・開会宣言 副理事長 阿曽　淳也　君

２. 国歌・ＪＣＩソング斉唱

３. ＪＣＩクリード唱和 繋がる心育成委員会 新居田　直　君

４. ＪＣＩミッション唱和 繋がる心育成委員会 六郎面あゆみ　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 繋がる心育成委員会 六郎面あゆみ　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 繋がる心育成委員会 白川　　亨　君

７. 理事長挨拶 理事長 山岡　太郎　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 山岡　太郎　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 黒瀬　太樹　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 黒瀬　太樹　君

１３. 協議事項 理事長 山岡　太郎　君

１４. 第103回臨時総会 総務渉外委員会

１５. 監事総評 監事 西原孝太郎　君

１６. 会員消息 司会者

１７. 交通安全宣言 繋がる心育成委員会 松木　大地　君

１８. 若い我等

１９. 閉会宣言 副理事長 阿曽　淳也　君

議事録作成人 越智　一成　君

署名人 寺尾　　諭　君

署名人 丹下　大輔　君

　　　　　日時　：　平成30年12月20日(木)　17:00～19:16

　　　　　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 まちづくり推進委員会 塩見　仁士　君

４. ＪＣＩミッション唱和 まちづくり推進委員会 青野　耕士　君

５. ＪＣＩビジョン唱和 まちづくり推進委員会 青野　耕士　君

６. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 まちづくり推進委員会 浮穴　智彦　君

７. 理事長挨拶 理事長 山岡　太郎　君

８. 議事録作成人並びに署名人指名 理事長 山岡　太郎　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 黒瀬　太樹　君

１２. 行事案内及び依頼事項 専務理事 黒瀬　太樹　君

１３. 協議事項 理事長 山岡　太郎　君

１４. 会員褒賞 総務渉外委員会

１５. プレジデンシャルリース伝達・理事長バッヂ交換

１６. 2019年度理事長挨拶 2019年度理事長予定者 渡辺　　仁　君

１７. 会員消息 司会者

１８. 2018年度プレイバック 総務渉外委員会

１９. 卒業式

２０. 監事総評 監事 黒川　泰伸　君

２１. 交通安全宣言 まちづくり推進委員会 村上　　艦　君

２２. 閉会宣言 副理事長 神道　裕介　君

議事録作成人 白川　　亨　君
署名人 越智　宏幸　君
署名人 吉本悠太郎　君

12月例会・卒業式プログラム

11月例会プログラム
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　　　　　日時　：　平成30年1月18日(木)　21:04～21:19

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　専務理事　　黒瀬　太樹　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　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　2018年度　出向者追加承認の件

　３号議案　2018年度　(公社)今治青年会議所　収支予算書(案)変更承認の件

　　　 　４号議案　2018年度　各委員会事業計画・予算(案)変更承認の件

　５号議案　2016年度　(公社)今治青年会議所　予算(案)承認の件

　６号議案　その他

７. 議長解任

８. 閉会

議事録作成人 廣田　純一　君

署名人 樫田　仁志　君

署名人 神道　裕介　君

　　　　　日時　：　平成30年7月9日(木)　20:10～21:19

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　専務理事　　黒瀬　太樹　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　2019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 廣田　純一　君

署名人 樫田　仁志　君

署名人 神道　裕介　君

第104回通常総会プログラム

第105回臨時総会プログラム
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　　　　　日時　：　平成30年11月15日(木)　20:15～21:18

　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室

　　　　　司会　：　専務理事　　黒瀬　太樹　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　(公社)今治青年会議所　補正予算(案)承認の件

　２号議案　2019年度　(公社)今治青年会議所　組織(案)承認の件

　３号議案　2019年度　(公社)今治青年会議所　理事役員(案)承認の件

　４号議案　2019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　2019年度　(公社)今治青年会議所　組織構成(案)承認の件

　６号議案　2019年度　出向者承認の件

　７号議案　2019年度　取引銀行承認の件

　８号議案　2019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 廣田　純一　君

署名人 樫田　仁志　君

署名人 神道　裕介　君

第106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　…　総務渉外委員会委員長　　樫田仁志

　○立候補届出期間　…　平成30年 6月 6日(水)～平成30年 6月19日(火)

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19日 役員選任規程第11条第１項及び第２項により、渡辺　仁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。

　○４号議案　2019年度理事長承認の件

　　樫田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渡辺　仁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　渡辺　仁君より挨拶あり。

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19日 第105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、渡辺　仁君が決定。

8月 6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　　渡辺　　仁

 8月 6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　　渡辺　仁

　　　選考副委員長　…　総務渉外委員会委員長　　樫田仁志

　　　選考委員　　　…　会員交流委員会委員長　　寺尾　諭

　　　　　　　　　　　　繋がる心育成委員会会委員長　　越智宏幸

　　　　　　　　　　　　まちづくり推進委員会委員長　　塩見仁士

 8月21日 公益社団法人今治青年会議所事務局にて、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15日 第106回臨時総会において、理事16名、監事3名を承認。

次年度役員選考委員会報告
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日時：2018年9月3日(月)　20:00～

場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室

1. 開会宣言並びに開会ゴング

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

3. JCIビジョン唱和 次世代育成室　委員長予定者 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 次世代育成室　副委員長予定者 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務例会委員会　委員長予定者 君

6. 配布資料の確認 事務局長予定者 君

7. 2019年度　理事長予定者挨拶 理事長予定者 君

8. 2018年度　理事長挨拶 理事長 君

9. 議事録作成人及び署名人指名 理事長予定者 君

10. 報告事項

1) 2019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) 2019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) 2019年度　(公社)今治青年会議所　組織(案)承認の件

2) 2019年度　(公社)今治青年会議所　理事役員(案)承認の件

3) 2019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) 2019年度　(公社)今治青年会議所　組織構成(案)承認の件

5) 2019年度　取引銀行承認の件

6) 2019年度　出向者(案)承認の件

7) その他

15. 協議事項

1) 2019年度　委員会事業計画及び各会議体の役割(案)について

2) 2019年度　理事会運営(案)について

3) 2019年度　例会運営(案)について

4) 2019年度　常任理事会、ネット常任理事会、財政審議会議(案)について

5) その他

16. 討議事項

1) その他

17. 議長解任

18. 依頼事項

1) 2019年度　各委員会基本方針作について 締切日　9月21日(金）

2) 2019年度　各委員会開催日について 締切日　9月21日(金）

3) 合同委員会の運営・担当月について

4) 会員現況調査・マイスローガンについて 締切日　10月19日(金）

5) 2019年度　名刺デザインについて 締切日　10月19日(金）

6) 第1回委員会開催について 9月18日(火）　19:30～　今治市内各所

7) その他

19. 決定事項の確認

20. 2018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2日(火)　19:30～　事務局会議室

22. 今後のスケジュールについて

23. 監事予定者総評 監事予定者 君

24. 閉会

2019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

樫田　 仁志

菊地　 晴香

越智　 一成

長野　 和博

廣田　 純一

渡辺　　　仁

山岡　 太郎

渡辺　　　仁

西原孝太郎

渡辺　　　仁

25



日時：2018年10月2日(火)　19:30～
場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室

1. 開会宣言並びに開会ゴング
2. JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 地域活性推進室　室長予定者 君
3. JCIビジョン唱和 光輝くまち創造委員会　委員長予定者 君
4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 光輝くまち創造委員会　副委員長予定者 君
5. 出席者並びに定足数の確認 総務例会委員会　委員長予定者 君
6. 配布資料の確認 事務局長予定者 君
7. 2019年度　理事長予定者挨拶 理事長予定者 君
8. 2018年度　理事長挨拶 理事長 君
9. 議事録作成人及び署名人指名 理事長予定者 君

10. 報告事項
1) 2019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　2019年度　会頭所信

公益社団法人日本青年会議所　2019年度　基本理念・基本方針
公益社団法人日本青年会議所　2019年度　年間公式スケジュール

3) 公益社団法人日本青年会議所　2019年度　四国地区協議会　基本資料
4) 公益社団法人日本青年会議所　2019年度　四国地区　愛媛ブロック協議会　基本資料
5) 出向依頼について
6) その他

11. 議長選出
12. 確認事項

1) 2019年度　理事長所信及び基本資料について
2) 第1回理事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) 2019年度　(公社)今治青年会議所　組織(案)変更承認の件
2) 2019年度　(公社)今治青年会議所　理事役員(案)変更承認の件
3) 2019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) 2019年度　(公社)今治青年会議所　組織構成(案)変更承認の件
5) 2019年度　出向者変更承認の件
6) 2019年度　理事会運営(案)承認の件
7) 2019年度　例会運営(案)承認の件
8) 愛媛ブロック大会今治大会　実行委員会発足承認の件
9) その他

15. 協議事項
1) 2019年度　収支予算書(案)について
2) 2019年度　委員会事業計画及び各会議体の役割(案)について
3) 2019年度　常任理事会、ネット常任理事会、財政審査会議(案)について
4) 2019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) 合同委員会の運営・担当月(案)について
7) 2019年度　委員会開催日(案)について
8) その他

16. 討議事項
1) 2019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 締切日　10月20日(土)
2) 名刺取りまとめについて 締切日　10月20日(土)
3) 京都会議について 2019年1月17日(木)～20日(日)
4) 地区事業説明会について
5) 第2回委員会開催について
6) 議案上程締切日について 締切日　10月26日(金)
7) その他

19. 行事案内
1) 四国地区事業説明会 10月15日(月)　ザ　クラウンパレス新阪急高知
2) しまなみ3JC合同引継ぎ会 11月16日(金)　今治市内にて
3) 四国地区協議会　2018・2019年度　本次年度地区協議会 11月18日(日)　ザ　クラウンパレス新阪急高知
4) 愛媛ブロック協議会　本次年度合同会議 11月24日(土)　リーガロイヤルホテル新居浜
5) その他

20. 決定事項の確認
21. 2018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(金)　19:30～　事務局会議室
23. 今後のスケジュールについて
24. 監事予定者総評 監事予定者 君
25. 閉会

山岡　 太郎
渡辺　　　仁

阿曽 　淳也

2019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

塩見 　仁士
大澤 　広基
永吉 　隼人
長野　 和博

渡辺　　　仁

廣田　 純一
渡辺　　　仁
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日時：2018年11月2日(金)　19:30～

場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 拡大強化室　室長予定者 君

3. JCIビジョン唱和 会員拡大委員会　委員長予定者 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 会員拡大委員会　副委員長予定者 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務例会委員会　委員長予定者 君

6. 配布資料の確認 事務局長予定者 君

7. 2019年度　理事長予定者挨拶 理事長予定者 君

8. 2018年度　理事長挨拶 理事長 君

9. 議事録作成人及び署名人指名 理事長予定者 君

10. 報告事項

1) 2019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) 2019年度　理事長所信及び基本資料について

2) 第2回理事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) 2019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

2) 2019年度　(公社)今治青年会議所　組織構成(案)変更承認の件

3) 2019年度　出向者追加(案)承認の件

4) 2019年度　収支予算書(案)承認の件

5) 事務職員継続雇用契約承認の件

6) その他

15. 協議事項

1) 2019年度　委員会事業計画及び各会議体の役割(案)について

2) 2019年度　各委員会事業計画・予算(案)について

3) 議案上程スケジュール(案)について

4) 2019年度　各委員会基本方針(案)について

5) 合同委員会の運営・担当月(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) 京都会議について 2019年1月17日(木)～20日(日)

2) 第3回委員会開催について

3) 議案上程締切日について 締切日　11月22日(木)　24:00まで

4) その他

19. 行事案内

1) 2018年度　愛媛ブロックじゃがいもクラブ秋季大会並びに 11月11日(日)　滝の宮カントリークラブ

第5回今治JCじゃがいも大会「渡辺副会長（タイヤショップ渡辺）杯」 11月11日(日)　玉川エリア各所

2) ツールド玉川2018 11月16日(金)　和風レストラン笹

3) しまなみ3JC合同引継会 11月18日(日)　ザ　クラウンパレス新阪急高知

4) 四国地区協議会　2018・2019年度　本次年度地区協議会 11月24日(土)　リーガロイヤルホテル新居浜

5) 愛媛ブロック協議会　本次年度合同会議 11月29日(木)　皆楽荘

6) 卒業生を囲む会

7) その他

20. 決定事項の確認

21. 2018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(火)　19:30～　事務局会議室

23. 今後のスケジュールについて

24. 監事予定者総評 監事予定者 君

25. 閉会

山岡　 太郎

渡辺　　　仁

黒瀬　 太樹

2019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

浮穴 　智彦

﨑山 　裕太

松木 　大地

長野　 和博

渡辺　　　仁

廣田　 純一

渡辺　　　仁
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日時：2018年12月4日(火)　19:30～

場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室

1. 開会宣言並びに開会ゴング

2. JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 組織運営室　室長予定者 君

3. JCIビジョン唱和 総務例会委員会　委員長予定者 君

4. JC宣言朗読並びに綱領唱和 総務例会委員会　副委員長予定者 君

5. 出席者並びに定足数の確認 総務例会委員会　委員長予定者 君

6. 配布資料の確認 事務局長予定者 君

7. 2019年度　理事長予定者挨拶 理事長予定者 君

8. 2018年度　理事長挨拶 理事長 君

9. 議事録作成人及び署名人指名 理事長予定者 君

10. 報告事項

1) 2019年度　理事長予定者 理事長予定者 君

2) 財政審査会議 財政局長予定者 君

3) その他

11. 議長選出

12. 確認事項

1) 2019年度　理事長所信及び基本資料について

2) 第3回理事予定者会議決定事項

3) 四国地区協議会　11月18日(日)　第1回会員会議所予定者会議資料

4) 愛媛ブロック協議会　11月24日(土)　第1回会員会議所予定者会議資料

5) 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) 2019年度　出向者追加(案)承認の件

2) 2019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) 2019年度　各委員会基本方針(案)について

3) 会員拡大の推進計画並びに予算(案)について

4) 2019年度　名簿付総合基本資料作成及び発行計画並びに予算(案)について

5) 2019年度　例会・理事会アイテム作成計画並びに予算(案)について

6) 1月例会・第107回通常総会開催計画並びに予算(案)について

7) 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(木)　10:00～　

4) 議案上程締切日について 締切日　12月24日(月)　24:00まで

5) その他

19. 行事案内

1) JCI3コース開催について 12月29日(日)　9:00～　松山市青少年センター

2) 今治寿太鼓保存会初打ち 12月31日(月）　吹揚神社

3) 新春交礼会 2019年1月1日(火)　13:00～　今治国際ホテル

4) 今治市長表敬訪問 2019年1月9日(水)　10:00～　今治市役所

5) 京都会議について 2019年1月17日(木)～20日(日)　京都市内

6) その他

20. 決定事項の確認

21. 2018年度　第12回定例理事会提出議案の確認

22. 2019年度　第1回定例理事会開催について 2019年1月7日(月)　19:30～　事務局会議室

23. 今後のスケジュールについて

24. 監事予定者総評 監事予定者 君

25. 閉会

渡辺　　　仁

山岡　 太郎

渡辺　　　仁

西原孝太郎

2019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

廣田　 純一

長野 　和博

白石 　匡亮

長野　 和博

渡辺　　　仁

樫田　 仁志

廣田　 純一
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公１ ア （１）市民参加によるまちづくり事業の企画及び運営 まちづくり推進委員会

公２ ア （１）青少年育成事業の企画及び運営 繋がる心育成委員会

他１ ア （１）例会設営・企画及び運営（１月） 総務渉外委員会

他１ ア （１）例会設営・企画及び運営（２月） まちづくり推進委員会

他１ ア （１）例会設営・企画及び運営（３月） 総務渉外委員会

他１ ア （１）例会設営・企画及び運営（４月） 総務渉外委員会

他１ ア （１）例会設営・企画及び運営（５月） 総務渉外委員会

他１ ア （１）例会設営・企画及び運営（６月） 総務渉外委員会

他１ ア （１）例会設営・企画及び運営（７月） 総務渉外委員会

他１ ア （１）例会設営・企画及び運営（８月） 会員交流委員会

他１ ア （１）例会設営・企画及び運営（９月） 総務渉外委員会

他１ ア （１）例会設営・企画及び運営（10月） 繋がる心育成委員会

他１ ア （１）例会設営・企画及び運営（11月） 総務渉外委員会

他１ イ （１）入会式の企画及び運営 会員交流委員会

他１ イ （２）12月例会・卒業式の設営・企画及び運営 総務渉外委員会

他１ イ （３）会員拡大の推進 会員特別室

他１ イ （４）入会希望者説明会の企画及び運営（４月） 繋がる心育成委員会

他１ イ （４）入会希望者説明会の企画及び運営（５月） 繋がる心育成委員会

他１ イ （４）異業種交流会の企画及び運営（３月） まちづくり推進委員会

他１ イ （４）異業種交流会の企画及び運営（11月） まちづくり推進委員会

他１ ウ （１）会員交流事業の企画及び運営 会員交流委員会

他１ ウ （２）例会委員会アワーの企画及び運営（２月） 会員交流委員会

他１ ウ （２）例会委員会アワーの企画及び運営（４月） 会員交流委員会

他１ ウ （２）例会委員会アワーの企画及び運営（５月） 会員交流委員会

委員会事業報告
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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） 会員交流委員会

他１ ウ （２）例会委員会アワーの企画及び運営（９月） 会員交流委員会

他１ ウ （２）例会委員会アワーの企画及び運営（10月） まちづくり推進委員会

他１ ウ （３）例会スピーチの企画及び運営 会員交流委員会

他１ エ （１）会員褒章 総務渉外委員会

他１ オ （１）総合基本資料作成及び発行 総務渉外委員会

他１ オ （２）例会理事会アイテムの作成 総務渉外委員会

他１ オ （３）広報活動 総務渉外委員会
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大分類 （公１） 
中分類 （イ） 
小分類 （１） 
 
事業名称 ：市民参加によるまちづくり事業の企画及び運営（今バリィ村「田んぼアート」

～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～） 
報告者  ：まちづくり推進委員会委員長 塩見仁士  
 
日程   ： 
【保護者説明会】  
２０１８年 ６月 ８日（金）１８：３０～１９：４５ 

【田植え】 
 ２０１８年 ６月１７日（日） 
午前の部７：３０～１１：３０  午後の部１２：３０～１５：１８ 

【鑑賞会】 
 ２０１８年 ８月１２日（日） ８：３０～１１：５７ 
【稲刈り】 
 ２０１８年１０月１４日（日） ７：３０～１１：４９ 
【感謝祭】 
 ２０１８年１１月２３日（金） ９：００～１２：５３ 
 
場所   ： 
【保護者説明会】今治市民会館 
【田植え・鑑賞会・稲刈り・感謝祭】 
今バリィ村 住所：今治市中寺２８４－１ さいさいきて屋裏の田んぼ 

 
参加人数 ：事業対象者は今治市内小中学生１１０名＋保護者＋一般市民 
【保護者説明会】６５名（内訳）①参加者１１名 ②保護者５４名 
【田植え】２３２名（内訳）①参加者１０３名 ②保護者８１名 ③南校生４８名 
【鑑賞会】１６５名（内訳）①参加者 ６８名 ②保護者７２名 ③南校生２５名 
【稲刈り】１８５名（内訳）①参加者 ７３名 ②保護者７０名 ③南校生４２名 
【感謝祭】１４９名（内訳）①参加者 ７５名 ②保護者５１名 ③南校生２３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、愛媛県、愛媛県教育委員会 
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【協力】 
ＪＡおちいまばり、ＪＡ全農えひめ、農事組合法人サポート中寺、ふれあい田んぼアート

実行委員会（愛知県安城市）、株式会社米北測量設計事務所、株式会社渡辺建設、第一印刷

株式会社、愛媛県立今治南高等学校 
【協賛】 
今治青年会議所シニアクラブ、秋山工業㈱、㈱井関四国、伊予農産㈲、㈱瀬戸内園芸セン

ター、㈲大信産業、竹の里、㈲冨田養鶏、友延産業、ヌーヴェルテロワール、㈲ハウジン

グ今治、美容室 白、村上産業㈱、利鳳園 
 
事業目的 ： 
（対外） 
「結いの精神」を学び、おもいやる気持ちを醸成し心豊かな人間性を育みます。また、事

業を通じた新たな文化を情報発信してもらうことで今治の魅力を高め、地域社会の健全な

発展を目指すことを目的とします。 
（対内） 
事業を通じた農業の伝統や文化を知り、芸術の振興を図ることで青年経済人としての教

養を高めます。また、「結いの精神」を学び、ＪＡＹＣＥＥとして奉仕の気持ちを更に養う

ことで、今後の JC 活動においてリーダーシップを発揮し明るい豊かな社会を築いていくこ

とを目的とします。 
  
事業内容： 
【保護者説明会】 
１８：３０ 受付開始 
１９：０１ 開会                         司会者 

本日の流れ及び配布資料の確認 
１９：０２ 主催者挨拶              副理事長 渡辺  仁君 
１９：０６ 趣旨説明    まちづくり推進委員会  委員長 塩見 仁士君 
１９：０９ 事業内容説明  まちづくり推進委員会 副委員長 近藤久仁年君 

注意事項説明  まちづくり推進委員会  委員長 塩見 仁士君 
１９：４１ 協賛・協力企業等紹介 

まちづくり推進委員会  委員長 塩見 仁士君 
１９：４１ 質疑応答                       司会者 
１９：４２ お礼の挨拶             直前理事長 廣川 怜史君 
１９：４５ 閉会 
【田植え】 
〇午前の部 
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 ７：３０ 受付開始 
 ９：００ 開会      まちづくり推進委員会 副委員長 近藤久仁年君 
 ９：０１ 理事長挨拶               理事長 山岡 太郎君 
 ９：０２ 趣旨説明    まちづくり推進委員会  委員長 塩見 仁士君 
 ９：０４ 本日の作業説明 まちづくり推進委員会 副委員長 近藤久仁年君 

田植え見本   まちづくり推進委員会   委員 村上  艦君 
 ９：０８ 田植え作業 
１０：００ 休憩 
１０：１５ 田植え作業 
１１：２０ 結いの時間   まちづくり推進委員会  委員長 塩見 仁士君 
１１：２７ 副理事長挨拶             副理事長 渡辺  仁君 
１１：３０ 閉会      まちづくり推進委員会 副委員長 近藤久仁年君 
１１：３０ タオル配布・解散 
〇午後の部 
１２：３０ 受付開始 
１３：００ 開会      まちづくり推進委員会 副委員長 近藤久仁年君 
１３：０１ 理事長挨拶               理事長 山岡 太郎君 
１３：０２ 趣旨説明    まちづくり推進委員会  委員長 塩見 仁士君 
１３：０５ 本日の作業説明 まちづくり推進委員会 副委員長 近藤久仁年君 

田植え見本   まちづくり推進委員会   委員 浮穴 智彦君 
１３：０８ 田植え作業 
１４：３０ 休憩 
１４：４５ 田植え作業 
１５：１１ 結いの時間   まちづくり推進委員会  委員長 塩見 仁士君 
１５：１６ 副理事長挨拶             副理事長 渡辺  仁君 
１５：１８ 閉会      まちづくり推進委員会 副委員長 近藤久仁年君 
１５：１８ タオル配布・解散 
【鑑賞会】※７月２９日（日）が荒天のため順延日の８月１２日（日）に実施 
〇第１部 セレモニー 
 ８：３０ 受付開始 
 ９：００ 開会      まちづくり推進委員会 副委員長 近藤久仁年君 
 ９：００ 理事長挨拶               理事長 山岡 太郎君 
 ９：０２ 来賓祝辞            今治市 副市長 越智  博様 
           愛媛県農林水産部農業振興局農産園芸課 課長 山本 浩二様 
              越智今治農業協同組合 代表理事理事長 黒川 俊継様 
 ９：１０ 来賓紹介       愛媛県農業協同組合中央会 会長 田坂  實様 
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               越智今治農業協同組合 代表理事専務 渡部 浩忠様 
 ９：２１ バリィさん登場 
 ９：２６ 記念撮影 
 ９：２８ バリィさん退場 
 ９：３５ 閉会 
〇第２部 案山子作成・鑑賞会 
 ９：４０ 開会 
 ９：４１ 趣旨説明    まちづくり推進委員会  委員長 塩見 仁士君 
 ９：４５ 案山子作成・メッセージ記入・設置 
      高所作業車及びやぐらによる鑑賞・バリィさんと記念撮影 
１１：５０ 副理事長挨拶             副理事長 渡辺  仁君 
１１：５７ 閉会 
【稲刈り】 
 ７：３０ 受付開始 
 ９：００ 開会      まちづくり推進委員会 副委員長 近藤久仁年君 
 ９：０１ 理事長挨拶               理事長 山岡 太郎君 
 ９：０３ 挨拶                  委員長 塩見 仁士君 
 ９：０５ 本日の作業説明            副委員長 近藤久仁年君 
      稲刈り見本・注意事項           委員 渡部 高史君 
 ９：０９ 稲刈り作業 
１１：４０ 結いの時間               委員長 塩見 仁士君 
１１：４５ 副理事長挨拶             副理事長 渡辺  仁君 
１１：４８ 閉会                 副委員長 近藤久仁年君 
１１：４９ 解散 
【感謝祭】 
 ９：００ 受付開始 
 ９：３０ 開会      まちづくり推進委員会 副委員長 近藤久仁年君 
 ９：３１ 理事長挨拶               理事長 山岡 太郎君 
 ９：３３ 挨拶                  委員長 塩見 仁士君 
 ９：３６ 脱穀・籾摺りを体験 
         ・第一段階  手作業での体験  
         ・第二段階  昔の農具を使っての体験 
１１：０２ 案山子上げ説明 まちづくり推進委員会   委員 青野 耕士君 

今治寿太鼓保存会「春駒」演奏 
１１：３０ 作ったお米を試食・記念映像鑑賞 
１２：４４ 委員長挨拶               委員長 塩見 仁士君 
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１２：４９ 副理事長挨拶             副理事長 渡辺  仁君 
１２：５３ 閉会                 副委員長 近藤久仁年君 
 
達成の検証： 
田んぼアート事業における一連の作業を通じて、人を思いやる気持ちを育み、｢結いの精

神｣を学ぶこと目指して事業を実施しましたが、小学校低学年には「結いの精神」の意味が

伝わり辛かったようです。しかし、数多くの参加者及びメンバーが協力することの大切さ

を感じることが出来たと考えます。また、各種メディアにも取り上げて頂きました。ＳＮ

Ｓでの反響や、足跡帳への記載も多かったことから、新たな文化を情報発信し今治の魅力

を高めることに繋がりました。以上のことから事業目的を達成したと考えます。 
 
委員長所見・引継事項： 
【委員長所見】 
 田んぼアート事業を行うに辺り、「親子議案」という新たな手法で議案上程を行いました

が、親議案で、審議可決された後に子議案で修正や補正が目立つ結果となりました。しか

し、子議案を委員会内の委員長経験者に協力を頂き負担軽減を図ることで最後まで「親子

議案」で対応することが出来ました。至らぬ点も多くありましたが、今治青年会議所とし

ても様々な事柄を考えさせられた良い機会になったと考えます。 
 また、４回に対外事業を分けて行ったことで、共同作業を通じた「結いの精神」を体系的

に学ぶと共に、稲の生育に応じて、田んぼアートの魅力を伝えることで、魅力あるまちづ

くりが出来ました。 
 
【引継事項】 
・年間を通じた事業を行う際、「親子議案」であれば、大きな親議案が最後に残るため、ど

んな事業であったのか一目でわかるというメリットがありますが、膨大な事務としっか

りとした計画を事前に建てる必要があります。実施する事業に併せて「親子議案」の検

討を行ってください。 
・新ふるさとづくり総合支援事業を活用する場合は、次年度段階から事前に今治市企画課

さん等へ確認し準備をする必要があります。また、資料提出を行い、要望調査や聞き取

り等が３～４月にありプレゼンを行います。さらに、採択され交付金を交付して頂ける

のが早くとも７月中旬頃です。そして、事業後は活動報告に向けた事務手続き等も発生

します。活用すれば最大、事業費の２分の１が交付されるため事業の幅が広がりますが、

事務の負担が掛かりますので、活用の際は十分な検討の上、入念な準備を行って下さい。 
・新ふるさとづくり総合支援事業を活用の際、全額一括で交付金を受け取るか、概算払請

求を行い、必要額を数回に分けて交付してもらうかの選択となります。交付は指定口座

へ振込となりますので、委員会で通帳を作成し管理を行うのか、事務局の本会計へ振込
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後、現金を支給してもらうのか相談してください。 
・参加者の登録料収入は、複数回事業を行う場合、集金を優先しないと、最後まで収入額

が確定せず事業に支障をきたしますので、不参加者への対応を検討する必要があります。 
・４回の対外事業に全て順延日を設けて準備しました。結果、１回は順延したので、外で

事業を行う際は順延日を設けることが有効であると考えます。 
・プレスリリースにより多くのメディア等が取り上げてくれました。事業に対する周知の

効果も高いので対外事業を行う際にプレスリリースを行うことも検討してください。 
・インパクトを持たせるため、募集のチラシは分厚い用紙を使用しました。一定の効果が

得られたのでチラシを作成する際は参考にしてください。 
・足跡帳には、多くのメッセージが記載されていました。今後、同様の事業を行う場合は

有効な手段であると考えます。 
・作業を行うだけでは事業目的（今回でいうと「結いの精神」）が伝わり辛いです。明確に

事業目的を伝えるために、作業前に時間を設け前回の振り返りを行う等の工夫を行って

ください。 
・事業の合間に草引き等の作業が多くありました。参加者の中には田んぼで作業を手伝い

たい方もいたので、事業参加者に対し、可能な範囲で作業協力の依頼をしても良かった

と思います。 
・事業対象者によって事業目的も変わってきますが、本事業では大人の関心も高かったた

め、大人を事業対象者として事業構築することも検討してください。 
・小学校低学年には事業目的が伝わり辛いですが、親御さんの関心も高く、事業への参加

率は高いです。事目的、事業対象者を考慮し、事業内容を構築してください。 
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大分類 （公２） 
中分類 （ア） 
小分類 （１） 
 
事業名称 ：青少年育成事業の企画及び運営『絶対に一人でやってはいけない超トモダチ

大作戦』 
報告者  ：繋がる心育成委員会委員長 越智宏幸  
日程   ：中止により無し 
場所   ：中止により無し 
参加人数 ：中止により０人（応募者 ４２人） 
外部協力者： 
【後援】 

今治市・今治市教育委員会・今治市 PTA 連合会 

【協力】 

自衛隊愛媛地方協力本部 

【講師】 

ＮＰＯ法人えひめ３１１ 

引用著作物  

「大和市 小学生のための防災手帳」（無料ダウンロード可能） 

「ひろしの不思議な旅～探検陸上自衛隊～」（自衛隊愛媛地方協力本部今治地域事務所よ

り貸出） 

 
事業目的 ： 
（対外） 

自衛隊に疑似入隊という形で自助・共助・公助、更にはリーダーシップや自己発信から協

働・助け合いの心を学び、様々な繋がりの重要性を認識し、どんな困難や問題にも立ち向

かえる青少年になることを目的とします。 

（対内） 

 青少年たちの目標に対する真っすぐな想いや考え、笑顔を目の当たりにすることで、今

後の人生で、自分たちの目標に対する姿勢を考え直します。さらに、青少年たちと交流す

ることで青少年育成事業・ひとづくり事業への意識向上を目的とします。 

 
事業内容： 
中止により無し 
達成の検証： 
中止により無し 
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委員長所見・引継事項： 
本事業では《協働⇔助け合いの心》を子供達に伝える事を目的としましたが、台風２４号

の影響により開催する事ができませんでした。事業構築にあたり、悪かった点と致しまし

て、委員会の準備不足が考えられます。まず、ワールドプラザで開催する事により、雨天

でも事業を行える為、予備日を設けなかった事、そして事業構築の遅れによる開催日の遅

れなどが事業を開催できなかった原因として考えられます。委員会で事業構築をしっかり

進めスムーズに議案を上程する事ができれば、８月に開催出来たと考えます。対象者が小

学校５・６年生という事を考えましても事業日・予備日共に夏休み中に設定するべきでし

た。当たり前の事ですが、委員会全体が一丸となり事業スケジュールに沿ってしっかりと

準備を進めていく事の重要性を改めて思いました。 

今回、事業構築をする過程で、繋がる心育成委員会の名前が表すように、副委員長として

沢山の人と繋がり、そして助けて頂きました。繋がる事の大切さ《協働⇔助け合いの心》

を具現化したような１年であったと思います。その気持ちを子供達に伝える事が出来なか

ったことが、本当に悔しく心残りです。 

このような思いを繰り返すことが無い様に、今回の経験が来年度以降少しでも糧になる様

に引継事項として下記に記載致します。 

 
【引継事項】 
１. 事業の中止について 
 ・予備日について  
今年度は、雨天でも行える事業構築をさせて頂きました。多少の荒天でも事業を行えると 
言う考えから予備日は設けなかったのですが、結果中止となってしまいました。このこと

により、多くの方に多大なご迷惑をかけてしまい、大変後悔しています。今後は、どのよ

うな状況であっても、対外事業を行う際は予備日を設けることが必要であると考えます。  
・判断について  
中止を判断するタイミングを、３日前、また３日前に判断が難しい時は前日まで随時検討 
するようにしていました。その結果、今回は事業２日前に中止の判断を致しました。事業

日に大型の台風が直撃する可能性がかなり高く、また警報発令の可能性もかなり高いとい

う気 象庁発表の予測を元に判断致しました。参加者・協力者への連絡、物品発注のキャン

セル等を考えますと、最良な判断であったと思います。中止・延期などの判断は、可能な

限り早い方が良いと考えます。  
・連絡について 
保護者  

多くの保護者にＬＩＮＥでの連絡を致しました。既読かどうかもすぐに確認でき、スムー 
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ズに行うことが出来ました。ＬＩＮＥでの連絡は今後も有効であると考えます。 郵送・Ｆ

ＡＸで応募の保護者に対してはメール（一部電話）で連絡を致しました。電話連絡が取り

にくい保護者もいらっしゃいましたので、早い段階で一度は連絡を取り合っておくとより

スムーズだと思います。  
外部協力者  

事前に、中止を判断する基準・連絡方法を打ち合わせしておりました。更に中止時の連絡

先リストを作成し、それぞれ連絡する担当者を決めていたのでスムーズに連絡する事が出

来ました。 
一般参加者  
今回事業内で一般市民に豚汁を配る予定でした。これに関しては中止を伝える事前準備を 
しておりませんでしたので、メンバーが現場に行き参加希望者に中止を伝える様に致しま

したが、荒天であること、ワールドプラザ様の広報にも中止の記載があった為、参加希望

者はいらっしゃいませんでした。一般市民が参加する事業では、中止・延期の際の張り紙

や立て看板の準備が必要と考えます。  
・物品について 
事前に大量に購入・予約の必要がある物品、キャンセルできない物品などもありますので、 
中止の際の活用方法についても考えておくことが必要であると考えます。 尚、今年度は、

事前に発注が必要だった震災非常食については、社会福祉法人 今治市社会福祉協議会様へ

寄付させて頂く予定です。しかし、今回事前に常任理事会や理事会での相談なしに破棄す

るよりは寄付したほうがいいという勝手な判断で寄付を決めてしまいました。 廃棄するも

のを有効活用することは良いことではあるが、委員会だけでなく、理事会等で先に相談す

ることが重要です。尚、公益費の場合、愛媛県への確認も必要となります。 
 ・参加費について  
同意書には、中止の場合も参加費は返還しないと明記しておりましたが、今回は保護者説 
明会に不参加の方から未収であり、事業中止後に参加費を集めるのは難しいという判断に

至り、平等性を期すため参加費を返還するという判断を致しました。こうならない為に、

参加費を一律でお支払い頂く方法を検討する必要もあるかと思います。（事前に振込んで頂

く等） 同意書に中止時に返金すると記載している場合は、保護者説明会で集金し、説明会

に欠席 の方は当日集金する方法も有効かと思います。 また返金方法ですが、今回は振り

込み（手数料は相手負担）にて返金致しました。振込先 をＬＩＮＥ・メールでお伺いしま

したが、返信期日を設けて、それまでに連絡を頂けない場合は返金できない旨も伝えまし

た。参加費納入済の２９名の内、２７名に返金を致しました。 ２名の方から返金を辞退す

る連絡を頂きました。どちらも財政局長が愛媛県経営支援課の担当者に確認した上での対

応であります。公益該当事業は非課税になるものがあるなど、税制上の優遇措置を受けて

いるので、財政面は特に確認が必要です。  
・予算について  
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事前に中止時財務資料として、一週間前・三日前・前日、それぞれに事業を中止した際に か
かる費用一覧を作成致しました。その為、中止決定後、スムーズに財務処理を行なう事が

出来ました。延期の場合においてもキャンセル料等かかる場合もありますので、事前に確

認しておく必要があります。 
 
２. 事業構築について  
・会場選定について  
ワールドプラザの運営会社である株式会社ビジュアルビジョン様は、会社自体が地域との 
繋がりを大切にする社訓であり、青年会議所活動の趣旨にもご賛同頂き、多大なご理解・

ご 協力を頂きました。同じく浅川造船株式会社様にも多大なご理解・ご協力を頂きました。  
・開催日程について  
本来は８月末に行なう予定でしたが、計画の遅れにより日程を９月末へと変更しました。 
開催日が夏休み中で無かったことも、応募人数が少なかった事の一つの原因と考えます。 
事業内容に応じて準備期間・広報機関がどれぐらい必要かを把握し、理想の開催日から逆 
算し、いつ審議を頂くべきか入念に計画を立てる必要があります。  
・予備日について 
先述もしましたが、あらゆる手段を検討し、必ず確保することが必要であると考えます。 ま
た、予備日の候補日は、他事業の予備日と重ならないに越したことはありませんが、同日

の予備日というのも検討する必要があったのではないかと考えます。  
・飲食物の無料提供について 
事業内で子供たちが一般市民に対して豚汁の無料配布を行う予定でした。保健所の許可も 
とりましたが念のため食中毒等になった場合にも対応できる保険に加入予定でした。参加

者がケガ又は事故が起きた場合の保険には毎年加入しておりますが、一般参加者のいる事

業の場合は別途保険加入が必要です。  
・自衛隊への協力依頼について  
自衛隊愛媛地方協力本部募集課に協力依頼を致しました。今治市役所第３別館１階にも自 
衛隊愛媛地方協力本部今治地域事務所がありますが、打ち合わせなどは松山の自衛隊愛媛

地 方協力本部募集課の方と行う必要があります。また、一切の飲食（お弁当など）や謝礼

は受け取って頂けませんので事前の打ち合わせが必要です。  
・事業の物品購入について  
事業中止の際、本来必要なキャンセル料を免除して頂いたり、事業日寸前まで発注を待っ

て下さるなど、各事業者様のご厚意に大変甘える結果となってしまいました。次年度以降

の 事業では、キャンセル時の対応などを事前に綿密に打ち合わせをしておく事が必要と考

えます。 今年度大変ご配慮いただきました企業様に二度とご迷惑がかからないよう、キャ

ンセルについての事前の打ち合わせをしっかりと行ってください。 
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３. 募集関連について  
・対象学年について  
今年度は、小学校５年生・６年生を対象として募集しました。今回の事業内でのミッショ

ンが 小学校４年生には少し負担が大きいと考え２学年での募集といたしました。応募人数

の内訳といたしましては、小学校５年生２５名、小学校６年生１７名（男の子２７名・女

の子１５名）でした。その年の青少年事業の内容も考慮する必要はあるとは思いますが、

小学校４年生も対象にして事業構築を進めていく方が応募は多くなると考えます。  
・人数について  
今年度は、定員６０名で募集し、４２名の方に応募をして頂きました。定員に達しなかっ

た最も大きな理由が、開催日が夏休みでないことが考えられます。事実、保護者の方から

も 夏休みなら行きたかったというお声を頂戴しました。 また、募集期間が夏休みだった

ことも、効果的に広報出来たとはとても言えませんでした。開催時期は夏休みが理想です

が、広報は夏休み前に行う必要があります。さらに、今年度は継続事業では無く新しい事

業であったことも原因かと考えます。  
・追加募集について  
当初の締め切りでは、定員６０名に対し３２名の応募を頂きました。計画段階で追加募集 
について検討していなかったのでスムーズに行えませんでした。定員割れした際の追加募

集の方法・案内・期間について、事前に決めておく必要があると考えます。  
・ＬＩＮＥ申し込みについて  
今年度はＬＩＮＥでの申し込みを実施致しました。連絡をＬＩＮＥで出来る事は、保護者・ 
事務局共にメリットが大きいです。 メリットは、やり取りの履歴がすぐに確認出来ること、

ＬＩＮＥ電話を使える可能性があることがあげられます。 デメリットは、ＩＤの取得にラ

インを登録していない電話番号が必要であること、アプリの 性質上、基本的に１人で対応

することになり、担当者の負担が大きいこと（ＰＣにＬＩＮＥ をインストールすることで

多少の負担を減らすことが出来る）があげられます。 またＬＩＮＥで応募フォームのＵＲ

Ｌを送信し、フォームに入力して頂きましたが、ＬＩＮＥの表示名のみでは個人の特定が

出来ないケースもありました。本人確認の方法が応募番号しかなかったので、保護者の方

が応募番号を入力し間違えた際、全く違う方として受け付けてしまう可能性があったとい

うことです。今年度は、個別に全ての方にラインで再度お名前を聞くことで対応しました

が、応募フォームにＬＩＮＥの表示名を入力する欄を設けていれば、この問題は起こらな

かったと考えます。 応募者４２名の内３２名の方にＬＩＮＥで応募して頂きました。約７

５パーセントと言う割合から考えると、次年度以降もＬＩＮＥの活用は有効であると考え

ます。  
・郵送・ＦＡＸでの申し込みについて  
応募者４２名の内１０名の方に郵送・ＦＡＸで応募して頂きましたが、記載漏れ・記入間 違
いが多くありました。 ですが、約２５％の方が郵送・ＦＡＸで応募して頂いたことを考え
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ると、今後もこれらの方法は継続するべきだと考えます。  
・広報について  
募集期間が短かったためにチラシを各学校に持っていき夏休みの登校日に配って頂くお願 
いを致しました。直接、教頭先生にお願いをすることは出来ましたが、時間的負担もあり、 
今治市教育委員会を通じてのチラシ配布も出来ませんでした。  
・グループ応募について  
４２名中１８名がグループでの応募でした。友達と参加したいと言う子供達にはとても効 
果的だと思います。今年度は２名までのグループ応募としましたが、特に問題はありませ

んでした。  
・学校別応募人数について  
常盤７名、富田５名、清水・波方４名、朝倉・桜井・大西・吹揚・鳥生・日高３名、乃万 ２
名、菊間・波止浜１名でした。学校の人数に大体比例しているので全学校への周知が大切 だ
と考えます。 
 
４. 保護者説明会について  
・配布資料の事前送付について  
当日は４２名中３０名の保護者に参加頂きました。昨年からの引継ぎ事項として、事前に 
保護者には当日配布資料を全て郵送させて頂きました。保護者の皆様に配布資料を事前に

目を通しておいていただける点と、保護者説明会に来ることが出来ない方も当日に必要資

料をお持ちいただくことが出来る点から、事前に送る方が良いと考えます。  
・質疑応答について  
保護者からの質問に的確に答えることできず、保護者の方を不安にさせてしまいましたの

で、事前に想定される問答集の作成をしておくべきと考えます。  
・受付けについて  
テーブル数・人数も充分に確保できスムーズに出来ましたが、領収書を５０音順に並べて 
おくと更にスムーズに参加費と領収書の受け渡しができたのではないかと考えます。  
・駐車場について  
今治青年会議所の幟と案内棒を準備し駐車場への誘導を行ないました。どのように誘導し 
駐車していくかを事前にメンバーで打ち合わせをしていた為、スムーズに誘導することが

できました。 
 
５. 事務局について  
事務局に問い合わせがありましたが、特に問題無く対応していただきました。事務局対応

マニュアルは作成していましたが、小丸事務局員との綿密な打ち合わせは必要だと考えま

す。 事務局はデジタル回線ですので転送費用は不要です。誰にいつからいつまで転送する

かをあらかじめ小丸事務局員に連絡しておけば転送作業をして頂けます。 委員会メンバー
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の中で、事業内容・応募方法を把握した応募担当者を選び、対応窓口を絞ることで保護者・

事務局共に負担を減らせると思います。今年度はＬＩＮＥ担当者を１名・電話担当者を１

名選び、計２名で対応致しました。 
 
６. メンバーへの協力依頼について  
・全体について  
土曜日の終日の事業参加が難しいメンバーが増えていると思います。事業日程・内容を早 
めに案内することで、協力して頂くメンバーの負担を少しでも減らす努力が必要であると

考えます。  
・班担当・当日参加メンバーについて  
今年度の事業内容の性質上、班担当の方には別日にお集まりいただき、事業内容の説明、 ボ
ッチャの練習をして頂きました。しかし、事前に資料を作成し、メーリング等での事前配

布を行い、合同委員会の場をもっと有効活用する等、お手伝い頂くメンバーの負担を少し

でも減らす努力をするべきでした。 
 
７. 看護師依頼について 看護師依頼の手順を作成致しました。今後の参考にして頂ければ

と思います。  
・事業日が確定次第、医師会に挨拶に行きます。  
・審議後、看護師派遣依頼書を医師会に提出致します ※同時にタクシーチケットの手配を

行います  
・医師会が看護師派遣の契約書を作成し、今治青年会議所の印鑑を押して医師会に提出致 
します。  
・医師会より看護師の方を紹介して頂いたら、連絡を取り、当日の打ち合わせを行ないま

す。 ※集合時間、場所の確認、タクシーチケットの受け渡しなどを打ち合わせする。 
・事業日当日、看護師に源泉徴収を添付し支払いを行ないます。 （注意事項）  
・看護師の方と打ち合わせ時、名前、生年月日、住所を聞く必要があります。（源泉徴収の

手続きの為）  
・タクシーチケットは事業の送迎以外で使用しないように、限度額、日付をチケットに記

載しておきます。 
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大分類 （他１） 
中分類 （ア） 
小分類 （１） 
 

事業名称 ：例会設営・企画及び運営（１月例会・第１０４回通常総会） 

報告者  ：総務渉外委員会委員長 樫田仁志  

日程   ：２０１８年１月１８日（木）１９：３０～２１：３０ 

場所   ：今治市民会館２F大会議室 

参加人数 ：４６人 

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、情報共有の場にします。また、メンバー各位にも例会の意義を再認識

してもらい、出席率向上を図ります。 

事業内容： 

１９：２７  予鈴 

１９：３０  開会セレモニー（寿太鼓演奏）        今治寿太鼓保存会  

１９：４０  開会・開会宣言         副理事長    神道 裕介君      

１９：４１  国歌・ＪＣソング斉唱 

１９：４４  ＪＣＩクリード唱和       総務渉外委員会 廣田 純一君 

１９：４５  ＪＣＩミッション唱和      総務渉外委員会 三田  平君 

１９：４５  ＪＣＩビジョン唱和       総務渉外委員会 三田  平君 

１９：４６  ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和  総務渉外委員会 矢野 達也君 

１９：４７  理事長挨拶           理事長     山岡 太郎君 

１９：５０  シニアクラブ役員紹介 

１９：５３  シニアクラブ会長挨拶 

１９：５７  役員紹介            専務理事    黒瀬 太樹君 

２０：００  シニアクラブ来賓退場 

２０：０１  議事録作成人及び署名人指名   理事長     山岡 太郎君 

２０：０２  配布資料の確認                    司会者 

２０：０３  各委員会出席者数の確認                司会者 

２０：０４  報告事項                       司会者 

２０：４０  行事案内及び依頼事項      専務理事    黒瀬 太樹君 

２０：４２  協議事項            理事長     山岡 太郎君 

２０：４３  第１０４回通常総会              総務渉外委員会 

２１：００  監事総評            監事     武田 繁親先輩 
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２１：０５  会員消息                       司会者 

２１：０６  交通安全宣言          総務渉外委員会 富田 浩之君 

２１：０７  若い我等 

２１：０９  閉会宣言            副理事長    神道 裕介君 

２１：１０  閉会 

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、会員間の情報と

意志の共有と相互理解を可能とす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） 

１月例会にご出席頂き、誠に有難うございました。定刻より２０分早めに閉会し時間の

余剰が発生しましたが、報告事項等での円滑な運営にご協力頂きました、メンバーの皆様

にも感謝申し上げます。また、総会運営では総務委渉外委員会内での役割を周知徹底する

必要があります。１月例会での反省点等を総括し、２月例会以降の運営に活かしていきた

いと思います。 

（引継事項） 

・総会時には、例会担当委員会内で委員会別に挙手確認をすることで、スムーズな運営に

繋がります。 

・委員会開催時から JCI クリード・ミッション・ビジョン・宣言文・綱領を大きな声で唱

和し、例会時には全員で大きな声で唱和出来るよう事前に準備していく必要があります。 

・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。 

・報告事項をしっかりと聞いてもらえるよう、次の報告者に待機してもらうタイミングを

少し遅らせたほうが良いと考えます。 

・運営に滞りのないよう念入りにリハーサルが必要です。 

・出席者数の数え間違えがありましたので、確実に出席者を数え司会、監事に伝達する必

要があります。 

・市民会館のハンドマイクの数が現在２本しかありませんので上手く運用する必要があり

ます。 

・卓上マイクが音声を拾いにくいので近づけてしゃべっていただく必要があります。 

・出席者数の確認において、会員拡大特別室は６月例会から出席優秀委員会にも加えさせ

ていただきます。 
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大分類 （他１） 
中分類 （ア） 
小分類 （１） 
 
事業名称 ：例会設営・企画及び運営（２月） 
報告者  ：まちづくり推進委員会委員長 塩見仁士  
日程   ：２０１８年２月１５日（木）１９：３０～２１：３０ 
場所   ：今治市民会館２Ｆ大会議室 
参加人数 ： 
開会時出席者数  ４３名  ８２.７％ 
最終出席者数   ４４名  ８４.６％ 
                    開会時出席         最終出席 
総務渉外委員会    １０名中    ８名   ８０％     ８名   ８０％ 
会員交流委員会    １１名中    ８名 ７２．７％     ９名 ８１．８％ 
繋がる心育成委員会   ９名中    ６名 ６６．７％     ６名 ６６．７％ 
まちづくり推進委員会 １０名中    ８名   ８０％     ８名   ８０％ 
会員拡大特別室     ３名中    ３名  １００％     ３名  １００％ 
常任理事       １０名中    １０名  １００％    １０名  １００％ 
正会員 ５３名 
内休会者 １名 
 
外部協力者：なし 
 
事業目的 ： 
（公社）今治青年会議所の伝統でもある厳粛かつ規律ある例会を確実に運営し、会員間

の相互理解、情報の共有を深めることを目的とします。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 開会・開会宣言            副理事長 阿曽 淳也君 
１９：３１ 国歌・ＪＣソング斉唱 
１９：３３ ＪＣＩクリード唱和       会員交流委員会 寺尾  諭君 
１９：３４ ＪＣＩミッション唱和      会員交流委員会 越智 一成君 
１９：３５ ＪＣＩビジョン唱和       会員交流委員会 越智 一成君 
１９：３６ ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和  会員交流委員会 山本 祐司君 
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１９：３７ 理事長挨拶               理事長 山岡 太郎君 
１９：３９ 議事録作成人及び署名人指名       理事長 山岡 太郎君 
１９：４０ 配布資料の確認                    司会者 
１９：４０ 各委員会出席者数の確認                司会者 
１９：４１ 報告事項               専務理事 黒瀬 太樹君 
２０：０８ 行事案内及び依頼事項         専務理事 黒瀬 太樹君 
２０：１０ 協議事項                理事長 山岡 太郎君 
２０：１１ 例会委員会アワー               会員交流委員会 
２１：０５ 例会スピーチ                 会員交流委員会 
２１：２１ 監事総評                 監事 黒川 泰伸君 
２１：２５ 会員消息                       司会者 
２１：２６ 交通安全宣言          会員交流委員会 﨑山 裕太君 
２１：２７ 若い我等 
２１：２９ 閉会宣言               副理事長 阿曽 淳也君 
２１：３０ 閉会 
 
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】 
２月例会にご出席いただき、誠にありがとうございました。メンバーの皆様方のご協力

により、２月例会を定刻通りに終了することができました。心より感謝申し上げます。ま

た、出席優秀委員会報告の際、誤って会員拡大特別室と報告してしまいました。１月例会

決算議案の引継事項に「会員拡大特別室は６月例会から出席優秀委員会にも加えさせてい

ただきます。」と記載がありましたが、出席率の様式にその旨の記載がなく、本番中に判断

を誤ったことが原因と考えられます。正しくは総務渉外委員会、まちづくり推進委員会で

した。ご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。２月例会での反省点等を総括

し、４月例会以降の運営に活かしていきたいと思います。 
 
 【引継事項】 
・例会の出席表を役職に関係なく、来た順番で上から書いていただくよう促してください。 
・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
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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。 
・大きな声で唱和している方は少なく感じました。前方スクリーンが見えない場合は手帳

を見ながらで構いませんので全員が大きな声で唱和するように心掛けてください。 
・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。 
・パワーポイントで音響を操作し、プレイバックも同一のパソコンで操作する場合、曲に

よってボリュームの調整をする必要があります。リハーサル時にしっかり確認してくだ

さい。 
・市民会館のハンドマイクの数が現在２本しかありませんので上手く運用する必要があり

ます。 
・出席者数の確認において、会員拡大特別室は６月例会から出席優秀委員会にも加えさせ

ていただきます。報告時にお間違いの無いようご注意ください。 

48



大分類 （他１） 

中分類 （ア） 

小分類 （１） 

 

事業名称 ：例会設営・企画及び運営（第２エリア合同公式訪問例会） 

報告者  ：総務渉外委員会委員長 樫田仁志  

日程   ：２０１８年３月２０日（火） １８：３０～２０：５１ 

場所   ：松山市青少年センター ３階大ホール 

参加人数 ：今治ＪＣ２８人＋松山ＪＣ 

外部協力者：該当なし 

事業目的 ：公益社団法人日本青年会議所四国地区愛媛ブロック協議会第２エリア公式訪

問例会として、エリア内各ＬＯＭメンバーと共に２０１８年度愛媛ブロック協議会の運動

の方向性を確認し、「協働と挑戦が導く魅力と活気に満ちた愛媛の創生」をスローガンとす

る愛媛ブロック協議会の想いに触れ、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： 

１５０分   準備                     品格ある人財育成委員会 

１８：１０  受付                              松山ＪＣ・今治ＪＣ 

今治ＪＣ総務渉外委員会 

愛媛ブロック協議会 

１８：２９  予鈴               松山ＪＣ専務理事  野口 和範 君 

１８：３０  開会宣言              松山ＪＣ副理事長  杉野 康雄 君 

開会点鐘               松山ＪＣ理事長  近藤 譲治 君 

１８：３０    国歌並びにＪＣソング斉唱 

１８：３２  ＪＣＩクリード唱和   松山ＪＣ広報戦略会議議長  秦  健太 君 

１８：３３  ＪＣＩミッション・ＪＣＩビジョン唱和 

今治ＪＣ繋がる心育成委員会委員長  越智 宏幸 君 

１８：３３  ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和 

松山ＪＣ国際推進委員会委員長  奥村 晃弘 君 

１８：３４  理事長挨拶             松山ＪＣ理事長  近藤 譲治 君 

１８：３７  理事長挨拶             今治ＪＣ理事長  山岡 太郎 君 

１８：４１  ドアオープン                 松山ＪＣ総務渉外委員会 

１８：４１  議事録作成人及び署名人指名    松山ＪＣ理事長  近藤 譲治 君 

１８：４１  議事録作成人及び署名人指名    今治ＪＣ理事長  山岡 太郎 君 

１８：４１  配布資料の確認         松山ＪＣ専務理事  野口 和範 君 

１８：４２  出席優秀委員会発表        
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松山ＪＣ総務渉外委員会委員長  野本 雄揮 君 

１８：４４  出席確認             今治ＪＣ専務理事  黒瀬 太樹 君 

１８：４５  司会者交代  

愛媛ブロック協議会運営専務  森岡 健三 君 

１８：４６  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  森岡 健三 君 

１８：５０  愛媛ブロック協議会会長挨拶 

                    愛媛ブロック協議会会長  中田 博文 君 

１８：５６  愛媛ブロック協議会事業説明 

                    愛媛ブロック協議会会長  中田 博文 君 

１９：０５  司会交代 

１９：０６  例会準備・休憩 

１９：１５  ３月例会行事 「地域から信頼される団体を目指して」 

品格ある人材育成委員会 

２０：２３  席の移動                           全員 

２０：２４  報告事項                   各ＬＯＭ書面にて報告 

２０：２５  地区大会、ブロック大会ＰＲ        地区、ブロックＰＲ担当者 

２０：４２  会員消息       松山ＪＣ総務渉外委員会委員長  野本 雄揮 君 

会員消息       今治ＪＣ総務渉外委員会委員長  樫田 仁志 君 

２０：４３  監事所見              松山ＪＣ監事  天野 眞作 君 

２０：４６  監事所見              今治ＪＣ監事  西原 孝太郎君 

２０：５１  監査担当役員所見 

 愛媛ブロック協議会監査担当役員  廣川 怜史 君 

２０：５６  閉会宣言             今治ＪＣ副理事長  渡辺  仁 君 

２０：５７  閉会点鐘              今治ＪＣ理事長  山岡 太郎 君 

２０：５１  撤収作業                   品格ある人財育成委員会 

達成の検証：松山開催ということもあり今治メンバーの出席率は低かったのですが、愛媛

ブロック協議会中田会長の挨拶や、愛媛ブロック協議会委員長、議長からの事業説明を聞

き思いを共有することで、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） 

まずもって、会場への到着が遅くなり受付や準備が遅れご迷惑をおかけしましたことを

深くお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。また、開催時刻の変更や開催

場所が松山ということもあり最終出席率が５０％という低い結果となりました。しかし、

例会運営や例会行事（ビジネスマナーについて）では学べることは多くあったと感じてお
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ります。第２エリア合同公式訪問例会での経験をＬＯＭに持ち帰り、今治での例会運営や

これから行われる事業にも活かしていかなければならないと考えます。 

（引継事項） 

・例会開催日時並びに開催場所に変更のある場合は、出席率を向上させる工夫が必要です。 

・合同例会の場合設営を担当する委員会は、松山ＪＣの担当委員会と綿密な打ち合わせが

必要です。 

・例会内にて担当が振られているメンバーに対しては事前に説明が必要です。 

・担当委員会は時間に余裕を持って会場へ到着し、設営や受付をする必要があります。ど

うしてもできない場合はスタッフの方々に連絡を取り代行していただく必要があります。 
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大分類 （他１） 

中分類 （ア） 

小分類 （１） 

 

事業名称 ：例会設営・企画及び運営（４月例会） 

報告者  ：総務渉外委員会委員長 樫田仁志  

日程   ：２０１８年４月１９日（木）１９：３０～２１：３０ 

場所   ：今治市民会館２F大会議室 

参加人数 ：５０人 

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、情報共有の場にします。また、メンバー各位にも例会の意義を再認識

してもらい、出席率向上を図ります。 

事業内容： 

１９：２７  予鈴 

１９：３０  開会・開会宣言        専務理事       黒瀬 太樹君 

１９：３０  国歌・ＪＣソング斉唱 

１９：３１  ＪＣＩクリード唱和          まちづくり推進委員会 塩見 仁士君 

１９：３２  ＪＣＩミッション唱和     まちづくり推進委員会 近藤久仁年君 

１９：３３  ＪＣＩビジョン唱和      まちづくり推進委員会 近藤久仁年君 

１９：３４  ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和 まちづくり推進委員会 長野 和博君 

１９：３６  理事長挨拶          理事長        山岡 太郎君 

１９：４０  議事録作成人及び署名人指名  理事長        山岡 太郎君 

１９：４０  配布資料の確認                      司会者 

１９：４１  各委員会出席者数の確認                  司会者 

１９：４２  報告事項           専務理事       黒瀬 太樹君 

２０：０６  行事案内及び依頼事項     専務理事       黒瀬 太樹君 

２０：０７  協議事項           理事長        山岡 太郎君 

２０：０７  例会委員会アワー                 会員交流委員会 

２１：０７  例会スピーチ                   会員交流委員会 

２１：２３  監事総評           監事         黒川 泰伸君 

２１：２６  会員消息                         司会者 

２１：２８  交通安全宣言         まちづくり推進委員会 青野 耕士君 

２１：２９  閉会宣言           専務理事       黒瀬 太樹君 

２１：３０  閉会 
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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、会員間の情報と

意志の共有と相互理解を可能とす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） 

まずもって、４月例会への多くのメンバーのご出席、誠にありがとうございました。皆様

のご協力もありスムーズな運営ができ、２１時３０分に閉会することが出来ました。今月

の例会での反省点など委員会で話し合い翌月以降の例会にも活かしていければと考えます。 

（引継事項） 

・若い我ら・交通安全宣言を割愛する場合の時間の目安を定めてもよいと考えます。 

・出席者数の確認において、会員拡大特別室は６月例会から出席優秀委員会にも加えさせ

ていただきます。 

報告時にお間違いの無いようご注意ください。 

・クリード・ミッション・ビジョンを大きな声で唱和している方は少なく感じました。前

方スクリーンが見えない場合は手帳を見ながらで構いませんので全員が大きな声で唱和

するように心掛けてください。 

・例会の出席表を役職に関係なく、来た順番で上から書いていただくよう促してください。 

・市民会館のハンドマイクの数が現在２本しかありませんので上手く運用する必要があり

ます。 
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大分類 （他１） 

中分類 （ア） 

小分類 （１） 

 

事業名称 ：例会設営・企画及び運営（５月例会） 

報告者  ：総務渉外委員会委員長 樫田仁志  

日程   ：２０１８年５月１７日（木）１９：３０～２１：３２ 

場所   ：今治市民会館２F大会議室 

参加人数 ：４８人 

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、情報共有の場にします。また、メンバー各位にも例会の意義を再認識

してもらい、出席率向上を図ります。 

事業内容： 

１９：２７  予鈴 

１９：３０  開会・開会宣言        財政局長       八木 健吾君 

１９：３１  国歌・ＪＣソング斉唱 

１９：３３  ＪＣＩクリード唱和          総務渉外委員会    樫田 仁志君 

１９：３４  ＪＣＩミッション唱和     総務渉外委員会    菊地 晴香君 

１９：３５  ＪＣＩビジョン唱和      総務渉外委員会    菊地 晴香君 

１９：３５  ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和 総務渉外委員会    富田 浩之君 

１９：３６  理事長挨拶          理事長        山岡 太郎君 

１９：４１  議事録作成人及び署名人指名  理事長        山岡 太郎君 

１９：４２  配布資料の確認                      司会者 

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

１９：４４  報告事項           専務理事       黒瀬 太樹君 

２０：０６  行事案内及び依頼事項     専務理事       黒瀬 太樹君 

２０：０７  協議事項           理事長        山岡 太郎君 

２０：０８  例会委員会アワー                 会員交流委員会 

２１：０５  例会スピーチ                   会員交流委員会 

２１：２２  監事総評           監事         武田繁親先輩 

２１：２８  会員消息                         司会者 

２１：２９  交通安全宣言         総務渉外委員会    玉井  宏君 

２１：３０  若い我等 

２１：３２  閉会宣言           財政局長       八木 健吾君 
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２１：３２  閉会 

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、会員間の情報と

意志の共有と相互理解を可能とす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） 

５月例会へのご参加誠に有難うございました。そして、皆様のご協力もあり、ほぼタイム

スケジュール通りのスムーズな運営を行うことが出来たと考えております。しかし、パワ

ーポイントの一部に誤りがあり反省点を残す結果にもなりました。そのことをまた委員会

に持ち帰り、反省点などを協議し来月以降の例会に活かしていければと考えます。 

（引継事項） 

パワーポイントを作成しよく確認したうえで例会に臨む必要があります。 
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大分類 （他１） 

中分類 （ア） 

小分類 （１） 

 

事業名称 ：例会設営・企画及び運営（６月例会） 

報告者  ：総務渉外委員会委員長 樫田仁志  

日程   ：２０１８年６月２１日（木）１９：３０～２１：２９ 

場所   ：今治市民会館２F大会議室 

参加人数 ：５２人 

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、情報共有の場にします。また、メンバー各位にも例会の意義を再認識

してもらい、出席率向上を図ります。 

事業内容： 

１９：２７  予鈴 

１９：２７  オブザーバー紹介 

１９：３０  開会・開会宣言        会員拡大特別室長   真鍋 知弘君 

１９：３０  国歌・ＪＣソング斉唱 

１９：３２  ＪＣＩクリード唱和          会員交流委員会    別府 祐次君 

１９：３３  ＪＣＩミッション唱和     会員交流委員会    永吉 隼人君 

１９：３３  ＪＣＩビジョン唱和      会員交流委員会    永吉 隼人君 

１９：３４  ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和 会員交流委員会    﨑山 裕太君 

１９：３７  理事長挨拶          理事長        山岡 太郎君 

１９：３９  四国地区協議会会長挨拶    四国地区会長     北島 誠祐君 

１９：４４  議事録作成人及び署名人指名  理事長        山岡 太郎君 

１９：４５  配布資料の確認                      司会者 

１９：４５  各委員会出席者数の確認                  司会者 

１９：４７  報告事項・四国地区大会ＰＲ  専務理事       黒瀬 太樹君 

２０：０７  行事案内及び依頼事項     専務理事       黒瀬 太樹君 

２０：０８  協議事項           理事長        山岡 太郎君 

２０：０９  入会式                      会員交流委員会 

２１：１９  監事総評           監事         西原孝太郎君 

２１：２５  会員消息                         司会者 

２１：２５  交通安全宣言         会員交流委員会    西部 祥平君 

２１：２７  若い我等 
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２１：２９  閉会宣言           会員拡大特別室長   真鍋 知弘君 

２１：２９  閉会 

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、会員間の情報と

意志の共有と相互理解を可能とす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） 

６月例会へのご参加誠にありがとうございました。皆様のご協力もありタイムスケジュー

ル通りのスムーズな運営を行うことができました。また、四国地区大会のＰＲでオブザー

ブ頂きました北島会長をはじめとする役員、メンバーの方々と交流することで毎月の例会

とはまた違った刺激になったと考えます。 

（引継事項） 

席札を作成することでオブザーバーの方々を誘導する一助になります。また、オブザーバ

ーの方々が来られる際は、専務理事も含め入念な打ち合わせが必要です。 
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大分類 （他１） 
中分類 （ア） 
小分類 （１） 
 

事業名称 ：例会設営・企画及び運営（７月例会・第１０５回臨時総会） 

報告者  ：総務渉外委員会委員長 樫田仁志  

日程   ：２０１８年７月１９日（木）１９：３０～２０：３７ 

場所   ：今治市民会館２F大会議室 

参加人数 ：４８人 

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、情報共有の場にします。また、メンバー各位にも例会の意義を再認識

してもらい、出席率向上を図ります。 

事業内容： 

１９：１５  しまなみランニングバイク選手権２０１８ＰＲ 

１９：２５  黙祷 

１９：３０  開会・開会宣言         会員交流担当室室長  丹下 大輔君 

１９：３１  国歌・ＪＣソング斉唱 

１９：３３  ＪＣＩクリード唱和       繋がる心育成委員会  上地 貞之君 

１９：３４  ＪＣＩミッション唱和      繋がる心育成委員会  松木 大地君 

１９：３５  ＪＣＩビジョン唱和       繋がる心育成委員会  松木 大地君 

１９：３５  ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和  繋がる心育成委員会 六郎面あゆみ君 

１９：３６  理事長挨拶           理事長        山岡 太郎君 

１９：３９  議事録作成人及び署名人指名   理事長        山岡 太郎君 

１９：４０  配布資料の確認                       司会者 

１９：４２  各委員会出席者数の確認                   司会者 

１９：４３  報告事項            専務理事       黒瀬 太樹君 

２０：０４  行事案内及び依頼事項      専務理事       黒瀬 太樹君 

２０：０７  協議事項            理事長        山岡 太郎君 

２０：０８  第１０５回臨時総会                 総務渉外委員会 

２０：２８  監事総評            監事        武田 繁親先輩 

２０：３３  会員消息                          司会者 

２０：３３  交通安全宣言          繋がる心育成委員会  渡部  輔君 

２０：３４  若い我等 

２０：３６  閉会宣言            会員交流担当室室長  丹下 大輔君 
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２０：３７  閉会 

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、会員間の情報と

意志の共有と相互理解を可能とす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） 

７月例会・第１０５回臨時総会にご出席いただいたメンバーの皆様、誠にありがとうござ

いました。報告事項内でのプレイバックでは３ヶ月分の出来事を流すことで事業に参加し

ていたメンバーには事業を振り返る良い機会になったと考えます。また、事業に参加でき

ていなかったメンバーとも情報を共有する良い機会になったとも考えております。そして、

第１０５回臨時総会では次年度理事長予定者も決まり、来年に繋がる良き第一歩が踏み出

せたと感じております。その一方設えの不備としまして演台のマイク調整がうまく出来て

おらず、皆様にご迷惑をかける結果となりました。今回の反省点を委員会で振り返り、翌

月以降の例会をより良い例会にしていきたいと考えております。 

（引継事項） 

・開会前にＰＲが来られる際は、専務理事も含め打ち合わせが必要となります。 

・開会前のリハーサルでは司会だけではなく、パワーポイントや音響音量等も入念にチェ

ックする必要があります。 

・総会を欠席する際は委任状が必要であることを広く周知していく必要があります。 

・代役を立ててリハーサルすることにより誘導の流れの確認や演台のマイク音量の確認に

もなると考えます。 
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大分類 （他１） 
中分類 （ア） 
小分類 （１） 
 
事業名称 ：例会設営・企画及び運営（８月） 
報告者  ：会員交流委員会委員長 寺尾 諭  

日程   ：２０１８年８月１７日（金）１９：３０～２１：３１ 

場所   ：今治市民会館２F大会議室 

参加人数 ：５３人 

外部協力者：なし 
 
事業目的 ： 
（公社）今治青年会議所の伝統でもある厳粛かつ規律ある例会を確実に運営し、会員間の

相互理解、情報の共有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 

１９：２７ オブザーバー紹介 

１９：３０ 開会・開会宣言          青少年育成担当室長   吉本悠太郎君 

１９：３１ 国歌・ＪＣソング斉唱 

１９：３３ ＪＣＩクリード唱和        まちづくり推進委員会  近藤久仁年君 

１９：３４ ＪＣＩミッション唱和       まちづくり推進委員会  長野 和博君 

１９：３５ ＪＣＩビジョン唱和        まちづくり推進委員会  長野 和博君 

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  浮穴 智彦君 

１９：３７ 理事長挨拶            理事長代理 副理事長  神道 裕介君 

１９：４２ 議事録作成人及び署名人指名    理事長代理 副理事長   神道 裕介君 

１９：４３ 配布資料の確認                         司会者 

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

１９：４４ 報告事項             専務理事        黒瀬 太樹君 

２０：０５ 行事案内及び依頼事項       専務理事        黒瀬 太樹君 

２０：０８ 協議事項             理事長代理 副理事長  神道 裕介君 

２０：１０ 例会委員会アワー                    会員交流委員会 

２１：０５ 例会スピーチ                      会員交流委員会 

２１：２１ 監事総評             監事          西原孝太郎君 

２１：２８ 会員消息                            司会者 
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２１：２８ 交通安全宣言           まちづくり推進委員会  新居田拓也君 

２１：２９ 若い我等 

２１：３１ 閉会宣言             青少年育成担当室長   吉本悠太郎君 

２１：３１ 閉会 

 
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、事前

アナウンスと各委員会での声がけのご協力により出席率の向上が図れたと考えます。 

 

委員長所見・引継事項： 
各委員会での出席を呼び掛けるご協力により、高い出席率での開催に至り、ご協力、ご出

席頂いたメンバーの皆様、誠にありがとうございました。ＪＣＩクリード、ＪＣＩミッシ

ョン、ＪＣＩビジョン、ＪＣ宣言文朗読並びに綱領に関しては、新入会員の方々を含め数

人のメンバーが、ＪＣ手帳を手に取って唱和をされており、いつもより大きな声での唱和

の一助になったと考えます。しかしながら、司会者による一部言い間違いがあり、台本の

読み込みなど準備不足な点が散見されました。また、例会終了後に各自の机の周辺に、ペ

ットボトルのゴミが数点残されていたことは、残念でした。 

 

引継事項と致しましては下記の通りです。 

 

・出席率向上のためには、全体メーリングに加えて、例会開始直前まで各委員会での呼び

掛けを実施することが必要です。 

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

は、ＪＣ手帳の活用が一助になります。 

・例会終了後にペットボトル等が残されていないかの確認と、メンバーに対して持ち帰っ

て頂く注意喚起が必要です。 
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大分類 （他１） 

中分類 （ア） 

小分類 （１） 

 

事業名称 ：例会設営・企画及び運営（９月例会） 

報告者  ：総務渉外委員会委員長 樫田仁志  

日程   ：２０１８年９月２０日（木）１９：３０～２１：３１ 

場所   ：今治市民会館２F大会議室 

参加人数 ：５１人 

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、情報共有の場にします。また、メンバー各位にも例会の意義を再認識

してもらい、出席率向上を図ります。 

事業内容： 

１９：２７  予鈴 

１９：３０  開会・開会宣言        副専務理事      大澤 広基君 

１９：３１  国歌・ＪＣソング斉唱 

１９：３３  ＪＣＩクリード唱和          総務渉外委員会    樫田 仁志君 

１９：３４  ＪＣＩミッション唱和     総務渉外委員会    廣田 純一君 

１９：３４  ＪＣＩビジョン唱和      総務渉外委員会    廣田 純一君 

１９：３４  ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和 総務渉外委員会    菊地 晴香君 

１９：３６  理事長挨拶          理事長        山岡 太郎君 

１９：４０  議事録作成人及び署名人指名  理事長        山岡 太郎君 

１９：４１  配布資料の確認                      司会者 

１９：４２  各委員会出席者数の確認                  司会者 

１９：４４  報告事項           専務理事       黒瀬 太樹君 

２０：０５  行事案内及び依頼事項     専務理事       黒瀬 太樹君 

２０：０９  協議事項           理事長        山岡 太郎君 

２０：１０  例会委員会アワー                 会員交流委員会 

２１：０６  例会スピーチ                   会員交流委員会 

２１：２３  監事総評           監事         黒川 泰伸君 

２１：２７  会員消息                         司会者 

２１：２７  交通安全宣言         総務渉外委員会    三田  平君 

２１：２９  若い我等 

２１：３１  閉会宣言           副専務理事      大澤 広基君 
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大分類 （他１） 
中分類 （ア） 
小分類 （１） 
 
事業名称 ：例会の企画及び運営（１０月） 
報告者  ：繋がる心育成委員会委員長 越智宏幸  
日程   ：２０１８年１０月１８日（木）１９：３０～２１：３３ 
場所   ：今治市民会館２階大会議室 
参加人数 ：５７人（内訳）正会員５４人 賛助会員２人 外部監事１人 
外部協力者：なし 
事業目的 ： 
（公社）今治青年会議所の伝統でもある厳粛且つ規律ある例会を確実に運営し、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      神道 裕介君 

１９：３１（１９：３１）国歌・ＪＣソング斉唱 

１９：３３（１９：３３）ＪＣＩクリード唱和    会員交流委員会   山本 祐司君 

１９：３４（１９：３４）ＪＣＩミッション唱和  会員交流委員会   西部 祥平君 

１９：３５（１９：３４）ＪＣＩビジョン唱和   会員交流委員会   西部 祥平君 

１９：３６（１９：３５）ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和  

会員交流委員会  永吉 隼人君 

１９：３７（１９：３６）理事長挨拶       理事長       山岡 太郎君 

１９：４２（１９：３９）議事録作成人及び署名人指名  理事長     山岡 太郎君 

１９：４３（１９：４０）配布資料の確認                  司会者 

１９：４４（１９：４０）各委員会出席者数の確認              司会者 

１９：４６（１９：４１）報告事項        専務理事      黒瀬 太樹君 

２０：０８（２０：０１）行事案内及び依頼事項  専務理事      黒瀬 太樹君 

２０：０９（２０：０４）協議事項        理事長       山岡 太郎君 

２０：１０（２０：０５）例会委員会アワー          まちづくり推進委員会 

２１：００（２１：０５）例会スピーチ               会員交流委員会 

２１：１９（２１：２３）監事総評        監事        武田繁親先輩 

２１：２４（２１：２８）会員消息                      司会

者 
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２１：３１  閉会 

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、会員間の情報と

意志の共有と相互理解を可能とす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） 

例会に多数のメンバー各位にご出席頂き、誠に有難うございました。円滑な運営にご協力

頂きましたメンバー各位に重ねて御礼申し上げます。運営面におきましてプロジェクター

に映し出す内容やプレイバックに移るまでに遅れが出るなど改善点を残す結果となりまし

た。今後の例会運営をより良いものにしていくため委員会内でよく協議し、１１月例会及

び１年間の締めくくりである１２月卒業式に向け、委員会メンバーと共に頑張ってまいり

ます。 

（引継事項） 

ＪＣＩクリード、ＪＣＩミッション・ＪＣＩビジョン、ＪＣ宣言文朗読並びに綱領を担当

されるメンバーは壇上においてもしっかりとした発声で唱和を行って下さい。また、報告

事項について昼常任後よく確認する必要があります。 
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２１：２５（２１：２９）交通安全宣言      会員交流委員会   別府 祐次君 

２１：２７（２１：３０）若い我等 

２１：２９（２１：３２）閉会宣言        副理事長      神道 裕介君 

２１：３０（２１：３３）閉会 

 
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と考えます。また、９月例会に比べ

て出席率が向上していることは、今年度の締めくくりに向けての各メンバーの例会に対す

る意識向上と考えます。 

一方で、準備不足から規律ある例会を確実に運営する事が出来なかった為、全ての目的達

成を果たせませ 

 

委員長所見・引継事項： 
１０月例会にも多数のメンバー各位にご出席頂き、運営面にもご協力頂きました。まず、

設営面では、常任理事席が中心からずれており、さらに理事長席にハンドマイクが置かれ

ていないなど確認が細部まで行きとどいておりませんでした。さらに、進行面においても

パワーポイント資料の当日修正や、交通安全宣言・若い我等の割愛か否かにおいてタイム

キーパーとの連絡不足からの不手際があり、確認不足が多く見られる結果となりました事

心からお詫び申し上げます。 

毎月の例会を運営担当の委員会に任せ、他人事として参加するのではなく、常に主体的に

参加することで自らが例会を設営する場合にミスを事前に防ぎ、厳粛且つ規律ある例会を

運営できると考えます。 

＜引継事項＞ 

・国歌・ＪＣソング斉唱は大きな声で斉唱するよう周知が必要です。 

・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

行うよう周知が必要です。 

・ＪＣＩクリード、ＪＣＩミッション・ＪＣＩビジョン、ＪＣ宣言文朗読並びに綱領を担

当されるメンバーは壇上においてもしっかりとした発声で唱和を行って下さい。 

・エアコン温度については、外気との兼ね合いで調整の必要があります。 

・閉会後はペットボトルなど置き忘れがないか周知・アナウンスする必要があります。 

（１０月はペットボトル２本置かれたままでした。） 
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大分類 （他１） 
中分類 （ア） 

小分類 （１） 

 

事業名称 ：例会設営・企画及び運営（１１月例会・第１０６回臨時総会） 

報告者  ：総務渉外委員会委員長 樫田仁志  

日程   ：２０１８年１１月１５日（木）１９：３０～２０：５９ 

場所   ：今治市民会館２F大会議室 

参加人数 ：５３人 

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、情報共有の場にします。また、メンバー各位にも例会の意義を再認識

してもらい、出席率向上を図ります。 

事業内容： 

１９：２０  来訪者紹介           専務理事       黒瀬 太樹君 

１９：３０  開会・開会宣言         副理事長       阿曽 淳也君 

１９：３１  国歌・ＪＣソング斉唱 

１９：３３  ＪＣＩクリード唱和       繋がる心育成委員会  新居田 直君 

１９：３４  ＪＣＩミッション唱和      繋がる心育成委員会 六郎面あゆみ君 

１９：３５  ＪＣＩビジョン唱和       繋がる心育成委員会 六郎面あゆみ君 

１９：３６  ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和  繋がる心育成委員会  白石 匡亮君 

１９：３７  理事長挨拶           理事長        山岡 太郎君 

１９：４０  議事録作成人及び署名人指名   理事長        山岡 太郎君 

１９：４０  配布資料の確認                       司会者 

１９：４１  各委員会出席者数の確認                   司会者 

１９：４２  報告事項            専務理事       黒瀬 太樹君 

２０：１４  行事案内及び依頼事項      専務理事       黒瀬 太樹君 

２０：１７  協議事項            理事長        山岡 太郎君 

２０：１８  第１０６回臨時総会                 総務渉外委員会 

２０：４５  監事総評            監事         西原孝太郎君 

２０：５４  会員消息                          司会者 

２０：５５  交通安全宣言          繋がる心育成委員会  松木 大地君 

２０：５６  若い我等 

２０：５８  閉会宣言            副理事長       阿曽 淳也君 

２０：５９  閉会 
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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、会員間の情報と

意志の共有と相互理解を可能とす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） 

１１月例会では、今年度最後となる出向者報告やクラブ報告で思いを語っていただき、出

向やクラブ活動に対する意識共有の出来る貴重な場になったと考えます。また、第１０６

回臨時総会では次年度案件も無事可決され、２０１９年度へ向けての良い励みとなったと

思います。反省点としては総会の時間が読み切れず、会全体の時間が３０分早く終わって

しまい、ご迷惑をおかけする結果となりました。今年度は残すところ１２月例会・卒業式

のみとなりましたが、気を抜かず有終の美を飾れるよう励んでまいります。 

（引継事項） 

・今回例会終了後ゴミの持ち帰りのアナウンス入れたところ、ゴミの捨て忘れはなくなり

ました。今後も例会終了時にアナウンスをする必要があると考えます。 

・総会の時間を事前によく確認して時間に余裕ができるようであればプレイバック等を入

れてもよいと考えます。 

・通常総会や臨時総会は、重要な意思決定の場であり、その意義をメンバーに伝えること

が必要です。 
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大分類 （他１） 
中分類 （イ） 
小分類 （１） 
 
事業名称 ：入会式の企画及び運営 
報告者  ：会員交流委員会委員長 寺尾 諭  

日程   ：２０１８年６月２１日 ２０：０９～２１：１９ 

場所   ：今治市民会館２F大会議室 

参加人数 ：５６人 

外部協力者：なし 
 
事業目的 ： 
新入会員には、理事長から入会証を授与して頂くことでＪＡＹＣＥＥとしての誇りと自覚

を持って頂きます。その後、新入会員から自己紹介をして頂き、早くメンバーと打ち解け

てもらうこと、さらには新たに同志となる新入会員をメンバー全員で祝福することを目的

と致します。 

 

事業内容： 
２０：０９ 開会              司会            﨑山 裕太君 

２０：１２ 入会証・ＪＣバッヂ・ネームプレート授与   

理事長      山岡 太郎君 

直前理事長     廣川 怜史君 

司会   会員拡大特別室長 真鍋 知弘君 

２０：３２ 自己紹介                           新入会員 

                    司会   副委員長     越智 一成君 

２１：１３ 歓迎の言葉               副理事長     阿曽 淳也君 

２１：１９ 閉会             司会            﨑山 裕太君 

 

達成の検証： 

厳粛なる入会証・ＪＣバッヂ・ネームプレート授与を実施することで、新入会員の一人ひ

とりにＪＡＹＣＥＥとしての誇りと自覚を持つ機会になったと考えます。その後の自己紹

介では、新入会員にプロフィール表と写真を事前に準備して頂き、ステージ上で投影する

ことにより、話しやすい環境を作ることが出来たと考えます。またメンバーの方々も事前

配布のプロフィール表をご覧頂きながら新入会員一人ひとりの自己紹介を聞いて頂くこと

で、細かく情報を知ることが出来、一層打ち解けやすい環境を作ることが出来たと存じま

す。 

68



 
委員長所見・引継事項： 

メンバー皆様のご協力により、厳粛な入会証・ＪＣバッヂ・ネームプレート授与、自己紹

介も和やかな雰囲気で実施することが出来ました。ご協力頂き、誠にありがとうございま

した。タイムスケジュールの進行は、当初の予定時間通りに入会式を終えることが出来ま

した。しかしながら、自己紹介時に新入会員の中で、当初準備していた写真を全て説明し

きれない方もおられ、もう少し自己紹介の時間を確保することが出来ればよかったと考え

ます。その為、入会証授与をした後、ＪＣバッヂ授与に移ったタイミングで、次の方へ入

会証授与を行うなどの時間短縮の方法があったと考えます。また、直前の打ち合わせで越

智副委員長のフォローが不要と判明した為、変更しステージには新入会員が一人で立って

話すことに致しました。急遽の変更でしたが、状況に即した良い自己紹介の時間になった

と考えます。その他、国旗・ＪＣ旗は当初の計画では三脚を使用する設えでしたが、円滑

な会場設営の為、現場判断で壁掛けスタイルに急遽変更したことから、プロジェクターの

投影画面が一部国旗に掛かる事態となりました。事前に投影画面の確認をすべきだったと

反省しています。 

 

引継事項と致しましては下記の通りです。 

 

・自己紹介は新入会員の要望をよく聞き、新入会員が話しやすい環境を整える必要があり

ます。 

・新入会員の情報はメンバーとの会話のきっかけなど、いち早く打ち解けるツールになる

ので、出来るだけ細かく記載することが必要です。 

・新入会員が１０名を超える場合は、入会証授与の際に、ＪＣバッヂ授与に移ったタイミ

ングで次の方の入会証授与を行うなど、効率よく進行する工夫が必要です。 

・ステージ上でプロジェクターを使用して投影する場合は、国旗やＪＣ旗の位置をよく確

認し、画面の大きさや配置を気をつけることが必要です。 

・ＪＣバッヂ授与が円滑に執り行えるように、ＪＣバッヂのボタンホール（ピン式）を確

認することが必要です。 
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大分類 （他１） 

中分類 （イ） 

小分類 （２） 

 

事業名称 ：１２月例会・卒業式の設営・企画及び運営 

報告者  ：総務渉外委員会委員長 樫田仁志  

日程   ：２０１８年１２月２０日（木）１７：００～１９：３９ 

場所   ：今治国際ホテル２Ｆ クリスタルホール A 

参加人数 ：５０人 

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 ６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２０１９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  予鈴 

１７：００  オープニング 

１７：０２  開会・開会宣言               副理事長 神道 裕介君 

１７：０３  国歌・ＪＣソング斉唱 

１７：０５  ＪＣＩクリード唱和       まちづくり推進委員会 塩見 仁士君 

１７：０６  ＪＣＩミッション唱和      まちづくり推進委員会 青野 耕士君 

１７：０７  ＪＣＩビジョン唱和       まちづくり推進委員会 青野 耕士君 

１７：０８  ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和  まちづくり推進委員会 浮穴 智彦君 

１７：０９  理事長挨拶                  理事長 山岡 太郎君 

１７：１２  議事録作成人及び署名人指名          理事長 山岡 太郎君 

１７：１２  配布資料の確認                       司会者 

１７：１２  各委員会出席者数の確認                   司会者 

１７：１３  報告事項                  専務理事 黒瀬 太樹君 

１７：３０  行事案内及び依頼事項            専務理事 黒瀬 太樹君 

１７：３２  協議事項                   理事長 山岡 太郎君 

１７：３２  会員褒賞                      総務渉外委員会 

１８：００  プレジデンシャルリース伝達・理事長バッヂ交換 

１８：０３  ２０１９年度理事長挨拶   ２０１９年度理事長予定者 渡辺  仁君 

１８：１０  会員消息                          司会者 

１８：１１  ２０１８年度プレイバック              総務渉外委員会 

１８：１７  卒業式 

１９：１９  監事総評                    監事 黒川 泰伸君 
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１９：２４  直前理事長バッヂ交換・卒業式 

１９：３８  交通安全宣言          まちづくり推進委員会 村上  艦君 

１９：３８  閉会宣言                  副理事長 神道 裕介君 

１９：３９  閉会 

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、６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２０１９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。

一方、早めの開始時刻による開会時出席率の低下は今後検証の余地があります。 

委員長所見・引継事項： 

（委員長所見） 

開始時刻並びに開催場所の変更にもかかわらず、多くのメンバーにご出席いただき誠にあ

りがとうございました。入念なリハーサルを行った結果全工程を行うことができました。

１７時開催にしたことにより６名の卒業生の皆様には心置きなく答辞を述べていただくこ

とができました。また理事長挨拶や次年度理事長挨拶、そして卒業式での卒業生の言葉聞

くことにより、次年度以降への励みになったと考えます。 

（引継事項） 

・準備設営・リハーサルについては入念なリハーサルを行い当日を迎える必要があります。

また、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。 

・卒業式については卒業生に心置きなく答辞述べていただくために時間に余裕を持ったタ

イムスケジュールを組む必要があります。 

・開会時間についてはメリットとしまして開会時間を１７時にすることにより卒業生の皆

様に心置きなく答辞を述べていただくことが出来ます。しかし、デメリットもあり遅刻さ

れるメンバーが多かったと感じましたので、事前に出席率を上げれるよう対策が必要です。 
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大分類 （他１） 
中分類 （イ） 
小分類 （３） 
 
事業名称 ：会員拡大の推進 

報告者  ：会員拡大特別室 室長 真鍋知弘  

日程   ：２０１８年１月～１２月 

場所   ：今治市内 

参加人数 ：１５名 

外部協力者：今治青年会議所シニアクラブ及び特別会員 

事業目的 ：  

対外：青年会議所活動の周知 

対内：会員拡大に対する意識向上 

 

事業内容：会員拡大の推進 

 

達成の検証： 会員拡大が全体事業であるということを全メンバーに意識付けすることがで

きたと思います。また、通年の拡大事業を、各委員会に担当して頂くことにより、意識付

けから意識向上へつながり、結果、賛助会員２名を含む１５名の新たな同志が入会したこ

とは、目的達成できたと考えます。 

委員長所見・引継事項： 

（室長所見） 

みなさんのご理解とたくさんのご協力を頂いた結果、１５名の新入会員を入会に導くこと

ができました。残念ながら、目標人数には届きませんでしたが、今年度は全メンバーを巻

き込んだ会員拡大活動を推進することができ、会員拡大に対する意識向上につながったと

確信しています。そして、会員拡大が全体事業であるということを改めて認識して頂けた

と思いますので、今後も続く会員拡大活動を全員で行っていければと思います。 

（引継ぎ事項） 

・会員拡大の組織図を作ることにより、意識付けはできたと思いますが、委員会がバラバ

ラなので、集まりにくいというデメリットがありました。委員会単位で会員拡大を振り分

けるのもいいと感じました。 

・毎月３名以上の紹介を依頼していましたが、全チーム未達になりました。達成感を味わ

うことで意識向上につながりますので、今後、目標を設定する場合は、各チームや委員会、

個人に考えて頂くのもいいと思います。 

・先輩たちを巻き込んだ会員拡大ということで、各チームに先輩たちとの食事会をセッテ

ィングして頂きました。現状や情報を共有でき、また、先輩たちとしては頼られると嬉し
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いとおっしゃっていましたので、今後も開催することをお勧めします。 

・会員拡大特別室について、新入会員同士の交流を図ることはできましたが、現役メンバ

ーや卒業生との交流があまりできなかったことは、一番のデメリットでした。今年度に限

らず、横のつながりも大事になりますので、委員会後や例会後の懇親会は合同で行うのも

いいと思います。 
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大分類 （他１） 
中分類 （イ） 
小分類 （４） 
 
事業名称 ：入会希望者説明会の企画及び運営（２０１８年度第１回今治 JC 説明会～知っ

たらきっと好きになる～） 
報告者  ：繋がる心育成委員会委員長 越智宏幸  
日程   ：２０１８年４月１５日（日）１０：００～１１：４０ 
場所   ：みなとホール（みなと交流センター内） 
参加人数 ：２７人（内訳）入会候補者 ３人（公社）今治青年会議所メンバー ２４人 
外部協力者：越智 敦司先輩 
事業目的 ： 
（対外） 
我々が愛し・誇りに思う今治青年会議所活動を説明することで、理解と共感を醸成し入会

へと導きます。 
（対内） 
一人でも多くの入会候補者を呼んで参加いただくことでメンバーの拡大活動が全体事業で

あり継続事業であることを再認識し、意識向上を図ります。さらに、我々の行っている青

年会議所活動の意義を再度認識していただきます。 
 
事業内容： 
０９：３０（０９：３０）    受付 

１０：００（１０：００）   開会 

１０：０１（１０：０１）   理事長挨拶          理事長 山岡 太郎 君 

１０：０６（１０：０４）   趣旨説明          副委員長 白川  亨 君 

１０：０８（１０：０５）   青年会議所の説明      副理事長 渡辺  仁 君 

１０：２１（１０：１５）   今治青年会議所の活動・委員会紹介   越智 敦司先

輩 

１０：３３（１０：３２）   各クラブ説明               各クラブ

長 

（寿・じ・ス・ラ・囲各２分移動時間含む） 

１０：４３（１０：４３）   模擬委員会 

１１：１３（１１：２１）   質疑応答・事務局見学              

１１：２８（１１：３８）   お礼の言葉    会員拡大特別室長  真鍋 知弘 君 

１１：３０（１１：４０）   閉会 
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達成の検証： 
【事業目的に達した点】 

（対外） 

参加候補者から会員拡大に対する有意義な意見を頂けたことは、青年会議所活動への理解

を深められたと考えます。 

【事業目的に達しなかった点】 

（対外） 

参加候補者の少なさから、必ずしも理解と共感を醸成できたとは言い難い。参加人数の多

い説明会にすることで活気のある団体であるという認識を頂くことも重要であると感じま

す。 

（対内） 

参加候補者の少なさから、メンバーに対し会員拡大の重要性を再認識して頂けたとは言い

難い。会員拡大特別室と連携を図り事業への参加推進を行う必要があると感じました。ま

た、入会へ導くフォローについても事業内で明確にし、実施する必要があります。 

 
委員長所見・引継事項： 
今回、新しい試みとして日曜日の午前中に説明会を開催し、その中で模擬委員会を実施し

ました。候補者が少なく参加人数 3 名と目標へは程遠い結果となってしまった点は素直に

反省すべきだと思います。会員拡大特別室と連携を図り事業への参加推進を行う必要があ

ると感じました。しかし、平日の夜では参加の難しい候補者に来ていただいたことは、参

加者が少ない中でも意味はあったと思います。 

模擬委員会という新しい手法を行い、候補者の方から次回説明会の曜日や内容など貴重な

意見を頂くことが出来ました。さらにメンバーが普段行っている委員会というものがどう

いうものかということを少しでも感じて頂くことも出来ました。候補者の方から頂きまし

た貴重な意見を次回の候補者説明会にしっかり反映させてより良い説明会にしていきたい

と思います。 

さらに事務局の見学を行うことで我々の活動を感じて頂けたのではないかと思います。 

委員会内の打ち合わせ不足によりメンバーの皆様に迷惑をお掛けする場面がありました。

しっかりとしたリハーサル・打ち合わせを入念にする必要があったと思います。 

【引継事項】 

・ワイヤレスマイクの電池の確認をする事が必要です。 

・対象候補者に合わせた時間を選定する事が必要です。 

・延長コードは会場と別に予約が必要です。 
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大分類 （他１） 
中分類 （イ） 
小分類 （４） 
 
事業名称 ：入会希望者説明会の企画及び運営（２０１８年度第２回今治 JC 説明会～知れ

ば知るほど好きになる～） 
報告者  ：繋がる心育成委員会委員長 越智宏幸  
日程   ：２０１８年５月２３日（水）１９：００～１９：５２ 
場所   ：ホテル菊水今治 
参加人数 ：２８人（内訳）入会候補者 ５人（公社）今治青年会議所メンバー ２３人 
外部協力者：越智 敦司先輩 
事業目的 ： 
（対外） 
我々が愛し・誇りに思う今治青年会議所活動を説明することで、理解と共感を醸成し入会

へと導きます。更に、次年度以降にも入会に繋がるような関係性を築きます。 
（対内） 
１人でも多くの入会候補者呼んで頂き、一緒に参加頂く事でメンバーの拡大活動が全体事

業であり継続事業であることを再認識し、意識向上を図ります。 

事業内容： 
１８：３０（１８：３０）  受付 

１９：００（１９：００）  開会 

１９：０１（１９：０１）  理事長挨拶          理事長 山岡 太郎 君 

１９：０６（１９：０６）  趣旨説明 繋がる心育成委員会副委員長 白川  亨 君 

１９：０８（１９：０８）  今治青年会議所説明     副理事長 渡辺  仁 君 

１９：２３（１９：１７）  会員紹介 まちづくり推進委員会委員長 塩見 仁士 君 

                              監事 黒川 泰伸 君 

１９：３０（１９：３１）  各クラブ説明              各クラブ会長 

              （寿・じ・ス・ラ・囲各２分移動時間含む） 

１９：４０（１９：４０）  質疑応答 

１９：４８（１９：５０）  お礼の言葉         会員拡大特別室長 真鍋 知弘 君 

１９：５０（１９：５２）  閉会 

 
達成の検証： 
【事業目的に達した点】 

（対外） 
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参加候補者全員に青年会議所の活動に理解と共感を頂けたと考えます。その結果 1名入会

に導く事が出来ました。アンケートにあるように前向きに入会を考えてくれている方や青

年会議所について良い印象を持って頂き次年度以降にも繋がる関係を築けたと考えます。 

【事業目的に達しなかった点】 

（対内） 

メンバーの会員拡大への認識不足により参加候補者が少なくなってしまったのが反省点

だと考えます。会員拡大特別室と連携を図り事業への参加推進を行う必要があると感じま

した。 

（対外） 

候補者の参加人数が少なかった為、多くの方に今治青年会議所の理解と共感を醸成するこ

とは出来ませんでした。 

 
委員長所見・引継事項： 
今回の説明会では、候補者の方が青年会議所活動の説明について熱心に聞いているのが印

象的でした。 

参加人数については、５名と非常に少なく少し寂しい説明会になってしまいました。この

部分は、我々拡大に対する意識の問題と、拡大特別室との連携不足であり素直に反省すべ

き点だと思います。さらに、商店街の休みが多い水曜日ということも 1 つの理由として日

程を決定しましたが、直前のキャンセル等もあり商店街の方の候補者の参加に至りません

でした。参加人数が多ければ活気ある説明会となり、さらに入会される候補者が増えると

考えます。メンバーの拡大意識の向上がさらに重要だと感じました。 

質疑応答では、準備不足・打ち合わせ不足で参加者が満足できる質疑応答が出来ませんで

した。細かい部分までしっかりとした準備・入念な打ち合わせが必要だと改めて感じまし

た。 

 その後の懇親会では、４名の方が懇親会に参加していただき、メンバーと名刺交換や話

しをすることで交流を深めることができました。候補者の方が懇親会の中で入会を決意し

て頂く場面もあり参加人数が少ないながらも実りある説明会になったのではと考えます。 

  

【引き継ぎ事項】 

・今回、懇親会会場と説明会会場を別室行いましたが、同じ場合は、お店と席割りや部屋

割りなど入念な打ち合わせが必要です。またマイクの調整を確認する事が必要です。 

・参加者にも進行内容が分かり易いアジェンダが必要だと考えます。 

・質問時間では、担当するメンバーに質疑応答用資料を渡すなど入念な打ち合わせが必要

です。 

・メンバーに説明をお願いする場合は、担当者に任せっきりにするのではなく、内容につ

いても入念な打ち合わせが必要です。 
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大分類 （他１） 
中分類 （イ） 
小分類 （４） 
 
事業名称 ：異業種交流会の企画及び運営（超異業種交流会～まだ見ぬ友との出会い～） 
報告者  ：まちづくり推進委員会委員長 塩見仁士  
日程   ：２０１８年 ３月 ９日（金）１９：３０～２１：３０ 
場所   ：和風レストラン笹 
参加人数 ：６３名（内訳）①候補者３３名 ②現役３０名 
外部協力者：なし 
 
事業目的 ： 
（対外） 
多種多様な方々との交流により、新たな出会いや企業力向上、会員拡大運動に繋げるこ

とを目的とします。 
（対内） 
メンバーの会員拡大活動への意識向上と多種多様な方々との交流によるＪＡＹＣＥＥと

しての成長を目的とします。  
 
事業内容： 
１８：３０ 受付 
１９：００ ウェルカムスピーチ＆乾杯 理事長 山岡 太郎 君 
１９：０３ 歓談 
２０：００ 席替え名刺交換アナウンス  司会 長野 和博 君 
２０：０２ 歓談 
２０：２５ 締めの挨拶   会員拡大特別室長 真鍋 知弘 君 
２０：３０ 閉会 
 
達成の検証： 
入会希望者説明会とは違ったフランクで新しい出会いの場を提供することで、候補者と

現役メンバーが共に交流を深めることに繋がり、また、今後の会員拡大に向けて現役メン

バーの意識が高まったと考えます。  
 
委員長所見・引継事項： 
【委員長所見】 
超異業種交流会～まだ見ぬ友との出会い～開催にあたり、チラシの PR や集客、また、多
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くのご出席を賜り、誠にありがとうございます。候補者３３名、現役３０名、合計６３名

の交流が深まったことは非常に意義深いことですが、候補者の集客目標５０名には届きま

せんでした。目標達成に向けた各チーム内の指揮命令系統が適切であったのか、士気は高

まったのか、今後の拡大事業を実りあるものとするためにも検証が必要であると考えます。

また、当委員会も事業担当委員会でありながら、メーリングで事業前の事前アナウンスが

できていませんでした。配慮が足りなかったことを反省し、次に活かしていきたいと思い

ます。 
交流会に関して今回は、時間を９０分とし、９テーブル・オードブル形式とさせて頂き

ました。立食でなくとも、交流が進むよう設えに工夫を凝らしたことで積極的に名刺交換

をされていた方も散見され、短時間でしっかりと交流が深まったのではないかと考えます。

さらに、会員拡大は全体事業であることを現役メンバーが意識する良い機会でありました。

引き続き拡大事業に対して皆様のご協力をお願い申し上げます。 
 
【引継事項】 
・今回同様、９０分４，０００円飲み放題のオードブル形式で異業種交流会を行う場合、

少し時間が短いかもしれません。開催目的と照らし合わせた設えの工夫が必要です。 
・交流が目的ということで、タイムスケジュールには予定を組み込まず自由に過ごして頂

きましたが、全体を通してやや単調であったという意見もあります。何か工夫ができる

設えがあればスケジュールに反映させてもよいかもしれません。 
・例年発生する当日キャンセルは本事業においてはございませんでした。交流会という気

軽に参加しやすいためであったのか、今後開催される説明会等で検証を行っても良いと

思います。 

79



大分類 （他１） 
中分類 （イ） 
小分類 （４） 
 
事業名称 ：異業種交流会の企画及び運営（異業種交流会～人との出会いがあなたを変え

る～） 
報告者  ：まちづくり推進委員会委員長 塩見仁士  
日程   ：２０１８年１１月１３日（火）１９：３０～２０：５７ 
場所   ：はーばりー４階 ビアテラスターミナル 
参加人数 ：２６名（内訳）①候補者８名 ②現役１８名 
外部協力者：なし 
 
事業目的 ： 
（対外） 
多種多様な方々との交流により、新たな出会いや企業力向上、会員拡大運動に繋げるこ

とを目的とします。 
（対内） 
メンバーの会員拡大活動への意識向上と多種多様な方々との交流によるＪＡＹＣＥＥと

しての成長を目的とします。  
 
事業内容： 
１９：００ 受付 
１９：３０ ウェルカムスピーチ＆乾杯 理事長 山岡 太郎 君 
１９：３２ 歓談 
２０：１０ 青年会議所活動説明     幹事 長野 和博 君 
２０：１９ 歓談 
２０：５５ 締めの挨拶   会員拡大特別室長 真鍋 知弘 君 
２０：５７ 閉会 
 
達成の検証： 
少人数ながらも候補者と現役メンバーが共に交流を深め、また、フォーマルな設えとす

る事で、しっかり青年会議所の説明を行えました。さらに、対内メンバーも候補者と積極

的に参加していたことから事業目的を達成したと考えます。 
 
委員長所見・引継事項： 
【委員長所見】 
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候補者の目標３０名に対し実績が８名でした。スケジュールを事前に検討し、余裕を持

ってしっかりとＰＲや集客活動を行う必要があった点について、反省しなければなりませ

ん。 
交流会に関して、時間を９０分とし４テーブル・オードブルの立食形式とさせて頂きま

した。候補者が少なかった分、メンバーがそれぞれ候補者とコミュニケーションをとるこ

とが出来ました。また、次年度に向け、会員拡大は全体で行っていくことをメンバーが意

識する良い機会となりました。 
 
【引継事項】 
・会場の方と相談し、９０分３，０００円で少なめの立食オードブル形式で飲み放題とさ

せて頂きました。お店としては、普段からこの条件ではサービスを提供していないので、

目的に応じた相談が必要です。 
・低予算で料理も少なめにしたつもりでしたが、少人数でトークも弾んだことからか、終

了時に料理の食べ残しが目立ちました。人数や設えの面において料理を無駄にしないよ

うに工夫を凝らしてください。 
・机や椅子の配置等、会場のセッティングは事前に行う必要があるので現地調査を必ず行

ってください。 
・立食の設えでしたが、青年会議所説明の際は椅子を用意し、候補者に座ってもらうこと

も検討してください。 
・次年度への引継ぎの目的も含めて１１月後半開催の事業計画を立て９月に事業日を選定

しました。年末に差し掛かるにつれ事業日の確保が難しくなり、結果１１月中旬の開催

となりました。１１月後半あるいは１２月に事業を実施する場合は、早い段階からスケ

ジュールを確認し早めに事業日を選定する必要があります。 
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大分類 （他１） 

中分類 （ウ） 

小分類 （１） 

 

事業名称 ：会員交流事業の企画及び運営（ＪＣ交遊会） 

報告者  ：会員交流委員会委員長 寺尾 諭  

日程   ：２０１８年９月１６日（日） １２：３０～１５：５８ 

場所   ：みなとホール （みなと交流センター「はーばりー」内） 

参加人数 ：８５人（対外対象者：４３人 対内対象者：４２人） 

外部協力者：今治市 健康福祉部 子育て支援課 

 

事業目的 ： 

（対外） 

日頃から青年会議所活動を支えて下さっている関係者の方々と青年会議所メンバーとの交

流を通じて、相互理解を深めると共に信頼関係を構築することを目的と致します。 

（対内） 

青年会議所メンバーと、日頃より我々の活動を支えて下さっている関係者の方々との交流

を通じて、相互理解を深めると共に信頼関係を構築することで青年会議所活動が充分に行

える環境を整え、さらに委員会の垣根を越えてメンバー間の交流を行うことでメンバー同

士の相互理解の深化を図り、(公社)今治青年会議所がより活気ある組織へと成長すること

を目的と致します。 

 

事業内容： 

１２：３０  開会 

１２：３０  理事長挨拶                  理事長  山岡 太郎君 

１２：３２  趣旨説明                    委員長  寺尾  諭君 

１２：３４  設営 

１２：３７  「みんなでつくろう！！ＪＣマップ」 

１３：２２  片付け・設営 

１３：３３  「みんなで体験！！ＪＣサービス」 

１５：４６  片付け 

１５：４７  アンケート 

１５：５５  御礼の挨拶                  副理事長 阿曽 淳也君 

１５：５８  閉会 

 

達成の検証： 
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事業検証を可能とするアンケートについて、対外対象者に小さなお子さんや、記載が出来

ない乳幼児も含まれており、対外対象者の回収数は１３枚に止まりましたが、「楽しく交流

が出来た」との回答が多数を占める結果となりました。他方、対内対象者へのアンケート

結果から、「ＪＣマップでは知らない場所について知れた」との記載が多くあり、知識の交

流は出来たと考えます。ＪＣサービスでは、「様々なメンバーのことが知ることが出来た」、

「普段はあまり話さない仕事の話が出来た」などの記載から、メンバー同士の相互理解は

図れたと考えます。また、アンケート結果に加え、ＪＣマップ、ＪＣサービスの事業に対

し、積極的に参加頂いた姿を拝見し、楽しみながら交流する環境を整え、メンバー間や関

係者間において相互理解と信頼関係の構築という目的は達成出来たと考えます。 

 

委員長所見・引継事項： 

ＪＣメンバーだけでなく参加された関係者の方々も、ＪＣマップ、ＪＣサービス共に積極

的な事業参加を頂き、一緒に楽しく交流出来たことが、今回の事業を開催して何より良か

ったと考えます。乳幼児を抱えるご家族の参加が多く、もっとゆっくり体験して頂くため

に休憩スペースの確保や、効率的な進行のためのアナウンスの活用などが必要であったと

反省点もございますが、今回の事業が関係者と、ＪＣメンバーとの相互理解の一助に成り

えたと確信しております。 

 

引継事項と致しましては下記の通りです。 

 

・広報する際は、対象者を明確にして周知徹底することが必要です。 

・時間配分については、スタッフの役割ごとに細かな調整が必要です。 

・ご家族連れが対象者の場合は、ゆっくりと体験出来るように、軽食が取れるぐらいの広

い休憩スペースを確保することが必要です。 

・今治市役所子育て支援課の「お出かけ児童館」にご協力をお願いする際は、そこに参加

者が滞在することを考慮し、休憩スポットや事務局として活用するなど事業と連携出来る

設えが必要です。 

・事業の各パートには、最後にまとめやふり返りの時間を設けるなど、全員が共有する時

間が必要です。 

・アナウンスについては、資料を準備するだけでなく、資料を確認出来ない状態でも参加

者に周知する方法が必要です。その際、臨機応変な対応が出来るマイクアナウンスは、現

場状況の説明や様々な情報を知らせる有効な手段です。 

・ブース出店など協力されたメンバーの方々には、企業ＰＲの時間や各企業資料を準備す

るなど、協力への感謝を表す方法が必要です。 

・対外対象者との交流を深める場合は、ＪＣメンバーの自己紹介タイムを設けるなど名前

と顔を知ることの出来る紹介方法が必要です。 
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・円滑な準備、撤収をするためには、全体を把握して指示のだせる委員会メンバーが、少

なくとも３人必要です。 
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大分類 （他１） 

中分類 （ウ） 

小分類 （２） 

 

事業名称 ：例会委員会アワーの企画及び運営（２月 知っててよかった「ＮＥＷ ＪＡ

ＹＣＥＥ」！！） 

報告者  ：会員交流委員会委員長 寺尾 諭  

日程   ：２０１８年０２月１５日 ２０：１１～２１：０４ 

場所   ：今治市民会館２F大会議室 

参加人数 ：４４人 

外部協力者：なし 

 

事業目的 ： 

今年度の活動が始動したこの時期に「ＮＥＷ ＪＡＹＣＥＥ」について広く学ぶことで、各

メンバーが今年度の活動をより有意義に行える知識を獲得すること、また「ＮＥＷ ＪＡＹ

ＣＥＥ」の重要性を認識することで、今後このマニュアルが活用されることを目的と致し

ます。 

 

事業内容： 

２０：１１  移動 

２０：１３  趣旨説明                 委員長    寺尾  諭 君 

２０：１５  発表【ＪＣとは】                    永吉 隼人 君 

２０：２０  発表【ＪＣ活動とＪＣ運動】               西部 祥平 君 

２０：２４  発表【ＪＣと事業】            副委員長   越智 一成 君 

２０：２８  エンジョイタイム 

２０：４４  発表【ＪＣでの心得と心構え】       副委員長   越智 一成 君 

２０：４９  発表【ＪＣと企業】                   﨑山 裕太 君 

２０：５３  発表【ＪＣと交流】                  西原 孝太郎 君 

２０：５９  総括                   担当室長   丹下 大輔 君 

２１：０４  閉会・移動 

 

達成の検証： 

まず発表者と近いコンパクトな配席は、発表中聞いているメンバーが非常に熱心に耳を傾

けられている姿勢や、メモをとる姿も多数拝見でき、効果があったと考えます。また配布

資料である「ＮＥＷ ＪＡＹＣＥＥ」を例会終了後に忘れずに皆様が持ち帰られた点から

も、「ＮＥＷ ＪＡＹＣＥＥ」の重要性は各メンバーに認識して頂けたと考えます。さらに、
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もう一つの目的であった「ＮＥＷ ＪＡＹＣＥＥ」の活用についても、今後のＪＣ活動で

展開されるものと期待しております。 

 

委員長所見・引継事項： 

メンバーの皆様が非常に熱心に聞いて下さったおかげで、熱気のこもった事業にして頂き

ました。特に新入会員の方々が、配布資料にメモをとる姿勢に感動いたしました。移動と

着席については、若干時間を要しましたが、資料の事前配布と座席準備によりスムーズな

開始が出来たと考えます。ご協力頂き、誠にありがとうございました。エンジョイタイム

は想像以上の盛り上がりをみせ、当初の狙いであったメンバー間の交流も活発に図ること

が出来た時間となりましたが、センブリ茶が想定外の反応の薄さで効果的な使用ができて

いなかったこと、それと効果的な見せ方が出来なかったことは、せっかく飲んで頂いたメ

ンバーに申し訳なく反省が残りました。また、発表者が仕事の都合とはいえ急遽変更にな

ってしまったことは非常に残念でした。 

 

引継事項と致しましては下記の通りです。 

 

・設えの面での反省点は、発表者の熱意をこめやすいようにとの狙いからマイク無しにし

ておりましたが、声が聞き取りにくいため途中からマイクを使用した点、発表者以外の委

員会メンバーの待機する場所が無く、聞いて頂いているメンバーの集中力を阻害してしま

った点などの不備がございました。 

・時間についての反省点は、発表についてはリハーサル通りでほぼ予定時間内に収まりま

したが、エンジョイタイムは問題数を減らすことで時間調整をしたものの、進行の乱れも

あり予定時間を数分超過してしまいました。 

・こういった設えと時間の反省からも、もっと現場でのリハーサルを入念にする必要があ

ったかと考えます。また、目的達成の検証を見る為にもアンケートは実施すべきだったか

と考えます。 
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大分類 （他１） 

中分類 （ウ） 

小分類 （２） 

 

事業名称 ：例会委員会アワーの企画及び運営（４月 ＪＣ目安箱～みんなの問題をみん

なで解決！！～） 

報告者  ：会員交流委員会委員長 寺尾 諭  

日程   ：２０１８年０４月１９日 ２０：０７～２１：０７ 

場所   ：今治市民会館２F大会議室 

参加人数 ：５１人 

外部協力者：なし 

 

事業目的 ： 

メンバー内から集めた様々な問題を次々と解決することで、各メンバーが問題解決の経験

を積み重ねると共に各自の解決力を醸成します。また、問題に対しチーム内で相談するこ

とで解決方法に対しての知識や知恵を深め、他チームの解答を見ることで新たな視点を獲

得し、それに加え問題解決について競い合うことで問題に率先して行動する必要性を理解

し、今後地域や会社での問題解決に活かして頂く事を目的と致します。 

 

事業内容： 

２０：０７    移動 

２０：１０    趣旨説明                   委員長 寺尾 諭 君 

２０：１３    ＪＣ目安箱実戦！！ 

２１：００    結果発表＆表彰式 

２１：０３    総括                   担当室長 丹下 大輔 君 

２１：０７    閉会・移動 

 

達成の検証： 

各お題に対し、新入会員も含めチーム全体で活発な意見が交わされている姿を拝見し、相

談時間を活用した交流や、各メンバーが自分と異なる意見や視点を得る機会になったと考

えます。しかしながら、チームでの解答にやや偏りが生じ、メンバー全体での新しい視点

の獲得という点では至らなかったと思います。ただ、結果発表前の解説で熱心に耳を傾け

られているメンバーの姿勢を拝見でき、今回の事業目的を理解して頂き解決力醸成のきっ

かけにはなったと考え、今回の事業を起点に今後のＪＣ活動を通じてメンバーの解決力が

育まれるものと期待しております。 
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委員長所見・引継事項： 

予定時間を超過してしまい例会運営に支障をきたし誠に申し訳ございませんでした。最初

のチーム間での人数調整などに時間を要し開会時間が遅れたことや、チームでの相談に要

する時間、解答発表時の質問時間など様々な要因で想定していたよりも時間を超過してし

まった為、準備していたお題を一つ割愛致しましたが、結果１０分も超過する結果となっ

てしまいました。もっと様々なことを考慮し、余裕をもったスケジュールにすべきだった

と反省しています。また当初はお題の発表をした後に、お題が決定した経緯を説明するこ

とで考えやすい環境を整えようと準備していましたが、マイクを通じての説明はチーム内

での相談の邪魔になる可能性があったため、現場判断で止めることに致しました。その結

果、お題に対する解答に隔たりが生じたことも反省が残ります。ただし、相談時間中は新

入会員も臆することなく活発に意見交換され、有意義な交流の時間が出来たと考えます。

皆様にご協力頂き、誠にありがとうございました。 

 

引継事項と致しましては下記の通りです。 

 

・設えの面での反省点である各チームの人数の偏りは、配布方法に問題があったと考えま

す。今後は直接メンバーに渡すなど、人数のバランスをとれる方法に致します。また、チ

ームにお渡しした賞状は今後簡易なものとし、授与された方が負担に思わない形に致しま

す。 

・今後、時間超過をしないよう現場の状況を想定し、余裕を持った時間配分にすることが

必要だと考えます。 
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大分類 （他１） 

中分類 （ウ） 

小分類 （２） 

 

事業名称 ：例会委員会アワーの企画及び運営（５月 ＪＣダービー～見極めろ！！みん

なの能力～） 

報告者  ：会員交流委員会委員長 寺尾 諭  

日程   ：２０１８年０５月１７日 ２０：０８～２１：０５ 

場所   ：今治市民会館２F大会議室 

参加人数 ：４９人 

外部協力者：なし 

 

事業目的 ： 

人のもつ能力には様々な個性や強みがあります。その中で、頭と体と心の能力を現す「頭

脳力」「瞬発力」「集中力」と、能力がどれだけ維持できるかを現す「持久力」の４つの能

力的視点が人物を現す能力と捉え、これらについて競い合うことで自分と他者の違いを認

識すると共に、その競技に勝ち得る人材を見極めることを通じ「人物眼」の醸成を目的と

致します。 

 

事業内容： 

２０：０８  移動 

２０：１１  趣旨説明                     委員長 寺尾  諭 君 

２０：１５  ＪＣダービー実戦！！ 

２１：００  結果発表＆表彰式 

２１：０２  総括                      担当室長 丹下 大輔 君 

２１：０５  閉会・移動 

 

達成の検証： 

「人物眼」の醸成について、趣旨説明の際にメンバーの皆様の真剣に聞いている姿を拝見

し、今回の事業目的を理解された上で事業実施が展開できたと考えます。また各競技中に

関しては、メンバーの皆様が競技会場の近くにまで来られての応援や写真撮影をされてい

る姿を拝見し、競技者をよく見ることを通じて「人物眼」を養う時間になったと存じます。

また、会員間の交流について、新入会員も含めた競技者全員が積極的に取り組んで頂き、

競技者以外のメンバーも含め熱気のある時間を共有できたかと考えます。ただし、チーム

内での選手選出の時間や順位予想の時間が少なかった為、「人物眼」の醸成の時間は不十分

であったかと存じます。 
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委員長所見・引継事項： 

予定時間を超過し誠に申し訳ございませんでした。前回の反省を活かし入念なリハを行い、

チーム分けの用紙配布方法も変更し、事前にメンバーへ当日資料を配信することで、スム

ーズな進行が行える準備をし、現場判断で「自己能力評価シート」を活用した演出を割愛

致しましたが、予定時間を７分超過する結果となってしまいました。時間超過の要因は、

最初の競技での選手選出や予想を行う際に時間を要したこと、さらに順位予想方法など演

出が複雑であった為と考えています。もっとわかりやすい方法で実施すべきだったと反省

しています。また、「人物眼」の醸成のため趣旨説明においてパワーポイントを活用し多く

の内容を話しましたが、その分早口になってしまい、伝わりにくい点があったかと存じま

す。それ以外にも、委員会メンバーが全員持ち場を離れられない役割であったため、メン

バーの皆様へのアナウンスが不十分で競技中の応援や予想方法のサポートなど最初から充

分な実施が出来なかったこと、競技だけでの順位決定が出来ずジャンケンでの順位決定に

なった競技があったことは反省が残ります。しかしながら、競技中は参加者の積極的な姿

勢や、参加者以外のメンバーの皆様も中盤以降の競技では近づいての応援、写真撮影など

されている姿を拝見し、人物をよく見る練習や、有意義な交流の時間が出来たと考えます。

皆様にご協力頂き、誠にありがとうございました。 

 

引継事項と致しましては下記の通りです。 

 

・演出方法や実施内容については、初見でも理解しやすいルールがよいと考えます。また

事業実施中はメンバーへのサポートができるように、メンバーサポート役を配置したほう

がよいと考えます。 

・時間配分は、実施内容を深められるように、余裕を持ったスケジュールにする必要があ

ります。 

・競技を行う際は、短時間で順位が決定できるようにする必要があります。 
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大分類 （他１） 

中分類 （ウ） 

小分類 （２） 

 

事業名称 ：例会委員会アワーの企画及び運営（８月 みんなで学ぼう！！チームＪＣ～

みんながリーダー、みんながフォロワー～） 

報告者  ：会員交流委員会委員長 寺尾 諭  

日程   ：２０１８年８月１７日（金） ２０：１０～２１：０５ 

場所   ：今治市民会館２F大会議室 

参加人数 ：５６人 

外部協力者：株式会社カイシン 代表取締役 牧野 真雄 

 

事業目的 ： 

組織運営はリーダーシップとフォロワーシップの両軸によって成り立っています。そこで、

人材育成研修やチームビルディングの専門家より、フォロワーシップの重要性とマネージ

メントの手法をご教示頂くことで、メンバー一人ひとりのフォロワーシップ向上を目指し、

今後のＪＣ活動に際して積極的に参画していける意識付けを行い、リーダーとフォロワー

が共に熱意を持って行動していくことで、(公社)今治青年会議所がより活気ある組織へと

昇華することを目的と致します。 

 

事業内容： 

２０：１０  移動 

２０：１１  趣旨説明                    委員長  寺尾  諭君 

２０：１２  フォロワーシップ研修              講師   牧野 真雄様 

２０：５７  謝辞                      担当室長 丹下 大輔君 

２１：０１  アンケート記入 

２１：０５  閉会・移動 

 

達成の検証： 

「メンバー一人ひとりのフォロワーシップ向上」という今回の事業目的は、アンケート集

計結果から読み取れるように、今まで約６０％のメンバーがフォロワーシップを意識して

いませんでしたが、今回の事業を通じて多くのメンバーへフォロワーシップの重要性と意

識付けが繋げられたと考えます。また、講演だけでなく体験型ゲームとして実施したペー

パータワーにも積極的に参加して頂いたことで、チームビルディングの手法を体感し成長

するチームの姿を共有できたと考えます。 
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委員長所見・引継事項： 

今回、多少の時間超過はございましたが、講師との事前打ち合わせと直前のリハーサルの

実施により綿密な連携が計れ、予定通りの時間で終えることが出来ました。また、専門家

による解説中はメンバーが真剣に受講されている姿を拝見し、多くの気づきのある時間と

なったのみならず、ペーパータワーという体感型ゲームを実施することで、メンバー間の

交流も深められたと考えます。しかしながら、アンケートに、講演をもっと聞きたかった

という記載があったように、例会内の時間を調整するなど、時間確保の工夫が必要であっ

たかと考えます。また、数名の方からアンケートの回収が出来ていませんでした。例会内

及び例会終了後の呼びかけだけでなく、後日の呼びかけも必要であったかと考えます。 

 

引継事項と致しましては下記の通りです。 

 

・講師とは事前打ち合わせだけでなく、直前リハーサルを実施する必要があります。 

・講演による形式でも、体感型のゲームを研修内容に加えるなどの工夫により、メンバー

間の交流を深めることが可能です。 

・例会委員会アワーの内容によっては、例会内の時間調整を検討するなどの工夫が必要で

す。 

・アンケートを実施し、回収数が一致しない場合は、後日呼びかけが必要です。 
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大分類 （他１） 

中分類 （ウ） 

小分類 （２） 

 

事業名称 ：例会委員会アワーの企画及び運営（９月 決断！！～未来はみんなの手の中

～） 

報告者  ：会員交流委員会委員長 寺尾 諭  

日程   ：２０１８年９月２０日（木） ２０：１０～２１：０６ 

場所   ：今治市民会館２F大会議室 

参加人数 ：５４人 

外部協力者：なし 

 

事業目的 ： 

災害時の決断に関する事例紹介により決断を下す意義や重要性への理解を深め、その後の

決断クイズで、集団による決断を下す難しさを体感して頂くと共に、決断に至るまでに他

の人の意見を聞き、また意見を掘り下げ議論することを通して様々な考え方を知ることで、

メンバーの皆様が、地域社会のリーダーとして最良の決断が下せる人材への成長を目的と

致します。 

 

事業内容： 

２０：１０  移動 

２０：１２  趣旨説明                    委員長  寺尾  諭君 

２０：１４  決断に関する事例「大川小学校の悲劇」紹介 

２０：２０  決断クイズ 

２０：５８  アンケート 

２１：００  総括                      担当室長 丹下 大輔君 

２１：０６  閉会・移動 

 

達成の検証： 

導入部分である事例紹介により、リーダーの決断の重要性について理解を深めて、決断ク

イズに入っていくことが出来たと考えます。決断クイズでは、どのチームも積極的な議論

を行い、１０分間絶え間なく議論を重ねられている状況から、チーム内で様々な意見が出

たものと考えます。また、各チームの発表のなかでもあったように、チーム内で当初偏っ

ていた意見が、相談を重ねることで異なる意見に変わるケースがあり、充分な意見の掘り

下げが行われていたと考えます。アンケート集計結果からも、今後の決断について様々な

意見が記載されており、これは一人ひとりが決断について積極的に様々な考え方を吸収し
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た結果だと考えます。 

 

委員長所見・引継事項： 

メンバー一人ひとりが、積極的に事業へ参加して頂いたことで、どのチームも相談の１０

分間を余すことなく使い切るほどの真剣な交流の場になったかと考えます。決断クイズの

１問目は、当初は戸惑う姿も散見されましたが、徐々に熱を帯びた議論となり、１０分後

には、チーム内の全員が自分の決断について話をされており、２問目に至っては、どのチ

ームも熱気ある議論が最初から最後まで行われていました。その一助として、各チームの

進行役である当委員会メンバーが、事前の委員会で協議すると共に、その際に出た意見や

様々なケースを考慮し作成した想定意見集が有効でした。しかしながら各チームの発表の

後、クイズについてのまとめを実施した際に、第二問目については客観的事実に基づかな

い主観的感想を説明してしまったことは、反省が残る結果となりました。 

 

引継事項と致しましては下記の通りです。 

 

・各チームで相談や意見を出し合う際には、十分な協議を実施した進行役と想定意見集が

配置されることで円滑な議論に繋がります。 

・説明やまとめを実施する際は、客観的事実に基づく根拠が必要です。 
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大分類 （他１） 
中分類 （ウ） 
小分類 （２） 
 
事業名称 ：例会委員会アワーの企画及び運営（１０月） 
報告者  ：まちづくり推進委員会委員長 塩見仁士  
日程   ：２０１８年１０月１８日（木）２０：０５～２１：０５ 
場所   ：今治市民会館２Ｆ大会議室 
参加人数 ：５６名 
外部協力者：なし 
 
事業目的 ： 
例会委員会アワーを通じて愛媛ブロック大会に対するメンバーの理解を深め、主管ＬＯ

Ｍとしての心構えを持って頂きます。また、県内から集まるＪＣメンバーに対し、今治ら

しい設えを自分たちならどのように構築するのか、グループディスカッションを通じて検

討を行い発表することで、今治大会開催に向けた基礎資料を作成し次年度へバトンを引き

継ぐことを目的と致します。 
  
事業内容： 
２０：０５ 移動 
２０：０９ 趣旨説明             委員長 塩見 仁士君 
２０：１１ 愛媛ブロック大会説明      副委員長 近藤久仁年君 
２０：１７ ルール説明             副委員長 近藤久仁年君 
２０：１８ グループディスカッション 
２０：４８ 発表（各班１分ずつ）           
２０：５８ 総括              副理事長 渡辺  仁君 
２１：０５ 閉会・移動 
 
達成の検証： 
趣旨説明と、愛媛ブロック大会についての説明により、次年度に愛媛ブロック大会を主

管するという心構えを持って頂けたと考えます。また、グループディスカッションでは、

自らの今治に対する想いを持ってどの班も活発に議論が進み、おもてなしの精神を養って

頂けたことから事業目的を達成したと考えます。 
委員長所見・引継事項： 
【委員長所見】 
例会委員会アワー開始後、プロジェクターのトラブルにより配席図をすぐに画面投影で
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きず、席の移動に戸惑ってしまいました。また、ハンドマイクの移動や、照明の切り替え

等の対応がもたつく場面も散見されました。当委員会の準備不足と当事者意識の欠如が原

因であり反省すべき点です。細かな配慮があれば臨機応変に対応が可能であったと考えま

す。 
 
【引継事項】 
・今治市民会館のステージ上の壁にプロジェクターを使用し画面投影する際、映像が日本

国旗とＪＣ旗に被ることを嫌って、両旗を両サイドに立て掛けましたが、棒の長さの相

違とスタンドの故障により、見た目のバランスが悪くなってしまうため、結局、両旗は

壁に掛けて、画面投影を小さく致しました。立てかける際の棒とスタンドについて改め

て見直しておく必要があります。 
・リハーサルでノート PC とプロジェクターを使用し、画面投影を行った後、改めて時間を

空けて例会委員会アワーの本番となりますが、ノート PC とプロジェクターを再度立ち上

げた際、両機の相性によってはすぐに立ち上がらない場合があります。その際は、ノー

ト PC 側に記されるプロジェクターの情報等を確認する必要がありますのでご注意くだ

さい。 
・エントリーシートは全員分の提出が得られませんでした。事前に入力して頂いたものを

メールで送ってもらい、印刷物を当日に渡す等、回収率を上げる工夫を行ってください。 
・各班の発表資料とエントリーシートは次年度の愛媛ブロック大会今治大会の基礎資料と

してご活用ください。 
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大分類 （他１） 

中分類 （ウ） 

小分類 （２） 

 

事業名称 ：例会スピーチの企画及び運営（２月・４月・５月・８月・９月・１０月） 

報告者  ：会員交流委員会委員長 寺尾 諭  

日程   ：２０１８年２月、４月、５月、８月、９月、１０月の例会時（計６回 

場所   ：今治市民会館２F大会議室 

参加人数 ：各例会出席者数による 

外部協力者：なし 

 

事業目的 ： 

例会スピーチを通じて、自分の想いを表現し伝える能力が鍛えられ、プレゼン力の向上に

繋がります。またスピーカーは熱意を持って話すことで、物事に対し能動的に接する必要

を知ると共に、他のメンバーはスピーカーの人となりと新たな気づきを得ることが出来、

メンバー間の交流が育まれることを目的とします。 

 

事業内容： 

２月例会 （１６分） 

 スピーカー 会員交流委員会    山本 祐司君 テーマ「自転車」 

       会員交流委員会    西部 祥平君 テーマ「寄生虫」 

 総評者   まちづくり推進委員会 浮穴 智彦君 

 

４月例会 （１６分） 

 スピーカー まちづくり推進委員会 長野 和博君 テーマ「本との出会い」 

       まちづくり推進委員会 青野 耕士君 テーマ「水平思考」 

 総評者   総務渉外委員会    玉井  宏君 

 

５月例会 （１７分） 

 スピーカー 総務渉外委員会    三田  平君 テーマ「バイク」 

       総務渉外委員会    黒川 泰伸君 テーマ「野菜作り」 

 総評者   繋がる心育成委員会  上地 貞之君 

 

８月例会 （１６分） スピーカー総選挙による上位３名 

 スピーカー 常任理事       吉本悠太郎君 テーマ「競馬」 

       常任理事       真鍋 知弘君 テーマ「メラビアンの法則」 
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 総評者   常任理事       大澤 広基君 

 

９月例会 （１７分） 

 スピーカー 繋がる心育成委員会  白川  亨君 テーマ「釣り」 

       繋がる心育成委員会  渡部  輔君 テーマ「甲子園と魔法伝説」 

 総評者   常任理事       渡辺  仁君 

 

１０月例会（１８分） 

 スピーカー 常任理事       八木 健吾君 テーマ「競馬」 

       常任理事       黒瀬 太樹君 テーマ「物差し」 

 総評者   会員交流委員会    越智 一成君 

 

達成の検証： 

一年間を通じて「熱意をもってお薦めしたいもの」をテーマに計１２名のメンバーにスピ

ーチをして頂きました。スピーチテーマを自分で選ぶことで、能動的に資料の準備や熱意

を持って話して頂き、スピーカーのプレゼン力向上に繋げられたと考えます。また、聞き

手のメンバーも様々な分野のスピーチを聞くことで、スピーカーの人間性や特質について

新たな気付きを得られ、交流が育まれたと考えます。 

 

委員長所見・引継事項： 

評価シートに「情熱」という項目を設け、スピーチの内容が年間通じて「熱意をもってお

薦めしたいもの」としたことで、熱意をもって話すというスピーカーの姿勢を引き出し、

スピーカーの人となりが知れるメンバー間の交流の機会になったかと考えます。 

 

引継事項と致しましては下記の通りです。 

 

・評価シートへの「情熱」という項目は、スピーカーが熱意をもって話すことへの意識付

けにも繋がります。 

・自分の好きなものについて話すというのは、スピーカーの積極性を引き出し、その人と

なりが表現されることでメンバー間の交流に役立ちます。 
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大分類 （他１） 

中分類 （エ） 

小分類 （１） 

 

事業名称 ：褒賞 

報告者  ：総務渉外委員会委員長 樫田仁志  

日程   ：２０１８年１２月２０日（木）１７：３２～１８：００ 

場所   ：今治国際ホテル２Ｆ クリスタルホールＡ 

参加人数 ：３７人 

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に感

謝の気持ちを持ってお祝いします。 

事業内容： 

１７：３２        スタンバイ 

１７：３４        開会               

１７：３４        優秀会員賞            

１７：３７        優秀新入会員賞            

１７：４０        ５ヵ年連続例会出席賞       

１７：４３        １０ヵ年連続例会出席賞 

１７：４６        例会・委員会皆勤賞        

１７：４９        優秀出席委員会賞         

１７：５１        功労賞 

１７：５３        最優秀会員賞 

１７：５５        ２０１８年度役員挨拶       

１７：５８        理事長感謝状           

１８：００        閉会               

１８：００        撤収 

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） 
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・準備設営・リハーサルについては円滑な運営を行うために、事前に資料を配信し確認し

ていただいた上で、リハーサルを行う必要があります。 

・褒賞対象者については理事長へのレリーフ付きトロフィーや、卒業生への記念品など作

成に期間が必要な物品は審議後の注文では会員褒賞当日に間に合わない恐れがありますの

で、確実な準備を行うためにはその 2 点のみ別議案にする必要があると考えます。また、

連続例会出席者名簿において、当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。そして、理事長経験者バッヂは直前理事長分を注文する必要がありま

す。 
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大分類 （他１） 

中分類 （オ） 

小分類 （１） 

 

事業名称 ：総合基本資料作成及び発行 

報告者  ：総務渉外委員会委員長 樫田仁志  

日程   ：２０１８年１月１８日（木） 

場所   ：1 月例会・第１０４回通常総会にて配布 

作成部数 ：８５部 

外部協力者：該当なし 

事業目的 ： 

対外：愛媛県への登記申請 

対内：会員間の相互理解向上 

事業内容： 

１０月２０日まで       会員現況調査 

１０月０１日～１０月３１日  会員現況調査チェック 

１１月０１日～１１月２９日  会員現況調査最終締切 

１２月０２日～１２月２０日  原稿最終チェック 

０１月０５日         審議 

０１月０６日         印刷開始 

０１月１８日         １月例会にて配布 

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とと

もに、監督機関である愛媛県への登記申請を可能としました。 

委員長所見・引継事項： 

（委員長所見） 

作成から配布までの日程観を十分吟味し、審議後から配布までの間を円滑に実施する検討

が必要です。また、会員現況調査の更新情報や変更箇所の把握を徹底し、印刷会社担当者

との入念な打合せと、初稿からの校正作業は細部に渡るまで入念に確認する必要がありま

す。尚、作成配布後に万が一誤字等が発生した場合は、次年度に同様のミスが発生しない

引き継ぎ対応が必要です。 

（引継ぎ事項） 

見積書をもとに定款 1冊の価格を調べ、参考資料として見積もりを添付しております。１

００冊発行でも２００冊発行でも価格の変動はございません、新入会員には配布、それ以

外に紛失等で希望される方には販売となります。 
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大分類 （他１） 

中分類 （オ） 

小分類 （２） 

 

事業名称 ：例会・理事会アイテムの作成 

報告者  ：総務渉外委員会委員長 樫田仁志  

日程   ：２０１８年１月１８日（木） 

場所   ：今治市民会館２Ｆ大会議室 

参加人数 ：５９人 

外部協力者：該当者なし 

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・会議の際に自己や当団体をＰＲするアイテムとして使用することでメン

バーの例会及び会議への出席に対する意識向上を図ります。 

事業内容： 

１２月１３日まで    データ作成 

１２月１６日～２５日  入力データ最終チェック 

０１月０５日      審議 

０１月０６日～１０日  印刷 

０１月１１日      印刷データカット 

０１月１８日      1 月例会にて配布 

達成の検証：例会・理事会アイテムの作成によって、スムーズな会議体運営が可能となり

ました。 

委員長所見・引継事項： 

（委員長所見） 

・今年はネームプレート、卓上プレートを役職ごとに色分けをすることで役割を再認識す

ることで青年会議所活動への意識向上に繋がったと考えます。 

（引継事項） 

・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。 

・データカットをメンバーで行うことでミスの可能性を伴いさらなる手間が発生する可能

性がありますので、企   業側にデータカットをお願いしてもよいと考えました。その際

に係る費用の見積書を参考資料に添付しておきますので、次年度以降の参考にして下さい。 

・また、卓上プレートは簡単に自作することが可能ですので、こちらも次年度以降ご検討

ください。 
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大分類 （他１） 

中分類 （オ） 

小分類 （３） 

 

事業名称 ：広報活動 

報告者  ：総務渉外委員会委員長 樫田仁志  

日程   ：２０１８年１月６日（土）～２０１８年１２月２０日（木） 

場所   ：今治市内各所 

参加人数 ：７１人 

外部協力者：該当なし 

事業目的 ： 

対内：今治青年会議所内の情報の共有と意識の向上、そして広報意識の向上を目的としま

す。 

対外：今治青年会議所の認知度拡大を目的とします。 

事業内容： 

・ホームページ・Ｆａｃｅｂｏｏｋの運用    １月～１２月 

・対内広報紙（データ）作成・発信   １月・３月・６月・１０月・１１月・１２月 

 １月     理事長対談１回目        

３月     委員長しゃべり場 

 ６月     会員拡大対談・新入会員特集       

１０月１１月 卒業生対談 

 １２月    理事長対談２回目 

・ボランティア清掃          ４月 

 花見シーズンに頓田川周辺の花見会場を清掃しました。 

・プレイバック作成・上映       ２月・４月・７月・９月・１２月 

・会員募集チラシを使ってのＪＣ広報活動 

 ３月～１１月 総務渉外委員長から各委員会委員長へチラシ配布 

        メンバーは各委員長からチラシをもらいＰＲして貼ってもらう 

達成の検証：年間を通してホームページ・Ｆａｃｅｂｏｏｋを運営しシェア拡大を促し、

花見会場の清掃活動を実施することにより対外への認知度の拡大につながったと考えます。

また、会員拡大チラシをメンバー自身に配布してもらうことにより広報意識の向上につな

がったと考えます。 

委員長所見・引継事項： 

（委員長所見） 

１年間Ｆａｃｅｂｏｏｋのシェア拡散、チラシの配布、清掃活動へのご協力、そして、対

内広報誌、プレイバックを見ていただきましてありがとうございました。また、ホームペ
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ージ・Ｆａｃｅｂｏｏｋだけではなく花見会場の清掃活動を行ったことにより少しでも多

くの市民へ今治青年会議所のことを知っていただける機会になったと考えます。そして、

対内広報誌を良いものと考え５年ぶりに発行しました。それは、普段の挨拶や会話では引

き出すことのできない思いを発信できる良いものであると実感できました。さらに、見て

いただいたメンバーからは対談した理事長や委員長、卒業生たちの思いを知る良い機会に

なったとの意見をいただくことが出来ました。 

（引継事項） 

・ホームページ・Ｆａｃｅｂｏｏｋの運用は１月１日から実施するためには１月の審議議

案に入れ込むと不可能ですので、その点を十分考慮して計画を立てる必要があります。 

・対内広報誌を発信していくにあたり、より多くのメンバーに見てもらうための工夫をす

る必要があります。 

・対内広報誌を作成する際は質問事項を前もって考え、構成を組み立たてた上で対談及び

インタビューに臨む必要があります。 

・ボランティア清掃を行う場合は広報活動であることを意識し日時や場所を選定する必要

があります。 

・会員拡大チラシの配布に関しては、メンバーがどこに配布したかデータをとり検証する

必要があります。 

・プレイバックに関しまして、９月から１２月と期間が開いてしまい１２月に詰め込まな

いといけない状態になってしまいました。年間を通してバランスのよい配分で行う必要が

あります。 
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実施月 当初予算額 予算額 決算額

【会員拡大特別室】 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

① 会員拡大の推進（統括） 0 0 0
2 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
3 新入会員による事業の企画及び運営 12月 0 0 0

会員拡大の推進 1月～11月 0 0 0
入会希望者説明会の企画及び運営 3月・5月 0 0 0
入会式の企画及び運営 6月 0 0 0
例会委員会アワーの企画及び運営 2月 0 0 0
例会の設営・企画及び運営 10月 0 0 0

【総務渉外委員会】 （ 748,900 ） （ 748,900 ） （ 721,903 ）

① 会員名簿作成及び発行・総合基本資料作成及び発行 1月 170,000 170,000 170,000
② 例会理事会アイテムの作成 1月～12月 35,000 35,000 30,420
③ 会員褒賞 12月 100,000 100,000 99,866
④ 広報活動の企及び運営 1月～12月 5,300 5,300 5,292
⑤ 例会設営・企画及び運営 1月～11月 228,600 228,600 215,201
⑥ 12月例会・卒業式の設営・企画及び運営 12月 130,000 130,000 122,904
⑦ 会員拡大（拡大推進ツールの作成） 1月 80,000 80,000 78,220

例会委員会アワーの企画及び運営 9月 0 0 0
8 全体委員会の設営及び運営 1月～12月 0 0 0

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 出向者の支援 1月～12月 0 0 0
17 各事業への参加 1月～12月 0 0 0
18 しまなみ３ＪＣ及び他団体との交流窓口 1月～12月 0 0 0

【会員交流委員会】 （ 134,700 ） （ 134,700 ） （ 96,845 ）

① 会員交流事業の企画及び運営 9月～10月 50,000 50,000 28,738
② 例会スピーチの企画及び運営 2月～10月 700 700 700
③ 例会の運営・企画及び運営 8月 27,000 27,000 25,090
④ 例会委員会アワーの企画及び運営 2月～9月 50,000 50,000 37,617
⑤ 会員拡大（入会式の企画及び運営） 6月 7,000 7,000 4,700

対外研修事業の企画及び運営 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

【繋がる心育成委員会】 （ 757,000 ） （ 757,000 ） （ 248,620 ）

① 青少年育成事業の企画及び運営 7月～8月 715,000 715,000 216,496
② 例会の運営・企画及び運営 10月 27,000 27,000 25,090
③ 会員拡大（入会候補者説明会の企画及び運営） 4月・5月 15,000 15,000 7,034

例会委員会アワーの企画及び運営 10月 0 0 0
4 出向者の支援 1月～12月 0 0 0
5 各事業への参加 1月～12月 0 0 0

【まちづくり推進委員会】 （ 743,400 ） （ 1,679,100 ） （ 1,873,628 ）

① まちづくり事業の企画及び運営 6月～11月 715,000 1,675,000 1,847,488
② 例会の設営・企画及び運営 2月 27,000 2,700 25,090
③ 例会委員会アワーの企画及び運営 10月 700 700 700
④ 会員拡大（異業種交流会の企画及び運営） 3月・11月 700 700 350
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
7 2019年度　愛媛ブロック大会今治大会へ向けた準備及び連絡窓口 1月～12月 0 0 0

（ 2,384,000 ） （ 3,319,700 ） （ 2,940,996 ）

各 事 業 内 容

合　　　　　　　計

2018年度　事業費内訳

（単位：円）
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第1回

		2019年度　公益社団法人今治青年会議所 ネンドコウエキシャダンホウジンイマバリセイネンカイギショ

		第1回次年度理事予定者会議　議事次第 ダイカイジネンドリジヨテイシャカイギギジシダイ

																		日時：2018年9月3日(月)　20:00～ ニチジゲツ

																		場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室 バショコウシャイマバリセイネンカイギショジムキョクカイギシツ

		1.		開会宣言並びに開会ゴング カイカイセンゲンナラカイカイ

		2.		JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 ショウワナラ																						次世代育成室　室長予定者 ジセダイイクセイシツシツチョウヨテイシャ				樫田　 仁志 カシダヒトシ						君 クン

		3.		JCIビジョン唱和 ショウワ																						次世代育成室　委員長予定者 ジセダイイクセイシツイインチョウヨテイシャ				菊地　 晴香 キクチハルカ						君 クン

		4.		JC宣言朗読並びに綱領唱和 センゲンロウドクナラコウリョウショウワ																						次世代育成室　副委員長予定者 ジセダイイクセイシツフクイインチョウヨテイシャ				越智　 一成 オチカズナリ						君 クン

		5.		出席者並びに定足数の確認 シュッセキシャナラテイソクスウカクニン																						総務例会委員会　委員長予定者 ソウムレイカイイインカイイインチョウヨテイシャ				長野　 和博 ナガノカズヒロ						君 クン

		6.		配布資料の確認 ハイフシリョウカクニン																						事務局長予定者 ジムキョクチョウヨテイシャ				廣田　 純一 ヒロタジュンイチ						君 クン

		7.		2019年度　理事長予定者挨拶 ネンドリジチョウヨテイシャアイサツ																						理事長予定者 リジチョウヨテイシャ				渡辺　　　仁 ワタナベジン						君 クン

		8.		2018年度　理事長挨拶 ネンドリジチョウアイサツ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		9.		議事録作成人及び署名人指名 ギジロクサクセイニンオヨショメイニンシメイ																						理事長予定者 リジチョウヨテイシャ				渡辺　　　仁 ワタナベジン						君 クン

		10.		報告事項 ホウコクジコウ

				1)		2019年度　理事長予定者 ネンドリジチョウヨテイシャ																				理事長予定者 リジチョウヨテイシャ				渡辺　　　仁 ワタナベジン						君 クン

				2)		その他 タ

		11.		議長選出 ギチョウセンシュツ

		12.		確認事項 カクニンジコウ

				1)		2019年度　理事長所信及び基本資料について ネンドリジチョウショシンオヨキホンシリョウ

				2)		その他 タ

		13.		審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認 シンギキョウギトウギジコウカクニンオヨツイカギアンウムカクニン

		14.		審議事項 シンギジコウ

				1)		2019年度　(公社)今治青年会議所　組織(案)承認の件 ネンドコウシャイマバリセイネンカイギショソシキアンショウニンケン

				2)		2019年度　(公社)今治青年会議所　理事役員(案)承認の件 ネンドコウシャイマバリセイネンカイギショリジヤクインアンショウニンケン

				3)		2019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 ネンドコウシャイマバリセイネンカイギショリジカイコウセイアンショウニンケン

				4)		2019年度　(公社)今治青年会議所　組織構成(案)承認の件 ネンドコウシャイマバリセイネンカイギショソシキコウセイアンショウニンケン

				5)		2019年度　取引銀行承認の件 ネンドトリヒキギンコウショウニンケン

				6)		2019年度　出向者(案)承認の件 ネンドシュッコウシャアンショウニンケン

				7)		その他 タ

		15.		協議事項 キョウギジコウ

				1)		2019年度　委員会事業計画及び各会議体の役割(案)について ネンドイインカイジギョウケイカクオヨカクカイギタイヤクワリアン

				2)		2019年度　理事会運営(案)について ネンドリジカイウンエイアン

				3)		2019年度　例会運営(案)について ネンドレイカイウンエイアン

				4)		2019年度　常任理事会、ネット常任理事会、財政審議会議(案)について ネンドジョウニンリジカイジョウニンリジカイザイセイシンギカイギアン

				5)		その他 タ

		16.		討議事項 トウギジコウ

				1)		その他 タ

		17.		議長解任 ギチョウカイニン

		18.		依頼事項 イライジコウ

				1)		2019年度　各委員会基本方針作について ネンドカクイインカイキホンホウシンサク										締切日　9月21日(金） シメキリビガツニチキン

				2)		2019年度　各委員会開催日について ネンドカクイインカイカイサイビ										締切日　9月21日(金） シメキリビガツニチキン

				3)		合同委員会の運営・担当月について ゴウドウイインカイウンエイタントウツキ

				4)		会員現況調査・マイスローガンについて カイインゲンキョウチョウサ										締切日　10月19日(金） シメキリビガツニチキン

				5)		2019年度　名刺デザインについて ネンドメイシ										締切日　10月19日(金） シメキリビガツニチキン

				6)		第1回委員会開催について ダイカイイインカイカイサイ										9月18日(火）　19:30～　今治市内各所 ガツニチカイマバリシナイカクショ

				7)		その他 タ

		19.		決定事項の確認 ケッテイジコウカクニン

		20.		2018年度　第11回定例理事会提出議案の確認 ネンドダイカイテイレイリジカイテイシュツギアンカクニン

		21.		第2回次年度理事予定者会議開催について ダイカイジネンドリジヨテイシャカイギカイサイ												10月2日(火)　19:30～　事務局会議室 ガツニチカジムキョクカイギシツ

		22.		今後のスケジュールについて コンゴ

		23.		監事予定者総評 カンジヨテイシャソウヒョウ																						監事予定者 カンジヨテイシャ				西原孝太郎 ニシハラコウタロウ						君 クン

		24.		閉会 ヘイカイ





第2回

		2019年度　公益社団法人今治青年会議所 ネンドコウエキシャダンホウジンイマバリセイネンカイギショ

		第2回次年度理事予定者会議　議事次第 ダイカイジネンドリジヨテイシャカイギギジシダイ

																		日時：2018年10月2日(火)　19:30～ ニチジカ

																		場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室 バショコウシャイマバリセイネンカイギショジムキョクカイギシツ

		1.		開会宣言並びに開会ゴング カイカイセンゲンナラカイカイ

		2.		JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 ショウワナラ																						地域活性推進室　室長予定者 チイキカッセイスイシンシツシツチョウヨテイシャ				塩見 　仁士 シオミヒトシ						君 クン

		3.		JCIビジョン唱和 ショウワ																						光輝くまち創造委員会　委員長予定者 ヒカリカガヤソウゾウイインカイイインチョウヨテイシャ				大澤 　広基 オオサワヒロキ						君 クン

		4.		JC宣言朗読並びに綱領唱和 センゲンロウドクナラコウリョウショウワ																						光輝くまち創造委員会　副委員長予定者 ヒカリカガヤソウゾウイインカイフクイインチョウヨテイシャ				永吉 　隼人 ナガヨシハヤト						君 クン

		5.		出席者並びに定足数の確認 シュッセキシャナラテイソクスウカクニン																						総務例会委員会　委員長予定者 ソウムレイカイイインカイイインチョウヨテイシャ				長野　 和博 ナガノカズヒロ						君 クン

		6.		配布資料の確認 ハイフシリョウカクニン																						事務局長予定者 ジムキョクチョウヨテイシャ				廣田　 純一 ヒロタジュンイチ						君 クン

		7.		2019年度　理事長予定者挨拶 ネンドリジチョウヨテイシャアイサツ																						理事長予定者 リジチョウヨテイシャ				渡辺　　　仁 ワタナベジン						君 クン

		8.		2018年度　理事長挨拶 ネンドリジチョウアイサツ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		9.		議事録作成人及び署名人指名 ギジロクサクセイニンオヨショメイニンシメイ																						理事長予定者 リジチョウヨテイシャ				渡辺　　　仁 ワタナベジン						君 クン

		10.		報告事項 ホウコクジコウ

				1)		2019年度　理事長予定者 ネンドリジチョウヨテイシャ																				理事長予定者 リジチョウヨテイシャ				渡辺　　　仁 ワタナベジン						君 クン

				2)		公益社団法人日本青年会議所　2019年度　会頭所信 コウエキシャダンホウジンニホンセイネンカイギショネンドカイトウショシン

						公益社団法人日本青年会議所　2019年度　基本理念・基本方針

						公益社団法人日本青年会議所　2019年度　年間公式スケジュール コウエキシャダンホウジンニホンセイネンカイギショネンドネンカンコウシキ

				3)		公益社団法人日本青年会議所　2019年度　四国地区協議会　基本資料 シコクチクキョウギカイキホンシリョウ

				4)		公益社団法人日本青年会議所　2019年度　四国地区　愛媛ブロック協議会　基本資料 コウエキシャダンホウジンニホンセイネンカイギショネンドシコクチクエヒメキョウギカイキホンシリョウ

				5)		出向依頼について シュッコウイライ

				6)		その他 タ

		11.		議長選出 ギチョウセンシュツ

		12.		確認事項 カクニンジコウ

				1)		2019年度　理事長所信及び基本資料について ネンドリジチョウショシンオヨキホンシリョウ

				2)		第1回理事予定者会議決定事項 ダイカイリジヨテイシャカイギケッテイジコウ

				3)		その他 タ

		13.		審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認 シンギキョウギトウギジコウカクニンオヨツイカギアンウムカクニン

		14.		審議事項 シンギジコウ

				1)		2019年度　(公社)今治青年会議所　組織(案)変更承認の件 ネンドコウシャイマバリセイネンカイギショソシキアンヘンコウショウニンケン

				2)		2019年度　(公社)今治青年会議所　理事役員(案)変更承認の件 ネンドコウシャイマバリセイネンカイギショリジヤクインアンヘンコウショウニンケン

				3)		2019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 ネンドコウシャイマバリセイネンカイギショリジカイコウセイアンショウニンケン

				4)		2019年度　(公社)今治青年会議所　組織構成(案)変更承認の件 ネンドコウシャイマバリセイネンカイギショソシキコウセイアンヘンコウショウニンケン

				5)		2019年度　出向者変更承認の件 ネンドシュッコウシャヘンコウショウニンケン

				6)		2019年度　理事会運営(案)承認の件 ネンドリジカイウンエイアンショウニンケン

				7)		2019年度　例会運営(案)承認の件 ネンドレイカイウンエイアンショウニンケン

				8)		愛媛ブロック大会今治大会　実行委員会発足承認の件 エヒメタイカイイマバリタイカイジッコウイインカイホッソクショウニンケン

				9)		その他 タ

		15.		協議事項 キョウギジコウ

				1)		2019年度　収支予算書(案)について ネンドシュウシヨサンショアン

				2)		2019年度　委員会事業計画及び各会議体の役割(案)について ネンドイインカイジギョウケイカクオヨカクカイギタイヤクワリアン

				3)		2019年度　常任理事会、ネット常任理事会、財政審査会議(案)について ネンドジョウニンリジカイジョウニンリジカイザイセイシンサカイギアン

				4)		2019年度　各委員会基本方針(案)について ネンドカクイインカイキホンホウシンアン

				5)		事務職員継続雇用契約について ジムショクインケイゾクコヨウケイヤク

				6)		合同委員会の運営・担当月(案)について ゴウドウイインカイウンエイタントウツキアン

				7)		2019年度　委員会開催日(案)について ネンドイインカイカイサイビアン

				8)		その他 タ

		16.		討議事項 トウギジコウ

				1)		2019年度　各委員会事業計画・予算(案)について ネンドカクイインカイジギョウケイカクヨサンアン

				2)		その他 タ

		17.		議長解任 ギチョウカイニン

		18.		依頼事項 イライジコウ

				1)		会員現況調査について カイインゲンキョウチョウサ										締切日　10月20日(土) シメキリビガツニチツチ

				2)		名刺取りまとめについて メイシト										締切日　10月20日(土) シメキリビガツニチツチ

				3)		京都会議について キョウトカイギ										2019年1月17日(木)～20日(日) ネンガツニチモクニチニチ

				4)		地区事業説明会について チクジギョウセツメイカイ

				5)		第2回委員会開催について ダイカイイインカイカイサイ

				6)		議案上程締切日について ギアンジョウテイシメキヒ										締切日　10月26日(金) シメキリビガツニチキン

				7)		その他 タ

		19.		行事案内 ギョウジアンナイ

				1)		四国地区事業説明会 シコクチクジギョウセツメイカイ										10月15日(月)　ザ　クラウンパレス新阪急高知 ガツニチゲツシンハンキュウコウチ

				2)		しまなみ3JC合同引継ぎ会 ゴウドウヒキツカイ										11月16日(金)　今治市内にて ガツニチキンイマバリシナイ

				3)		四国地区協議会　2018・2019年度　本次年度地区協議会 シコクチクキョウギカイネンドホンジネンドチクキョウギカイ										11月18日(日)　ザ　クラウンパレス新阪急高知 ガツニチニチシンハンキュウコウチ

				4)		愛媛ブロック協議会　本次年度合同会議 エヒメキョウギカイホンジネンドゴウドウカイギ										11月24日(土)　リーガロイヤルホテル新居浜 ガツニチツチニイハマ

				5)		その他 タ

		20.		決定事項の確認 ケッテイジコウカクニン

		21.		2018年度　第11回定例理事会提出議案の確認 ネンドダイカイテイレイリジカイテイシュツギアンカクニン

		22.		第3回次年度理事予定者会議開催について ダイカイジネンドリジヨテイシャカイギカイサイ												11月2日(金)　19:30～　事務局会議室 ガツニチキンジムキョクカイギシツ

		23.		今後のスケジュールについて コンゴ

		24.		監事予定者総評 カンジヨテイシャソウヒョウ																						監事予定者 カンジヨテイシャ				阿曽 　淳也 アソジュンヤ						君 クン

		25.		閉会 ヘイカイ





第3回

		2019年度　公益社団法人今治青年会議所 ネンドコウエキシャダンホウジンイマバリセイネンカイギショ

		第3回次年度理事予定者会議　議事次第 ダイカイジネンドリジヨテイシャカイギギジシダイ

																		日時：2018年11月2日(金)　19:30～ ニチジキン

																		場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室 バショコウシャイマバリセイネンカイギショジムキョクカイギシツ

		1.		開会宣言並びに開会ゴング カイカイセンゲンナラカイカイ

		2.		JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 ショウワナラ																						拡大強化室　室長予定者 カクダイキョウカシツシツチョウヨテイシャ				浮穴 　智彦 ウケナトモヒコ						君 クン

		3.		JCIビジョン唱和 ショウワ																						会員拡大委員会　委員長予定者 カイインカクダイイインカイイインチョウヨテイシャ				﨑山 　裕太 サキヤマユウタ						君 クン

		4.		JC宣言朗読並びに綱領唱和 センゲンロウドクナラコウリョウショウワ																						会員拡大委員会　副委員長予定者 カイインカクダイイインカイフクイインチョウヨテイシャ				松木 　大地 マツキダイチ						君 クン

		5.		出席者並びに定足数の確認 シュッセキシャナラテイソクスウカクニン																						総務例会委員会　委員長予定者 ソウムレイカイイインカイイインチョウヨテイシャ				長野　 和博 ナガノカズヒロ						君 クン

		6.		配布資料の確認 ハイフシリョウカクニン																						事務局長予定者 ジムキョクチョウヨテイシャ				廣田　 純一 ヒロタジュンイチ						君 クン

		7.		2019年度　理事長予定者挨拶 ネンドリジチョウヨテイシャアイサツ																						理事長予定者 リジチョウヨテイシャ				渡辺　　　仁 ワタナベジン						君 クン

		8.		2018年度　理事長挨拶 ネンドリジチョウアイサツ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		9.		議事録作成人及び署名人指名 ギジロクサクセイニンオヨショメイニンシメイ																						理事長予定者 リジチョウヨテイシャ				渡辺　　　仁 ワタナベジン						君 クン

		10.		報告事項 ホウコクジコウ

				1)		2019年度　理事長予定者 ネンドリジチョウヨテイシャ																				理事長予定者 リジチョウヨテイシャ				渡辺　　　仁 ワタナベジン						君 クン

				2)		その他 タ

		11.		議長選出 ギチョウセンシュツ

		12.		確認事項 カクニンジコウ

				1)		2019年度　理事長所信及び基本資料について ネンドリジチョウショシンオヨキホンシリョウ

				2)		第2回理事予定者会議決定事項 ダイカイリジヨテイシャカイギケッテイジコウ

				3)		その他 タ

		13.		審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認 シンギキョウギトウギジコウカクニンオヨツイカギアンウムカクニン

		14.		審議事項 シンギジコウ

				1)		2019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 ネンドコウシャイマバリセイネンカイギショリジカイコウセイアンヘンコウショウニンケン

				2)		2019年度　(公社)今治青年会議所　組織構成(案)変更承認の件 ネンドコウシャイマバリセイネンカイギショソシキコウセイアンヘンコウショウニンケン

				3)		2019年度　出向者追加(案)承認の件 ネンドシュッコウシャツイカアンショウニンケン

				4)		2019年度　収支予算書(案)承認の件 ネンドシュウシヨサンショアンショウニンケン

				5)		事務職員継続雇用契約承認の件 ジムショクインケイゾクコヨウケイヤクショウニンケン

				6)		その他 タ

		15.		協議事項 キョウギジコウ

				1)		2019年度　委員会事業計画及び各会議体の役割(案)について ネンドイインカイジギョウケイカクオヨカクカイギタイヤクワリアン

				2)		2019年度　各委員会事業計画・予算(案)について ネンドカクイインカイジギョウケイカクヨサンアン

				3)		議案上程スケジュール(案)について ギアンジョウテイアン

				4)		2019年度　各委員会基本方針(案)について ネンドカクイインカイキホンホウシンアン

				5)		合同委員会の運営・担当月(案)について ゴウドウイインカイウンエイタントウツキアン

				6)		その他 タ

		16.		討議事項 トウギジコウ

				1)		その他 タ

		17.		議長解任 ギチョウカイニン

		18.		依頼事項 イライジコウ

				1)		京都会議について キョウトカイギ										2019年1月17日(木)～20日(日) ネンガツニチモクニチニチ

				2)		第3回委員会開催について ダイカイイインカイカイサイ

				3)		議案上程締切日について ギアンジョウテイシメキリビ										締切日　11月22日(木)　24:00まで シメキリビガツニチモク

				4)		その他 タ

		19.		行事案内 ギョウジアンナイ

				1)		2018年度　愛媛ブロックじゃがいもクラブ秋季大会並びに ネンドエヒメシュウキタイカイナラ										11月11日(日)　滝の宮カントリークラブ ガツニチニチタキミヤ

						第5回今治JCじゃがいも大会「渡辺副会長（タイヤショップ渡辺）杯」 ダイカイイマバリタイカイワタナベフクカイチョウワタナベハイ										11月11日(日)　玉川エリア各所 ガツニチニチタマガワカクショ

				2)		ツールド玉川2018 タマガワ										11月16日(金)　和風レストラン笹 ガツニチキンワフウササ

				3)		しまなみ3JC合同引継会 ゴウドウヒキツカイ										11月18日(日)　ザ　クラウンパレス新阪急高知 ガツニチニチシンハンキュウコウチ

				4)		四国地区協議会　2018・2019年度　本次年度地区協議会 シコクチクキョウギカイネンドホンジネンドチクキョウギカイ										11月24日(土)　リーガロイヤルホテル新居浜 ガツニチツチニイハマ

				5)		愛媛ブロック協議会　本次年度合同会議 エヒメキョウギカイホンジネンドゴウドウカイギ										11月29日(木)　皆楽荘 ガツニチモクミンナタノソウ

				6)		卒業生を囲む会 ソツギョウセイカコカイ

				7)		その他 タ

		20.		決定事項の確認 ケッテイジコウカクニン

		21.		2018年度　第11回定例理事会提出議案の確認 ネンドダイカイテイレイリジカイテイシュツギアンカクニン

		22.		第4回次年度理事予定者会議開催について ダイカイジネンドリジヨテイシャカイギカイサイ												12月4日(火)　19:30～　事務局会議室 ガツニチカジムキョクカイギシツ

		23.		今後のスケジュールについて コンゴ

		24.		監事予定者総評 カンジヨテイシャソウヒョウ																						監事予定者 カンジヨテイシャ				黒瀬　 太樹 クロセタイキ						君 クン

		25.		閉会 ヘイカイ





第4回

		2019年度　公益社団法人今治青年会議所 ネンドコウエキシャダンホウジンイマバリセイネンカイギショ

		第4回次年度理事予定者会議　議事次第 ダイカイジネンドリジヨテイシャカイギギジシダイ

																		日時：2018年12月4日(火)　19:30～ ニチジカ

																		場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室 バショコウシャイマバリセイネンカイギショジムキョクカイギシツ

		1.		開会宣言並びに開会ゴング カイカイセンゲンナラカイカイ

		2.		JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 ショウワナラ																						組織運営室　室長予定者 ソシキウンエイシツシツチョウヨテイシャ				廣田　 純一 ヒロタジュンイチ						君 クン

		3.		JCIビジョン唱和 ショウワ																						総務例会委員会　委員長予定者 ソウムレイカイイインカイイインチョウヨテイシャ				長野 　和博 ナガノカズヒロ						君 クン

		4.		JC宣言朗読並びに綱領唱和 センゲンロウドクナラコウリョウショウワ																						総務例会委員会　副委員長予定者 ソウムレイカイイインカイフクイインチョウヨテイシャ				白石 　匡亮 シライシキョウリョウ						君 クン

		5.		出席者並びに定足数の確認 シュッセキシャナラテイソクスウカクニン																						総務例会委員会　委員長予定者 ソウムレイカイイインカイイインチョウヨテイシャ				長野　 和博 ナガノカズヒロ						君 クン

		6.		配布資料の確認 ハイフシリョウカクニン																						事務局長予定者 ジムキョクチョウヨテイシャ				廣田　 純一 ヒロタジュンイチ						君 クン

		7.		2019年度　理事長予定者挨拶 ネンドリジチョウヨテイシャアイサツ																						理事長予定者 リジチョウヨテイシャ				渡辺　　　仁 ワタナベジン						君 クン

		8.		2018年度　理事長挨拶 ネンドリジチョウアイサツ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		9.		議事録作成人及び署名人指名 ギジロクサクセイニンオヨショメイニンシメイ																						理事長予定者 リジチョウヨテイシャ				渡辺　　　仁 ワタナベジン						君 クン

		10.		報告事項 ホウコクジコウ

				1)		2019年度　理事長予定者 ネンドリジチョウヨテイシャ																				理事長予定者 リジチョウヨテイシャ				渡辺　　　仁 ワタナベジン						君 クン

				2)		財政審査会議 ザイセイシンサカイギ																				財政局長予定者 ザイセイキョクチョウヨテイシャ				樫田　 仁志 カシダヒトシ						君 クン

				3)		その他 タ

		11.		議長選出 ギチョウセンシュツ

		12.		確認事項 カクニンジコウ

				1)		2019年度　理事長所信及び基本資料について ネンドリジチョウショシンオヨキホンシリョウ

				2)		第3回理事予定者会議決定事項 ダイカイリジヨテイシャカイギケッテイジコウ

				3)		四国地区協議会　11月18日(日)　第1回会員会議所予定者会議資料 シコクチクキョウギカイガツニチニチダイカイカイインカイギショヨテイシャカイギシリョウ

				4)		愛媛ブロック協議会　11月24日(土)　第1回会員会議所予定者会議資料 エヒメキョウギカイガツニチツチダイカイカイインカイギショヨテイシャカイギシリョウ

				5)		その他 タ

		13.		審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認 シンギキョウギトウギジコウカクニンオヨツイカギアンウムカクニン

		14.		審議事項 シンギジコウ

				1)		2019年度　出向者追加(案)承認の件 ネンドシュッコウシャツイカアンショウニンケン

				2)		2019年度　各委員会事業計画・予算(案)承認の件 ネンドカクイインカイジギョウケイカクヨサンアンショウニンケン

				3)		その他 タ

		15.		協議事項 キョウギジコウ

				1)		議案上程スケジュール(案)について ギアンジョウテイアン

				2)		2019年度　各委員会基本方針(案)について ネンドカクイインカイキホンホウシンアン

				3)		会員拡大の推進計画並びに予算(案)について カイインカクダイスイシンケイカクナラヨサンアン

				4)		2019年度　名簿付総合基本資料作成及び発行計画並びに予算(案)について ネンドメイボツキソウゴウキホンシリョウサクセイオヨハッコウケイカクナラヨサンアン

				5)		2019年度　例会・理事会アイテム作成計画並びに予算(案)について ネンドレイカイリジカイサクセイケイカクナラヨサンアン

				6)		1月例会・第107回通常総会開催計画並びに予算(案)について ガツレイカイダイカイツウジョウソウカイカイサイケイカクナラヨサンアン

				7)		その他 タ

		16.		討議事項 トウギジコウ

				1)		その他 タ

		17.		議長解任 ギチョウカイニン

		18.		依頼事項 イライジコウ

				1)		第4回次年度委員会について ダイカイジネンドイインカイ

				2)		年賀状について ネンガジョウ

				3)		事務局年末大掃除について ジムキョクネンマツオオソウジ										12月27日(木)　10:00～　 ガツニチモク

				4)		議案上程締切日について ギアンジョウテイシメキリビ										締切日　12月24日(月)　24:00まで シメキリビガツニチゲツ

				5)		その他 タ

		19.		行事案内 ギョウジアンナイ

				1)		JCI3コース開催について カイサイ										12月29日(日)　9:00～　松山市青少年センター ガツニチニチマツヤマシセイショウネン

				2)		今治寿太鼓保存会初打ち イマバリコトブキタイコホゾンカイハツウ										12月31日(月）　吹揚神社 ガツニチゲツフヨウジンジャ

				3)		新春交礼会 シンシュンコウレイカイ										2019年1月1日(火)　13:00～　今治国際ホテル ネンガツニチカイマバリコクサイ

				4)		今治市長表敬訪問 イマバリシチョウヒョウケイホウモン										2019年1月9日(水)　10:00～　今治市役所 ネンガツニチスイイマバリシヤクショ

				5)		京都会議について キョウトカイギ										2019年1月17日(木)～20日(日)　京都市内 ネンガツニチモクニチニチキョウトシナイ

				6)		その他 タ

		20.		決定事項の確認 ケッテイジコウカクニン

		21.		2018年度　第12回定例理事会提出議案の確認 ネンドダイカイテイレイリジカイテイシュツギアンカクニン

		22.		2019年度　第1回定例理事会開催について ネンドダイカイテイレイリジカイサイ												2019年1月7日(月)　19:30～　事務局会議室 ネンガツニチゲツジムキョクカイギシツ

		23.		今後のスケジュールについて コンゴ

		24.		監事予定者総評 カンジヨテイシャソウヒョウ																						監事予定者 カンジヨテイシャ				西原孝太郎 ニシハラコウタロウ						君 クン

		25.		閉会 ヘイカイ





原紙 (2)

		2019年度　公益社団法人今治青年会議所 ネンドコウエキシャダンホウジンイマバリセイネンカイギショ

		第回次年度理事予定者会議　議事次第 ダイカイジネンドリジヨテイシャカイギギジシダイ

																		日時：2018年月日()　19:30～ ニチジ

																		場所：(公社)今治青年会議所　事務局会議室 バショコウシャイマバリセイネンカイギショジムキョクカイギシツ

		1.		開会宣言並びに開会ゴング カイカイセンゲンナラカイカイ

		2.		JCIクリード唱和並びにJCIミッション唱和 ショウワナラ																																君 クン

		3.		JCIビジョン唱和 ショウワ																																君 クン

		4.		JC宣言朗読並びに綱領唱和 センゲンロウドクナラコウリョウショウワ																																君 クン

		5.		出席者並びに定足数の確認 シュッセキシャナラテイソクスウカクニン																						総務例会委員会　委員長予定者 ソウムレイカイイインカイイインチョウヨテイシャ				長野　 和博 ナガノカズヒロ						君 クン

		6.		配布資料の確認 ハイフシリョウカクニン																						事務局長予定者 ジムキョクチョウヨテイシャ				廣田　 純一 ヒロタジュンイチ						君 クン

		7.		2019年度　理事長予定者挨拶 ネンドリジチョウヨテイシャアイサツ																						理事長予定者 リジチョウヨテイシャ				渡辺　　　仁 ワタナベジン						君 クン

		8.		2018年度　理事長挨拶 ネンドリジチョウアイサツ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		9.		議事録作成人及び署名人指名 ギジロクサクセイニンオヨショメイニンシメイ																						理事長予定者 リジチョウヨテイシャ				渡辺　　　仁 ワタナベジン						君 クン

		10.		報告事項 ホウコクジコウ

				1)		2019年度　理事長予定者 ネンドリジチョウヨテイシャ

		11.		議長選出 ギチョウセンシュツ

		12.		確認事項 カクニンジコウ

				1)

				2)

		13.		審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認 シンギキョウギトウギジコウカクニンオヨツイカギアンウムカクニン

		14.		審議事項 シンギジコウ

				1)

				2)

				3)

				4)

				5)

				6)

				9)

				10)

		15.		協議事項 キョウギジコウ

				1)

				2)

				3)

				4)

				5)

		16.		討議事項 トウギジコウ

				1)

		17.		議長解任 ギチョウカイニン

		18.		依頼事項 イライジコウ

				1)

		19.		行事案内 ギョウジアンナイ

				1)												１１１１

				2)

				3)

				4)

				5)

				6)

				7)

				8)

				9)

		20.		決定事項の確認 ケッテイジコウカクニン

		21.		2018年度　第回定例理事会提出議案の確認 ネンドダイカイテイレイリジカイテイシュツギアンカクニン

		22.		第回次年度理事予定者会議開催について ダイカイジネンドリジヨテイシャカイギカイサイ												月日()　19:30～　事務局会議室 ガツニチジムキョクカイギシツ

		23.		今後のスケジュールについて コンゴ

		24.		監事予定者総評 カンジヨテイシャソウヒョウ																						監事予定者 カンジヨテイシャ										君 クン

		25.		閉会 ヘイカイ
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		次年度役員選考委員会報告 ヤクインセンコウ

				次年度役員選考委員会 ジネンドヤクインセンコウイインカイ

				委員長　　渡辺　　仁 イインチョウワタナベジン

		8月 6日 ガツニチ		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 テイカンダイジョウサダリジオヨカンジ

				ため、次年度役員選考委員会を置く。 ヤクインオ
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				　　　選考委員長　　…　次年度理事長予定者　　渡辺　仁 センコウイインチョウジネンドリジチョウヨテイシャワタナベジン
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		8月21日 ガツニチ		公益社団法人今治青年会議所事務局にて、19:00より、次年度役員選考委員会を開催。 コウエキシャダンホウジンイマバリセイネンカイギショジムキョクジネンドヤクインセンコウイインカイカイサイ

		42,308		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。 ヤクインセンニンキテイダイジョウジネンドヤクインヨテイシャメイボリジチョウテイシュツ

		42,323		第106回臨時総会において、理事16名、監事3名を承認。 ダイカイリンジソウカイリジメイカンジメイショウニン
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		１月例会プログラム

								　　　　　日時　：　平成30年1月18日(木)　19:30～21:30 ニチジヘイセイネンガツニチモク

								　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室 バショイマバリシミンカイカンダイカイギシツ

								　　　　　司会　：　総務渉外委員会　　菊地　晴香　君 シカイソウムショウガイイインカイキクチハルカクン

		１.				開会・開会宣言		副理事長 フクリジチョウ		神道　裕介　君 ジンドウユウスケクン

		２.				国歌・ＪＣＩソング斉唱 ウタ

		３.				ＪＣＩクリード唱和		総務渉外委員会 ソウムショウガイイインカイ		廣田　純一　君 ヒロタジュンイチクン

		４.				ＪＣＩミッション唱和		総務渉外委員会 ソウムショウガイイインカイ		三田　　平　君 ミタタイラクン

		５.				ＪＣＩビジョン唱和		総務渉外委員会 ソウムショウガイイインカイ		三田　　平　君 ミタタイラクン

		６.				ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和		総務渉外委員会 ソウムショウガイイインカイ		矢野　達也　君 ヤノタツヤクン

		７.				理事長挨拶		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		８.				シニアクラブ役員紹介 ヤクインショウカイ

		９.				シニアクラブ会長挨拶 カイチョウアイサツ

		１０.				役員紹介 ヤクインショウカイ		専務理事 センムリジ		黒瀬　太樹　君 クロセタイキクン

		１１.				シニアクラブ役員退場 ヤクインタイジョウ

		１２.				議事録作成人並びに署名人指名		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		１３.				配布資料の確認				司会者 シカイシャ

		１４.				各委員会出席者数の確認				司会者 シカイシャ

		１５.				報告事項				司会者 シカイシャ

		１６.				行事案内及び依頼事項		専務理事 センムリジ		黒瀬　太樹　君 クロセタイキクン

		１７.				協議事項		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		１８.				第104回通常総会				総務渉外委員会 ソウムショウガイイインカイ

		１９.				監事総評		監事 カンジ		武田　繁親先輩 タケダシゲルオヤセンパイ

		２０.				会員消息				司会者 シカイシャ

		２１.				交通安全宣言		総務渉外委員会 ソウムショウガイイインカイ		富田　浩之　君 トミタヒロユキクン

		２２.				若い我等

		２３.				閉会宣言		副理事長 フクリジチョウ		神道　裕介　君 ジンドウユウスケクン

								議事録作成人		廣田　純一　君 ヒロタジュンイチクン

								署名人		樫田　仁志　君 カシダジンシクン

								署名人		神道　裕介　君 ジンドウユウスケクン

		２月例会プログラム

								　　　日時　：　平成30年2月15日(木)　19:30～21:30 ニチジヘイセイネンガツニチモク

								　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室 バショイマバリシミンカイカンダイカイギシツ

								　　　司会　：　まちづくり推進委員会　　村上　　艦　君 シカイスイシンイインカイムラカミカンクン

		１.				開会・開会宣言		副理事長 フクリジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		２.				国歌・ＪＣＩソング斉唱 ウタ

		３.				ＪＣＩクリード唱和		会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ		寺尾　　諭　君 テラオサトルクン

		４.				ＪＣＩミッション唱和		会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ		越智　一成　君 オチカズナリクン

		５.				ＪＣＩビジョン唱和		会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ		越智　一成　君 オチカズナリクン

		６.				ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和		会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ		山本　祐司　君 ヤマモトユウジクン

		７.				理事長挨拶		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		８.				議事録作成人並びに署名人指名		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		９.				配布資料の確認				司会者 シカイシャ

		１０.				各委員会出席者数の確認				司会者 シカイシャ

		１１.				報告事項		専務理事 センムリジ		黒瀬　太樹　君 クロセタイキクン

		１２.				行事案内及び依頼事項		専務理事 センムリジ		黒瀬　太樹　君 クロセタイキクン

		１３.				協議事項		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		１４.				例会委員会アワー レイカイイインカイ				会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ

		１５.				例会スピーチ レイカイ				会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ

		１６.				監事総評		監事 カンジ		黒川　泰幸　君 クロカワヤスユキクン

		１７.				会員消息				司会者 シカイシャ

		１８.				交通安全宣言		会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ		﨑山　裕太　君 サキヤマユウタクン

		１９.				若い我等

		２０.				閉会宣言		副理事長 フクリジチョウ		阿曽　淳也　君 アソジュンヤクン

								議事録作成人		越智　一成　君 オチカズナリクン

								署名人		寺尾　　諭　君 テラオサトルクン

								署名人		丹下　大輔　君 タンゲダイスケクン

		第２エリア合同公式例会プログラム ダイゴウドウコウシキ

								　　　　　日時　：　平成30年3月20日(木)　18:30～21:00 ニチジヘイセイネンガツニチモク

								　　　　　場所　：　松山市青少年センター3F　大ホール バショマツヤマシセイショウネンダイ

								　　　　　司会　：　松山ＪＣ専務理事　　野口　和範　君 シカイマツヤマセンムリジノグチカズノリクン

		１.				開会・開会宣言 カイカイカイカイセンゲン		松山ＪＣ副理事長 マツヤマフクリジチョウ		杉野　康雄　君 スギノヤスオクン

		２.				開会点鐘 カイカイテンカネ		松山ＪＣ理事長 マツヤマリジチョウ		近藤　譲治　君 コンドウジョウジクン

		３.				国歌・ＪＣソング斉唱 コッカサイ

		４.				ＪＣＩクリード唱和 ショウワ		松山ＪＣ広報戦略会議議長 マツヤマコウホウセンリャクカイギギチョウ		秦　　健太　君 ハタケンタクン

		５.				ＪＣＩミッション唱和 ショウワ		今治ＪＣ繋がる心育成委員会委員長 イマバリツナココロイクセイイインカイイインチョウ		越智　宏幸　君 オチヒロユキクン

		６.				ＪＣＩビジョン唱和 ショウワ		今治ＪＣ繋がる心育成委員会委員長 イマバリツナココロイクセイイインカイイインチョウ		越智　宏幸　君 オチヒロユキクン

		７.				ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和 センゲンブンロウドクナラコウリョウショウワ		松山ＪＣ国際推進委員会委員長 マツヤマコクサイスイシンイインカイイインチョウ		奥村　晃弘　君 オクムラアキラヒロシクン

		８.				理事長挨拶 リジチョウアイサツ		松山ＪＣ理事長 マツヤマリジチョウ		近藤　譲治　君 コンドウジョウジクン

								今治ＪＣ理事長 イマバリリジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		９.				議事録作成人並びに署名人指名 ギジロクサクセイニンナラショメイニンシメイ		松山ＪＣ理事長 マツヤマリジチョウ		近藤　譲治　君 コンドウジョウジクン

								今治ＪＣ理事長 イマバリｊｃリジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		１０.				配布資料の確認 ハイフシリョウカクニン		松山ＪＣ専務理事 マツヤマセンムリジ		野口　和範　君 ノグチワクン

		１１.				出席優秀委員会発表 シュッセキユウシュウイインカイハッピョウ		松山ＪＣ総務渉外委員会委員長 マツヤマソウムショウガイイインカイイインチョウ		野本　雄揮　君 ノモトオスクン

		１２.				出席確認 シュッセキカクニン		今治ＪＣ専務理事 イマバリセンムリジ		黒瀬　太樹　君 クロセタイキクン

		１３.				司会者交代 シカイシャコウタイ		愛媛ブロック協議会運営専務 エヒメキョウギカイウンエイセンム		森岡　健三　君 モリオカケンゾウクン

		１４.				愛媛ブロック協議会公式訪問者紹介 エヒメキョウギカイコウシキホウモンモノショウカイ		愛媛ブロック協議会運営専務 エヒメキョウギカイウンエイセンム		森岡　健三　君 モリオカケンゾウクン

		１５.				愛媛ブロック協議会会長挨拶 エヒメキョウギカイカイチョウアイサツ		愛媛ブロック協議会会長 エヒメキョウギカイカイチョウ		中田　博文　君 ナカタヒロフミクン

		１６.				愛媛ブロック協議会事業説明 エヒメキョウギカイジギョウセツメイ		愛媛ブロック協議会会長 エヒメキョウギカイカイチョウ		中田　博文　君 ナカタヒロフミクン

		１７.				司会交代 シカイコウタイ

		１８.				３月例会行事 ガツレイカイギョウジ				品格ある人材育成委員会 ヒンカクジンザイイクセイイインカイ

						「地域から信頼される団体を目指して」 チイキシンライダンタイメザ

		１９.				報告事項 ホウコクジコウ				各ＬＯＭ書面にて報告 カクショメンホウコク

		２０.				地区大会　ブロック大会ＰＲ チクタイカイタイカイ				地区、ブロックＰＲ担当 チクタントウ

		２１.				会員消息 カイインショウソク		松山ＪＣ総務渉外委員会委員長 マツヤマソウムショウガイイインカイイインチョウ		野本　雄揮　君 ノモトオスクン

								今治ＪＣ総務渉外委員会委員長 イマバリソウムショウガイイインカイイインチョウ		樫田　仁志　君 カシダヒトシクン

		２２.				監事所見 カンジショケン		松山ＪＣ監事 マツヤマカンジ		天野　眞作　君 アマノシンサククン

								今治ＪＣ監事 イマバリカンジ		西原孝太郎　君 ニシハラコウタロウクン

		２３.				監査担当役員所見 カンサタントウヤクインショケン		愛媛ブロック協議会監査担当役員 エヒメキョウギカイカンサタントウヤクイン		廣川　怜史　君 ヒロカワレイシクン

		２４.				閉会宣言 ヘイカイセンゲン		今治ＪＣ副理事長 イマバリフクリジチョウ		渡辺　　仁　君 ワタナベジンクン

		２５.				閉会点鐘 ヘイカイテンカネ		今治ＪＣ理事長 イマバリｊｃリジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

								議事録作成人		廣田　純一　君 ヒロタジュンイチクン

								署名人		樫田　仁志　君 カシダジンシクン

								署名人		神道　裕介　君 ジンドウユウスケクン

		４月例会プログラム

								　　　　　日時　：　平成30年4月19日(木)　19:30～21:30 ニチジヘイセイネンガツニチモク

								　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室 バショイマバリシミンカイカンダイカイギシツ

								　　　　　司会　：　総務渉外委員会　　富田　浩之　君 シカイソウムショウガイイインカイトミタヒロユキクン

		１.				開会・開会宣言		専務理事 センムリジ		黒瀬　太樹　君 クロセタイキクン

		２.				国歌・ＪＣＩソング斉唱 ウタ

		３.				ＪＣＩクリード唱和		まちづくり推進委員会 スイシンイインカイ		塩見　仁士　君 シオミヒトシクン

		４.				ＪＣＩミッション唱和		まちづくり推進委員会 スイシンイインカイ		近藤久仁年　君 コンドウヒサシジントシクン

		５.				ＪＣＩビジョン唱和		まちづくり推進委員会 スイシンイインカイ		近藤久仁年　君 コンドウヒサシジントシクン

		６.				ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和		まちづくり推進委員会 スイシンイインカイ		長野　和博　君 ナガノカズヒロクン

		７.				理事長挨拶		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		８.				議事録作成人並びに署名人指名		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		９.				配布資料の確認				司会者 シカイシャ

		１０.				各委員会出席者数の確認				司会者 シカイシャ

		１１.				報告事項		専務理事 センムリジ		黒瀬　太樹　君 クロセタイキクン

		１２.				行事案内及び依頼事項		専務理事 センムリジ		黒瀬　太樹　君 クロセタイキクン

		１３.				協議事項		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		１４.				例会委員会アワー レイカイイインカイ				会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ

		１５.				例会スピーチ レイカイ				会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ

		１６.				監事総評		監事 カンジ		黒川　泰伸　君 クロカワヤスノブクン

		１７.				会員消息				司会者 シカイシャ

		１８.				交通安全宣言		まちづくり推進委員会 スイシンイインカイ		青野　耕士　君 アオノタガヤシクン

		１９.				若い我等

		２０.				閉会宣言		専務理事 センムリジ		黒瀬　太樹　君 クロセタイキクン

								議事録作成人		白川　　亨　君 シラカワトオルクン

								署名人		吉本悠太郎　君 ヨシモトユウタロウクン

								署名人		渡辺　　仁　君 ワタナベジンクン

		５月例会プログラム

								　　　　　日時　：　平成30年5月17日(木)　19:30～21:30 ニチジヘイセイネンガツニチモク

								　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室 バショイマバリシミンカイカンダイカイギシツ

								　　　　　司会　：　総務渉外委員会　　三田　　平　君 シカイソウムショウガイイインカイミタタイラクン

		１.				開会・開会宣言		財政局長 ザイセイキョクチョウ		八木　健吾　君 ヤギケンゴクン

		２.				国歌・ＪＣＩソング斉唱 ウタ

		３.				ＪＣＩクリード唱和		総務渉外委員会 ソウムショウガイイインカイ		樫田　仁志　君 カシダヒトシクン

		４.				ＪＣＩミッション唱和		総務渉外委員会 ソウムショウガイイインカイ		菊地　晴香　君 キクチハルカクン

		５.				ＪＣＩビジョン唱和		総務渉外委員会 ソウムショウガイイインカイ		菊地　晴香　君 キクチハルカクン

		６.				ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和		総務渉外委員会 ソウムショウガイイインカイ		富田　浩之　君 トミタヒロユキクン

		７.				理事長挨拶		（理事長代理）副理事長 フクリジチョウ		神道　裕介　君 ジンドウユウスケクン

		８.				議事録作成人並びに署名人指名		（理事長代理）副理事長 フクリジチョウ		神道　裕介　君 ジンドウユウスケクン

		９.				配布資料の確認				司会者 シカイシャ

		１０.				各委員会出席者数の確認				司会者 シカイシャ

		１１.				報告事項		専務理事 センムリジ		黒瀬　太樹　君 クロセタイキクン

		１２.				行事案内及び依頼事項		専務理事 センムリジ		黒瀬　太樹　君 クロセタイキクン

		１３.				協議事項		（理事長代理）副理事長 フクリジチョウ		神道　裕介　君 ジンドウユウスケクン

		１４.				例会委員会アワー レイカイイインカイ				会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ

		１５.				例会スピーチ レイカイ				会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ

		１６.				監事総評		監事 カンジ		武田　繁親　君 タケダシゲルオヤクン

		１７.				会員消息				司会者 シカイシャ

		１８.				交通安全宣言		総務渉外委員会 ソウムショウガイイインカイ		玉井　　宏　君 タマイヒロシクン

		１９.				若い我等

		２０.				閉会宣言		財政局長 ザイセイキョクチョウ		八木　健吾　君 ヤギケンゴクン

								議事録作成人		近藤久仁年　君 コンドウヒサシジントシクン

								署名人		塩見　仁士　君 シオミヒトシクン

								署名人		渡辺　　仁　君 ワタナベジンクン

		６月例会プログラム

								　　　　　日時　：　平成30年6月21日(木)　19:30～21:30 ニチジヘイセイネンガツニチモク

								　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室 バショイマバリシミンカイカンダイカイギシツ

								　　　　　司会　：　総務渉外委員会　　菊地　晴香　君 シカイソウムショウガイイインカイキクチハルカクン

		１.				開会・開会宣言		会員拡大特別室長 カイインカクダイトクベツシツチョウ		真鍋　知弘　君 マナベトモヒロクン

		２.				国歌・ＪＣＩソング斉唱 ウタ

		３.				ＪＣＩクリード唱和		会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ		別府　祐次　君 ベップユウジクン

		４.				ＪＣＩミッション唱和		会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ		永吉　隼人　君 ナガヨシハヤトクン

		５.				ＪＣＩビジョン唱和		会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ		永吉　隼人　君 ナガヨシハヤトクン

		６.				ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和		会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ		﨑山　裕太　君 サキヤマユウタクン

		７.				理事長挨拶		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		８.				四国地区協議会会長挨拶 シコクチクキョウギカイカイチョウアイサツ		四国地区協議会会長 シコクチクキョウギカイカイチョウ		北島　誠祐　君 キタジママコトユウクン

		９.				議事録作成人並びに署名人指名		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		１０.				配布資料の確認				司会者 シカイシャ

		１１.				各委員会出席者数の確認				司会者 シカイシャ

		１２.				報告事項		専務理事 センムリジ		黒瀬　太樹　君 クロセタイキクン

		１３.				行事案内及び依頼事項		専務理事 センムリジ		黒瀬　太樹　君 クロセタイキクン

		１４.				協議事項		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		１５.				入会式 ニュウカイシキ				会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ

		１６.				監事総評		監事 カンジ		西原孝太郎　君 ニシハラコウタロウクン

		１７.				会員消息				司会者 シカイシャ

		１８.				交通安全宣言		会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ		西部　祥平　君 ニシベショウヘイクン

		１９.				若い我等

		２０.				閉会宣言		会員拡大特別室長 カイインカクダイトクベツシツチョウ		真鍋　知弘　君 マナベトモヒロクン

								議事録作成人		廣田　純一　君 ヒロタジュンイチクン

								署名人		樫田　仁志　君 カシダヒトシクン

								署名人		神道　裕介　君 ジンドウユウスケクン

		７月例会プログラム

								　　　　　日時　：　平成30年7月19日(木)　19:30～21:30 ニチジヘイセイネンガツニチモク

								　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室 バショイマバリシミンカイカンダイカイギシツ

								　　　　　司会　：　総務渉外委員会　　玉井　　宏　君 シカイソウムショウガイイインカイタマイヒロシクン

		１.				開会・開会宣言		会員交流担当室室長 カイインコウリュウタントウシツシツチョウ		丹下　大輔　君 タンゲダイスケクン

		２.				国歌・ＪＣＩソング斉唱 ウタ

		３.				ＪＣＩクリード唱和		繋がる心育成委員会 ツナココロイクセイイインカイ		白川　　亨　君 シラカワトオルクン

		４.				ＪＣＩミッション唱和		繋がる心育成委員会 ツナココロイクセイイインカイ		松木　大地　君 マツキダイチクン

		５.				ＪＣＩビジョン唱和		繋がる心育成委員会 ツナココロイクセイイインカイ		松木　大地　君 マツキダイチクン

		６.				ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和		繋がる心育成委員会 ツナココロイクセイイインカイ		六郎面あゆみ　君 ロクロウメンクン

		７.				理事長挨拶		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		８.				議事録作成人並びに署名人指名		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		９.				配布資料の確認				司会者 シカイシャ

		１０.				各委員会出席者数の確認				司会者 シカイシャ

		１１.				報告事項		専務理事 センムリジ		黒瀬　太樹　君 クロセタイキクン

		１２.				行事案内及び依頼事項		専務理事 センムリジ		黒瀬　太樹　君 クロセタイキクン

		１３.				協議事項		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		１４.				第105回臨時総会 ダイカイリンジソウカイ				総務渉外委員会 ソウムショウガイイインカイ

		１５.				監事総評		監事 カンジ		武田　繁親先輩 タケダシゲルオヤセンパイ

		１６.				会員消息				司会者 シカイシャ

		１７.				交通安全宣言		繋がる心育成委員会 ツナココロイクセイイインカイ		渡辺　　輔　君 ワタナベタスククン

		１８.				若い我等

		１９.				閉会宣言		会員交流担当室室長 カイインコウリュウタントウシツシツチョウ		丹下　大輔　君 タンゲダイスケクン

								議事録作成人		越智　一成　君 オチカズナリクン

								署名人		寺尾　　諭　君 テラオサトルクン

								署名人		丹下　大輔　君 タンゲダイスケクン

		８月例会プログラム

								　　　　　日時　：　平成29年8月17日(金)　19:30～21:30 ニチジヘイセイネンガツニチキン

								　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室 バショイマバリシミンカイカンダイカイギシツ

								　　　　　司会　：　会員交流委員会　　檜垣　友佑　君 シカイカイインコウリュウイインカイヒガキトモスケクン

		１.				開会・開会宣言		青少年育成担当室室長 セイショウネンイクセイタントウシツシツチョウ		吉本悠太郎　君 ヨシモトユウタロウクン

		２.				国歌・ＪＣＩソング斉唱 ウタ

		３.				ＪＣＩクリード唱和		まちづくり推進委員会 スイシンイインカイ		青野　耕士　君 アオノタガヤシクン

		４.				ＪＣＩミッション唱和		まちづくり推進委員会 スイシンイインカイ		村上　　艦　君 ムラカミカンクン

		５.				ＪＣＩビジョン唱和		まちづくり推進委員会 スイシンイインカイ		村上　　艦　君 ムラカミカンクン

		６.				ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和		まちづくり推進委員会 スイシンイインカイ		浮穴　智彦　君 ウケナトモヒコクン

		７.				理事長挨拶		（理事長代理）副理事長 フクリジチョウ		神道　裕介　君 ジンドウユウスケクン

		８.				議事録作成人並びに署名人指名		（理事長代理）副理事長 フクリジチョウ		神道　裕介　君 ジンドウユウスケクン

		９.				配布資料の確認				司会者 シカイシャ

		１０.				各委員会出席者数の確認				司会者 シカイシャ

		１１.				報告事項		専務理事 センムリジ		黒瀬　太樹　君 クロセタイキクン

		１２.				行事案内及び依頼事項		専務理事 センムリジ		黒瀬　太樹　君 クロセタイキクン

		１３.				協議事項		（理事長代理）副理事長 フクリジチョウ		神道　裕介　君 ジンドウユウスケクン

		１４.				例会委員会アワー レイカイイインカイ				会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ

		１５.				例会スピーチ レイカイ				会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ

		１６.				監事総評		監事 カンジ		西原孝太郎　君 ニシハラコウタロウクン

		１７.				会員消息				司会者 シカイシャ

		１８.				交通安全宣言		まちづくり推進委員会 スイシンイインカイ		新居田拓也　君 ニイダタクヤクン

		１９.				若い我等

		２０.				閉会宣言		青少年育成担当室室長 セイショウネンイクセイタントウシツシツチョウ		吉本悠太郎　君 ヨシモトユウタロウクン

								議事録作成人		白川　　亨　君 シラカワトオルクン

								署名人		越智　宏幸　君 オチヒロユキクン

								署名人		吉本悠太郎　君 ヨシモトユウタロウクン

		９月例会プログラム

								　　　　　日時　：　平成29年9月20日(木)　19:30～21:30 ニチジヘイセイネンガツニチモク

								　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室 バショイマバリシミンカイカンダイカイギシツ

								　　　　　司会　：　総務渉外委員会　　富田　浩之　君 シカイソウムショウガイイインカイトミタヒロユキクン

		１.				開会・開会宣言		副専務理事 フクセンムリジ		大澤　広基　君 オオサワヒロキクン

		２.				国歌・ＪＣＩソング斉唱 ウタ

		３.				ＪＣＩクリード唱和		総務渉外委員会 ソウムショウガイイインカイ		樫田　仁志　君 カシダ　ヒトシ　クン

		４.				ＪＣＩミッション唱和		総務渉外委員会 ソウムショウガイイインカイ		廣田　純一　君 ヒロタジュンイチクン

		５.				ＪＣＩビジョン唱和		総務渉外委員会 ソウムショウガイイインカイ		廣田　純一　君 ヒロタジュンイチクン

		６.				ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和		総務渉外委員会 ソウムショウガイイインカイ		菊地　晴香　君 キクチハルカクン

		７.				理事長挨拶		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		８.				議事録作成人並びに署名人指名		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		９.				配布資料の確認				司会者 シカイシャ

		１０.				各委員会出席者数の確認				司会者 シカイシャ

		１１.				報告事項		専務理事 センムリジ		黒瀬　太樹　君 クロセタイキクン

		１２.				行事案内及び依頼事項		専務理事 センムリジ		黒瀬　太樹　君 クロセタイキクン

		１３.				協議事項		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		１４.				例会委員会アワー レイカイイインカイ				会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ

		１５.				例会スピーチ レイカイ				会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ

		１６.				監事総評		監事 カンジ		黒川　泰伸　君 クロカワヤスノブクン

		１７.				会員消息				司会者 シカイシャ

		１８.				交通安全宣言		総務渉外委員会 ソウムショウガイイインカイ		三田　　平　君 ミタタイラクン

		１９.				若い我等

		２０.				閉会宣言		副専務理事 フクセンムリジ		大澤　広基　君 オオサワヒロキクン

								議事録作成人		近藤久仁年　君 コンドウヒサシジントシクン

								署名人		塩見　仁士　君 シオミジンシクン

								署名人		渡辺　　仁　君 ワタナベジンクン

		10月例会プログラム

								　　　　日時　：　平成30年10月18日(木)　19:30～21:30 ニチジヘイセイネンガツニチモク

								　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室 バショイマバリシミンカイカンダイカイギシツ

								　　　　司会　：　繋がる心育成委員会　　渡部　　輔　君 シカイツナココロイクセイイインカイワタナベタスククン

		１.				開会・開会宣言		副理事長 フクリジチョウ		神道　裕介　君 ジンドウユウスケクン

		２.				国歌・ＪＣＩソング斉唱 ウタ

		３.				ＪＣＩクリード唱和		会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ		山本　祐司　君 ヤマモトユウジクン

		４.				ＪＣＩミッション唱和		会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ		西部　祥平　君 ニシベショウヘイクン

		５.				ＪＣＩビジョン唱和		会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ		西部　祥平　君 ニシベショウヘイクン

		６.				ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和		会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ		永吉　隼人　君 ナガヨシハヤトクン

		７.				理事長挨拶		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		８.				議事録作成人並びに署名人指名		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		９.				配布資料の確認				司会者 シカイシャ

		１０.				各委員会出席者数の確認				司会者 シカイシャ

		１１.				報告事項		専務理事 センムリジ		黒瀬　太樹　君 クロセタイキクン

		１２.				行事案内及び依頼事項		専務理事 センムリジ		黒瀬　太樹　君 クロセタイキクン

		１３.				協議事項		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		１４.				例会委員会アワー レイカイイインカイ				まちづくり推進委員会 スイシンイインカイ

		１５.				例会スピーチ レイカイ				会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ

		１６.				監事総評		監事 カンジ		武田　繁親先輩 タケダシゲルオヤセンパイ

		１７.				会員消息				司会者 シカイシャ

		１８.				交通安全宣言		会員交流委員会 カイインコウリュウイインカイ		別府　祐次　君 ベップユウジクン

		１９.				若い我等

		２０.				閉会宣言		副理事長 フクリジチョウ		神道　裕介　君 ジンドウユウスケクン

								議事録作成人		廣田　純一　君 ヒロタジュンイチクン

								署名人		樫田　仁志　君 カシダヒトシクン

								署名人		神道　裕介　君 ジンドウユウスケクン

		11月例会プログラム

								　　　　　日時　：　平成30年11月15日(木)　19:30～21:30 ニチジヘイセイネンガツニチモク

								　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室 バショイマバリシミンカイカンダイカイギシツ

								　　　　　司会　：　総務渉外委員会　　矢野　達也　君 シカイソウムショウガイイインカイヤノタツヤクン

		１.				開会・開会宣言		副理事長 フクリジチョウ		阿曽　淳也　君 アソジュンヤクン

		２.				国歌・ＪＣＩソング斉唱 ウタ

		３.				ＪＣＩクリード唱和		繋がる心育成委員会 ツナココロイクセイイインカイ		新居田　直　君 ニイダナオクン

		４.				ＪＣＩミッション唱和		繋がる心育成委員会 ツナココロイクセイイインカイ		六郎面あゆみ　君 ロクロウメンクン

		５.				ＪＣＩビジョン唱和		繋がる心育成委員会 ツナココロイクセイイインカイ		六郎面あゆみ　君 ロクロウメンクン

		６.				ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和		繋がる心育成委員会 ツナココロイクセイイインカイ		白川　　亨　君 シラカワトオルクン

		７.				理事長挨拶		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		８.				議事録作成人並びに署名人指名		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		９.				配布資料の確認				司会者 シカイシャ

		１０.				各委員会出席者数の確認				司会者 シカイシャ

		１１.				報告事項		専務理事 センムリジ		黒瀬　太樹　君 クロセタイキクン

		１２.				行事案内及び依頼事項		専務理事 センムリジ		黒瀬　太樹　君 クロセタイキクン

		１３.				協議事項		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		１４.				第103回臨時総会 ダイカイリンジソウカイ				総務渉外委員会 ソウムショウガイイインカイ

		１５.				監事総評		監事 カンジ		西原孝太郎　君 ニシハラコウタロウクン

		１６.				会員消息				司会者 シカイシャ

		１７.				交通安全宣言		繋がる心育成委員会 ツナココロイクセイイインカイ		松木　大地　君 マツキダイチクン

		１８.				若い我等

		１９.				閉会宣言		副理事長 フクリジチョウ		阿曽　淳也　君 アソジュンヤクン

								議事録作成人		越智　一成　君 オチカズナリクン

								署名人		寺尾　　諭　君 テラオサトルクン

								署名人		丹下　大輔　君 タンゲダイスケクン

		12月例会・卒業式プログラム ソツギョウシキ

								　　　　　日時　：　平成30年12月20日(木)　17:00～19:16 ニチジヘイセイネンガツニチモク

								　　　　　場所　：　今治国際ホテル2F　クリスタルホール バショイマバリコクサイ

								　　　　　司会　：　総務例会委員会　　玉井　　宏　君 シカイソウムレイカイイインカイタマイヒロシクン

		１.				開会・開会宣言		副理事長 フクリジチョウ		神道　裕介　君 ジンドウユウスケクン

		２.				国歌・ＪＣＩソング斉唱 ウタ

		３.				ＪＣＩクリード唱和		まちづくり推進委員会 スイシンイインカイ		塩見　仁士　君 シオミジンシクン

		４.				ＪＣＩミッション唱和		まちづくり推進委員会 スイシンイインカイ		青野　耕士　君 アオノタガヤシクン

		５.				ＪＣＩビジョン唱和		まちづくり推進委員会 スイシンイインカイ		青野　耕士　君 アオノタガヤシクン

		６.				ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和		まちづくり推進委員会 スイシンイインカイ		浮穴　智彦　君 ウケナトモヒコクン

		７.				理事長挨拶		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		８.				議事録作成人並びに署名人指名		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		９.				配布資料の確認				司会者 シカイシャ

		１０.				各委員会出席者数の確認				司会者 シカイシャ

		１１.				報告事項		専務理事 センムリジ		黒瀬　太樹　君 クロセタイキクン

		１２.				行事案内及び依頼事項		専務理事 センムリジ		黒瀬　太樹　君 クロセタイキクン

		１３.				協議事項		理事長 リジチョウ		山岡　太郎　君 ヤマオカタロウクン

		１４.				会員褒賞 カイインホウショウ				総務渉外委員会 ソウムショウガイイインカイ

		１５.				プレジデンシャルリース伝達・理事長バッヂ交換 デンタツリジチョウコウカン

		１６.				2019年度理事長挨拶 ネンドリジチョウアイサツ		2019年度理事長予定者 ネンドリジチョウヨテイシャ		渡辺　　仁　君 ワタナベジンクン

		１７.				会員消息 カイインショウソク				司会者 シカイシャ

		１８.				2018年度プレイバック ネンド				総務渉外委員会 ソウムショウガイイインカイ

		１９.				卒業式 ソツギョウシキ

		２０.				監事総評 カンジソウヒョウ		監事 カンジ		黒川　泰伸　君 クロカワヤスノブクン

		２１.				交通安全宣言 コウツウアンゼンセンゲン		まちづくり推進委員会 スイシンイインカイ		村上　　艦　君 ムラカミカンクン

		２２.				閉会宣言 ヘイカイセンゲン		副理事長 フクリジチョウ		神道　裕介　君 ジンドウユウスケクン

								議事録作成人		白川　　亨　君 シラカワトオルクン

								署名人		越智　宏幸　君 オチヒロユキクン

								署名人		吉本悠太郎　君 ヨシモトユウタロウクン





2018 総会

		

		第104回通常総会プログラム ダイカイツウジョウソウカイ

								　　　　　日時　：　平成30年1月18日(木)　21:04～21:19 ニチジヘイセイネンガツニチモク

								　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室 バショイマバリシミンカイカンダイカイギシツ

								　　　　　司会　：　専務理事　　黒瀬　太樹　君 シカイセンムリジクロセタイキクン

		１.				開会 カイカイ

		２.				定足数の確認 テイソクスウカクニン

		３.				議長選出 ギチョウセンシュツ

		４.				議事録作成人及び署名人指名 ギジロクサクセイニンオヨショメイニンシメイ

		５.				審議事項の確認及び追加議案有無の確認 シンギジコウカクニンオヨツイカギアンウムカクニン

		６.				審議事項 シンギジコウ

						　１号議案　2017年度　(公社)今治青年会議所　事業及び会計報告承認の件 ゴウギアンネンドコウシャイマバリセイネンカイギショジギョウオヨカイケイホウコクショウニンケン

						　　　　　　　　　　　　　　貸借対照表 タイシャクタイショウヒョウ

						　　　　　　　　　　　　　　正味財産増減計算書 ショウミザイサンゾウゲンケイサンカ

						　　　　　　　　　　　　　　正味財産増減計算書内訳表 ショウミザイサンゾウゲンケイサンカウチワケヒョウ

						　　　　　　　　　　　　　　財産目録 ザイサンモクロク

						　　　　　　　　　　　　　　財務諸表に対する注記 ザイムショヒョウタイチュウキ

						　　　　　　　　　　　　　　什器備品明細表 ジュウキビヒンメイサイヒョウ

						　　　　　　　　　　　　　　監査報告書 カンサホウコクショ

						　２号議案　2018年度　出向者追加承認の件 ゴウギアンネンドシュッコウシャツイカショウニンケン

						　３号議案　2018年度　(公社)今治青年会議所　収支予算書(案)変更承認の件 ゴウギアンネンドコウシャイマバリセイネンカイギショシュウシヨサンショアンヘンコウショウニンケン

		　　　				　４号議案　2018年度　各委員会事業計画・予算(案)変更承認の件 ゴウギアンネンドカクイインカイジギョウケイカクヨサンアンヘンコウショウニンケン

						　５号議案　2016年度　(公社)今治青年会議所　予算(案)承認の件 ゴウギアンネンドコウシャイマバリセイネンカイギショヨサンアンショウニンケン

						　６号議案　その他 ゴウギアンタ

		７.				議長解任 ギチョウカイニン

		８.				閉会 ヘイカイ

								議事録作成人		廣田　純一　君 ヒロタジュンイチクン

								署名人		樫田　仁志　君 カシダジンシクン

								署名人		神道　裕介　君 ジンドウユウスケクン

		第105回臨時総会プログラム ダイカイリンジソウカイ

								　　　　　日時　：　平成30年7月9日(木)　20:10～21:19 ニチジヘイセイネンガツニチモク

								　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室 バショイマバリシミンカイカンダイカイギシツ

								　　　　　司会　：　専務理事　　黒瀬　太樹　君 シカイセンムリジクロセタイキクン

		１.				開会 カイカイ

		２.				定足数の確認 テイソクスウカクニン

		３.				議長選出 ギチョウセンシュツ

		４.				議事録作成人及び署名人指名 ギジロクサクセイニンオヨショメイニンシメイ

		５.				審議事項の確認及び追加議案有無の確認 シンギジコウカクニンオヨツイカギアンウムカクニン

		６.				審議事項 シンギジコウ

						　１号議案　2019年度　出向者追加承認の件 ゴウギアンネンドシュッコウシャツイカショウニンケン

						　２号議案　その他 ゴウギアンタ

		７.				議長解任 ギチョウカイニン

		８.				閉会 ヘイカイ

								議事録作成人		廣田　純一　君 ヒロタジュンイチクン

								署名人		樫田　仁志　君 カシダジンシクン

								署名人		神道　裕介　君 ジンドウユウスケクン

		第106回臨時総会プログラム ダイカイリンジソウカイ

								　　　　　日時　：　平成30年11月15日(木)　20:15～21:18 ニチジヘイセイネンガツニチモク

								　　　　　場所　：　今治市民会館2F 大会議室 バショイマバリシミンカイカンダイカイギシツ

								　　　　　司会　：　専務理事　　黒瀬　太樹　君 シカイセンムリジクロセタイキクン

		１.				開会 カイカイ

		２.				定足数の確認 テイソクスウカクニン

		３.				議長選出 ギチョウセンシュツ

		４.				議事録作成人及び署名人指名 ギジロクサクセイニンオヨショメイニンシメイ

		５.				審議事項の確認及び追加議案有無の確認 シンギジコウカクニンオヨツイカギアンウムカクニン

		６.				審議事項 シンギジコウ

						　１号議案　2018年度　(公社)今治青年会議所　補正予算(案)承認の件 ゴウギアンネンドイマバリセイネンカイギショホセイヨサンアンショウニンケン

						　２号議案　2019年度　(公社)今治青年会議所　組織(案)承認の件 ゴウギアンネンドイマバリセイネンカイギショソシキアンショウニンケン

						　３号議案　2019年度　(公社)今治青年会議所　理事役員(案)承認の件 ゴウギアンネンドイマバリセイネンカイギショリジヤクインアンショウニンケン

						　４号議案　2019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 ゴウギアンネンドイマバリセイネンカイギショリジカイコウセイアンショウニンケン

						　５号議案　2019年度　(公社)今治青年会議所　組織構成(案)承認の件 ゴウギアンネンドイマバリセイネンカイギショソシキコウセイアンショウニンケン

						　６号議案　2019年度　出向者承認の件 ゴウギアンネンドシュッコウシャショウニンケン

						　７号議案　2019年度　取引銀行承認の件 ゴウギアンネンドトリヒキギンコウショウニンケン

						　８号議案　2019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） ゴウギアンネンドイマバリセイネンカイギショシュウシヨサンショアンショウニンケンジギョウヒツミタテキンノゾ

						　９号議案　その他 ゴウギアンホカ

		７.				議長解任 ギチョウカイニン

		８.				閉会 ヘイカイ

								議事録作成人		廣田　純一　君 ヒロタジュンイチクン

								署名人		樫田　仁志　君 カシダジンシクン

								署名人		神道　裕介　君 ジンドウユウスケクン
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1月

		2018年度　公益社団法人今治青年会議所 ネンドコウエキシャダンホウジンイマバリセイネンカイギショ

		第1回定例理事会　議事次第 ダイカイテイレイリジカイギジシダイ

																				日時：2018年1月5日(月)　19:00～22:00 ニチジゲツ

																				場所：（公社）今治青年会議所　事務局 バショコウシャイマバリセイネンカイギショジムキョク

		1.		開会宣言並びに開会ゴング カイカイセンゲンナラカイカイ

		2.		JCIクリード唱和 ショウワ																						副理事長 フクリジチョウ				渡辺　　　仁 ワタナベジン						君 クン

		3.		JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 ナラショウワ																						まちづくり推進委員会　委員長 スイシンイインカイイインチョウ				塩見　 仁士 シオミヒトシ						君 クン

		4.		JC宣言朗読並びに綱領唱和 センゲンロウドクナラコウリョウショウワ																						まちづくり推進委員会　副委員長 スイシンイインカイフクイインチョウ				近藤久仁年 コンドウヒサシジントシ						君 クン

		5.		出席者並びに定足数の確認 シュッセキシャナラテイソクスウカクニン																						総務渉外委員会　委員長 ソウムショウガイイインカイイインチョウ				樫田　 仁志 カシダヒトシ						君 クン

		6.		議事並び配布資料の確認 ギジナラハイフシリョウカクニン																						事務局長 ジムキョクチョウ				神道　 裕介 ジンドウユウスケ						君 クン

		7.		理事長挨拶 リジチョウアイサツ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		8.		直前理事長挨拶 チョクゼンリジチョウアイサツ																						直前理事長 チョクゼンリジチョウ				廣川　 怜史 ヒロカワレイシ						君 クン

		9.		議事録作成人及び署名人指名 ギジロクサクセイニンオヨショメイニンシメイ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		10.		報告事項 ホウコクジコウ

				1)		理事長 リジチョウ

				2)		財務検討会 ザイムケントウカイ

				3)		会員拡大特別室 カイインカクダイトクベツシツ

				4)		その他 タ

		11.		議長選出 ギチョウセンシュツ

		12.		確認事項 カクニンジコウ

				1)		2018年度　理事長所信及び基本資料について ネンドリジチョウショシンオヨキホンシリョウ

				2)		2018年度　各委員会基本方針(案)について ネンドカクイインカイキホンホウシンアン

				3)		2018年度　今治寿太鼓保存会事業計画について ネンドイマバリコトブキタイコホゾンカイジギョウケイカク

				4)		2018年度　各クラブ基本方針(案)について ネンドカクキホンホウシンアン

				5)		第4回次年度理事予定者会議決定事項 ダイカイジネンドリジヨテイシャカイギケッテイジコウ

				6)		その他 タ

		13.		審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認 シンギキョウギトウギジコウカクニンオヨツイカギアンウムカクニン

		14.		審議事項 シンギジコウ

				1)		2017年度　会員褒賞及び残金承認の件 ネンドカイインホウショウオヨザンキンショウニンケン

				2)		2017年度　12月例会・卒業式決算及び残金承認の件 ネンドガツレイカイソツギョウシキケッサンオヨザンキンショウニンケン

				3)		2017年度　港町いまばり魅力発見!!決算及び残金承認の件 ネンドミナトマチミリョクハッケンケッサンオヨザンキンショウニンケン

				4)		2017年度　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）決算及び残金承認の件 ネンドミナトマチミリョクハッケンシンセイオヨコウカイケッサンオヨザンキンショウニンケン

				5)		備品登録承認の件 ビヒントウロクショウニンケン

				6)		2017年度　事業及び会計報告承認の件 ネンドジギョウオヨカイケイホウコクショウニンケン

				7)		退会届承認の件 タイカイトドケショウニンケン

				8)		休会届承認の件 キュウカイトドケショウニンケン

				9)		2018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 ネンドコウシャイマバリセイネンカイギショジネンドリジヨテイシャカイギケッテイジコウショウニンケン

				10)		新入会員審査の件 シンニュウカイインシンサケン

				11)		2018年度　収支予算書(案)変更承認の件 ネンドシュウシヨサンショアンヘンコウショウニンケン

				12)		2018年度　各委員会事業計画・予算(案)変更承認の件 ネンドカクイインカイジギョウケイカクヨサンアンヘンコウショウニンケン

				13)		2018年度　(公社)今治青年会議所　予算(案)承認の件 ネンドコウシャイマバリセイネンカイギショヨサンアンショウニンケン

				14)		JCマンSHIP承認の件 ショウニンケン

				15)		拡大推進ツールの作成承認の件 カクダイスイシンサクセイショウニンケン

				16)		2018年度　名簿付総合基本資料作成承認の件 ネンドメイボツキソウゴウキホンシリョウサクセイショウニンケン

				17)		2018年度　例会・理事会アイテム作成承認の件 ネンドレイカイリジカイサクセイショウニンケン

				18)		1月例会・第104回通常総会開催承認の件 ガツレイカイダイカイツウジョウソウカイカイサイショウニンケン

				19)		今治青年会議所広報計画「これがらの今治JCだ！」企画及び運営承認の件 イマバリセイネンカイギショコウホウケイカクイマバリキカクオヨウンエイショウニンケン

				20)		例会スピーチの企画及び運営承認の件 レイカイキカクオヨウンエイショウニンケン

				21)		第1回今治地域クラウド交流会　後援依頼承認の件 ダイカイイマバリチイキコウリュウカイコウエンイライショウニンケン

				22)		その他 タ

		15.		協議事項 キョウギジコウ

				1)		2月例会の設営・企画及び運営について ガツレイカイセツエイキカクオヨウンエイ

				2)		2月委員会アワー　知っててよかった「NEW JAYCEE」!!開催について ガツイインカイシカイサイ

				3)		超異業種交流会～まだ見ぬと友との出会い～開催について チョウイギョウシュコウリュウカイミトモデアカイサイ

				4)		その他 タ

		16.		討議事項 トウギジコウ

				1)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～開催計画並びに予算(案)について イマムラタアツムラビトユセイシンカイサイケイカクナラヨサンアン

				2)		その他 タ

		17.		議長解任 ギチョウカイニン

		18.		依頼事項 イライジコウ

				1)		会員拡大について カイインカクダイ

				2)		その他 タ

		19.		行事案内 ギョウジアンナイ

				1)		今治少年少女合唱団　第57回定期演奏会 イマバリショウネンショウジョガッショウダンダイカイテイキエンソウカイ										1月9日(火)　10:30～　今治市役所 ガツニチカイマバリシヤクショ

				2)		今治市長表敬訪問 イマバリシチョウヒョウケイホウモン

				3)		第1回合同委員会 ダイカイゴウドウイインカイ

				4)		松山JC　賀詞交歓会 マツヤマガシコウカンカイ

				5)		京都会議について キョウトカイギ										1月19日(金)～21日(日)　京都市内にて ガツニチキンニチニチキョウトシナイ

				6)		愛媛マラソン エヒメ										2月4日(日)　松山市内にて ガツニチニチマツヤマシナイ

				7)		フォーラム今治　ひと＆ひと2018 イマバリ										2月17日(土)　13:00～15:00　今治中央公民館 ガツニチツチイマバリチュウオウコウミンカン

				8)		その他 タ

		20.		決定事項の確認 ケッテイジコウカクニン

		21.		第104回通常総会上程議案のｋ楽人 ダイカイツウジョウソウカイジョウテイギアンラクニン

		22.		第2回定例理事会開催について ダイカイテイレイリジカイカイサイ												2月5日(月)　19:30～　事務局 ガツニチゲツジムキョク

		23.		今後のスケジュールについて コンゴ

				1)		次回議案提出締切日　　　1月24日(水)　24:00まで ジカイギアンテイシュツシメキニチガツニチスイ

				2)		スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ] ニホン

		24.		監事総評 カンジソウヒョウ																						監事 カンジ				西原孝太郎 ニシハラコウタロウ						君 クン

		25		閉会 ヘイカイ





第1回臨時

		2018年度　公益社団法人今治青年会議所 ネンドコウエキシャダンホウジンイマバリセイネンカイギショ

		第1回臨時理事会　議事次第 ダイカイリンジリジカイギジシダイ

																				日時：2018年1月11日(木)　19:10～19:20 ニチジモク

																				場所：JAおちいまばり本店　大会議室 バショホンテンダイカイギシツ

		1.		開会宣言並びに開会ゴング カイカイセンゲンナラカイカイ

		2.		JCIクリード唱和 ショウワ																						青少年育成担当室　室長 セイショウネンイクセイタントウシツシツチョウ				吉本悠太郎 ヨシモトユウタロウ						君 クン

		3.		JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 ナラショウワ																						繋がる心育成委員会　委員長 ツナココロイクセイイインカイイインチョウ				越智　 宏幸 オチヒロユキ						君 クン

		4.		JC宣言朗読並びに綱領唱和 センゲンロウドクナラコウリョウショウワ																						繋がる心育成委員会　副委員長 ツナココロイクセイイインカイフクイインチョウ				白川　　　亨 シラカワトオル						君 クン

		5.		出席者並びに定足数の確認 シュッセキシャナラテイソクスウカクニン																						総務渉外委員会　委員長 ソウムショウガイイインカイイインチョウ				樫田　 仁志 カシダヒトシ						君 クン

		6.		議事並び配布資料の確認 ギジナラハイフシリョウカクニン																						事務局長 ジムキョクチョウ				神道　 裕介 ジンドウユウスケ						君 クン

		7.		理事長挨拶 リジチョウアイサツ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		8.		直前理事長挨拶 チョクゼンリジチョウアイサツ																						直前理事長 チョクゼンリジチョウ				廣川　 怜史 ヒロカワレイシ						君 クン

		9.		議事録作成人及び署名人指名 ギジロクサクセイニンオヨショメイニンシメイ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		10.		報告事項 ホウコクジコウ

				1)		その他 タ

		11.		議長選出 ギチョウセンシュツ

		12.		確認事項 カクニンジコウ

				1)		その他 タ

		13.		審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認 シンギキョウギトウギジコウカクニンオヨツイカギアンウムカクニン

		14.		審議事項 シンギジコウ

				1)		入会金免除の件 ニュウカイキンメンジョケン

				2)		その他 タ

		15.		協議事項 キョウギジコウ

				1)		その他 タ

		16.		討議事項 トウギジコウ

				1)

		17.		議長解任 ギチョウカイニン

		18.		依頼事項 イライジコウ

				1)		その他 タ

		19.		行事案内 ギョウジアンナイ

				1)		その他 タ

		20.		決定事項の確認 ケッテイジコウカクニン

		21.		監事総評 カンジソウヒョウ																						監事 カンジ				武田　 繁親 タケダシゲルオヤ				先輩

		22.		閉会 ヘイカイ





第2回

		2018年度　公益社団法人今治青年会議所 ネンドコウエキシャダンホウジンイマバリセイネンカイギショ

		第2回定例理事会　議事次第 ダイカイテイレイリジカイギジシダイ

																				日時：2018年2月5日(月)　19:30～21:15 ニチジゲツ

																				場所：（公社）今治青年会議所　事務局 バショコウシャイマバリセイネンカイギショジムキョク

		1.		開会宣言並びに開会ゴング カイカイセンゲンナラカイカイ

		2.		JCIクリード唱和 ショウワ																						副理事長 フクリジチョウ				渡辺　　　仁 ワタナベジン						君 クン

		3.		JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 ナラショウワ																						まちづくり推進委員会　委員長 スイシンイインカイイインチョウ				塩見 　仁士 シオミヒトシ						君 クン

		4.		JC宣言朗読並びに綱領唱和 センゲンロウドクナラコウリョウショウワ																						まちづくり推進委員会　副委員長 スイシンイインカイフクイインチョウ				近藤久仁年 コンドウヒサシジントシ						君 クン

		5.		出席者並びに定足数の確認 シュッセキシャナラテイソクスウカクニン																						総務渉外委員会　委員長 ソウムショウガイイインカイイインチョウ				樫田　 仁志 カシダヒトシ						君 クン

		6.		議事並び配布資料の確認 ギジナラハイフシリョウカクニン																						事務局長 ジムキョクチョウ				神道　 裕介 ジンドウユウスケ						君 クン

		7.		理事長挨拶 リジチョウアイサツ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		8.		直前理事長挨拶 チョクゼンリジチョウアイサツ																						直前理事長 チョクゼンリジチョウ				廣川　 怜史 ヒロカワレイシ						君 クン

		9.		議事録作成人及び署名人指名 ギジロクサクセイニンオヨショメイニンシメイ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		10.		報告事項 ホウコクジコウ

				1)		理事長 リジチョウ

				2)		財務検討会 ザイムケントウカイ

				3)		会員拡大特別室 カイインカクダイトクベツシツ

				4)		その他 タ

		11.		議長選出 ギチョウセンシュツ

		12.		確認事項 カクニンジコウ

				1)		第1回定例理事会決定事項 ダイカイテイレイリジカイケッテイジコウ

				2)		第1回臨時理事会決定事項 ダイカイリンジリジカイケッテイジコウ

				3)		その他 タ

		13.		審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認 シンギキョウギトウギジコウカクニンオヨツイカギアンウムカクニン

		14.		審議事項 シンギジコウ

				1)		新入会員審査の件 シンニュウカイインシンサケン

				2)		2018年度　名簿付総合基本資料作成及び発行決算承認の件 ネンドメイボツキソウゴウキホンシリョウサクセイオヨハッコウケッサンショウニンケン

				3)		2018年度　例会・理事会アイテム作成決算及び残金承認の件 ネンドレイカイリジカイサクセイケッサンオヨザンキンショウニンケン

				4)		1月例会・第104回通常総会決算承認の件 ガツレイカイダイカイツウジョウソウカイケッサンショウニンケン

				5)		拡大推進ツールの作成決算及び残金承認の件 カクダイスイシンサクセイケッサンオヨザンキンショウニンケン

				6)		2月例会開催承認の件 ガツレイカイカイサイショウニンケン

				7)		知っててよかった「NEW JAYCEE」!!開催承認の件 シカイサイショウニンケン

				8)		超異業種交流会～まだ見ぬと友との出会い～開催承認の件 チョウイギョウシュコウリュウカイミトモデアカイサイショウニンケン

				9)		その他 タ

		15.		協議事項 キョウギジコウ

				1)		第2エリア合同公式訪問例会開催及び開催日時並びに開催場所変更について ダイゴウドウコウシキホウモンレイカイカイサイオヨカイサイニチジナラカイサイバショヘンコウ

				2)		2018年度　第1回今治JC説明会～知ったらきっと好きになる～開催について ネンドダイカイイマバリセツメイカイシスカイサイ

				3)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～開催計画並びに予算(案)について イマムラタアツムラビトユセイシンカイサイケイカクナラヨサンアン

				4)		その他 タ

		16.		討議事項 トウギジコウ

				1)		その他 タ

		17.		議長解任 ギチョウカイニン

		18.		依頼事項 イライジコウ

				1)		会員拡大について カイインカクダイ

				2)		その他 タ

		19.		行事案内 ギョウジアンナイ

				1)		第2回合同委員会 ダイカイゴウドウイインカイ										2月8日(木)　19:30～　JAおちいまばり本店　会議室 ガツニチモクホンテンカイギシツ

				2)		愛媛ブロック協議会　第1エリア合同公式訪問例会 エヒメキョウギカイダイゴウドウコウシキホウモンレイカイ										2月9日(金)　19:30～　リーガロイヤルホテル新居浜 ガツニチキンニイハマ

				3)		フォーラム今治　ひと＆ひと2018 イマバリ										2月17日(土）　13:00～15:00　今治市中央公民館 ガツニチツチイマバリシチュウオウコウミンカン

				4)		2月シニア交流例会 ガツコウリュウレイカイ										2月19日(月)　19:00～　今治国際ホテル2F　クリスタルホール ガツニチゲツイマバリコクサイ

				5)		(公社)日本青年会議所　四国地区　愛媛ブロック協議会　 コウシャニホンセイネンカイギショシコクチクエヒメキョウギカイ										2月24日(土）　国際ホテル松山 ガツニチツチコクサイマツヤマ

						第2回会員会議所並びに全体会・懇親会 ダイカイカイインカイギショナラゼンタイカイコンシンカイ

				6)		第1回今治地域クラウド交流会 ダイカイイマバリチイキコウリュウカイ										2月24日(土)　14:00～17:00　今治地場産業センター ガツニチツチイマバリジバサンギョウ

				7)		その他 タ

		20.		決定事項の確認 ケッテイジコウカクニン

		21.		第3回定例理事会開催について ダイカイテイレイリジカイカイサイ												3月5日(月)　19:30～　事務局 ガツニチゲツジムキョク

		22.		今後のスケジュールについて コンゴ

				1)		次回議案提出締切日　　　2月21日(水)　24:00まで ジカイギアンテイシュツシメキニチガツニチスイ

				2)		スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ] ニホン

		23.		監事総評 カンジソウヒョウ																						監事 カンジ				黒川　 泰伸 クロカワヤスノブ						君 クン

		24.		閉会 ヘイカイ





第3回

		2018年度　公益社団法人今治青年会議所 ネンドコウエキシャダンホウジンイマバリセイネンカイギショ

		第3回定例理事会　議事次第 ダイカイテイレイリジカイギジシダイ

																				日時：2018年3月5日(月)　19:30～21:35 ニチジゲツ

																				場所：（公社）今治青年会議所　事務局 バショコウシャイマバリセイネンカイギショジムキョク

		1.		開会宣言並びに開会ゴング カイカイセンゲンナラカイカイ

		2.		JCIクリード唱和 ショウワ																						会員交流担当室　室長 カイインコウリュウタントウシツシツチョウ				丹下　 大輔 タンゲダイスケ						君 クン

		3.		JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 ナラショウワ																						会員交流委員会　委員長 カイインコウリュウイインカイイインチョウ				寺尾　　　諭 テラオサトル						君 クン

		4.		JC宣言朗読並びに綱領唱和 センゲンロウドクナラコウリョウショウワ																						会員交流委員会　副委員長 カイインコウリュウイインカイフクイインチョウ				越智　 一成 オチカズナリ						君 クン

		5.		出席者並びに定足数の確認 シュッセキシャナラテイソクスウカクニン																						総務渉外委員会　委員長 ソウムショウガイイインカイイインチョウ				樫田　 仁志 カシダヒトシ						君 クン

		6.		議事並び配布資料の確認 ギジナラハイフシリョウカクニン																						事務局長 ジムキョクチョウ				神道　 裕介 ジンドウユウスケ						君 クン

		7.		理事長挨拶 リジチョウアイサツ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		8.		直前理事長挨拶 チョクゼンリジチョウアイサツ																						直前理事長 チョクゼンリジチョウ				廣川　 怜史 ヒロカワレイシ						君 クン

		9.		議事録作成人及び署名人指名 ギジロクサクセイニンオヨショメイニンシメイ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		10.		報告事項 ホウコクジコウ

				1)		理事長 リジチョウ

				2)		財務検討会 ザイムケントウカイ

				3)		会員拡大特別室 カイインカクダイトクベツシツ

				4)		その他 タ

		11.		議長選出 ギチョウセンシュツ

		12.		確認事項 カクニンジコウ

				1)		第2回定例理事会決定事項 ダイカイテイレイリジカイケッテイジコウ

				2)		その他 タ

		13.		審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認 シンギキョウギトウギジコウカクニンオヨツイカギアンウムカクニン

		14.		審議事項 シンギジコウ

				1)		新入会員決算承認の件 シンニュウカイインケッサンショウニンケン

				2)		2月例会決算承認の件 ガツレイカイケッサンショウニンケン

				3)		知っててよかった「NEW JAYCEE」!!決算承認の件 シケッサンショウニンケン

				4)		第2エリア合同公式訪問例会開催及び日時並びに開催場所変更承認の件 ダイゴウドウコウシキホウモンレイカイカイサイオヨニチジナラカイサイバショヘンコウショウニンケン

				5)		2018年度　第1回今治JC説明会～知ったらきっと好きになる～開催承認の件 ネンドダイカイイマバリセツメイカイシスカイサイショウニンケン

				6)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～開催計画並びに予算(案)承認の件 イマムラタアツムラビトユセイシンカイサイケイカクナラヨサンアンショウニンケン

				7)		その他 タ

		15.		協議事項 キョウギジコウ

				1)		4月例会開催について ガツレイカイカイサイ

				2)		JC目安箱～みんなの問題をみんなで解決!!開催について メヤスバコモンダイカイケツカイサイ

				3)		その他 タ

		16.		討議事項 トウギジコウ

				1)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『田植え』開催について タウカイサイ

				2)		その他 タ

		17.		議長解任 ギチョウカイニン

		18.		依頼事項 イライジコウ

				1)		会員拡大について カイインカクダイ

				2)		第68回JCI ASPAC鹿児島大会事前登録について ダイカイカゴシマタイカイジゼントウロク

				3)		第31回国際アカデミー及びプレアカデミー登録について ダイカイコクサイオヨトウロク

				4)		その他 タ

		19.		行事案内 ギョウジアンナイ

				1)		第3回合同委員会 ダイカイゴウドウイインカイ										3月8日(木)　19:30～　今治市営体育館 ガツニチモクイマバリシエイタイイクカン

				2)		超異業種交流会～まだ見ぬ友との出会い～ チョウイギョウシュコウリュウカイミトモデア										3月9日(金)　19:00～20:30　和風レストラン笹 ガツニチキンワフウササ

				3)		FC今治ホーム開幕戦並びに募金活動 イマバリカイマクセンナラボキンカツドウ										3月11日(日)　10:00～13:00　ありがとうサービス　夢スタジアム ガツニチニチユメ

				4)		第2エリア合同公式訪問例会 ダイゴウドウコウシキホウモンレイカイ										3月20日(火)　18:30～　松山青少年センター ガツニチカマツヤマセイショウネン

				5)		2018年度　会頭訪問 ネンドカイトウホウモン										3月22日(木)　17:00～20:30　道後山の手ホテル ガツニチモクドウゴヤマテ

				6)		今治しまなみライオンズクラブ　結成25周年記念式典並びに祝宴 イマバリケッセイシュウネンキネンシキテンナラシュクエン										3月25日(日)　15:00～　今治国際ホテル2F　クリスタルホール ガツニチニチイマバリコクサイ

				7)		その他 タ

		20.		決定事項の確認 ケッテイジコウカクニン

		21.		第4回定例理事会開催について ダイカイテイレイリジカイカイサイ												4月5日(木)　19:30～　事務局 ガツニチモクジムキョク

		22.		今後のスケジュールについて コンゴ

				1)		次回議案提出締切日　　　3月22日(木)　24:00まで モク

				2)		スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ] ニホン

		23.		監事総評 カンジソウヒョウ																						監事 カンジ				西原孝太郎 ニシハラコウタロウ						君 クン

		24.		閉会 ヘイカイ





第4回

		2018年度　公益社団法人今治青年会議所 ネンドコウエキシャダンホウジンイマバリセイネンカイギショ

		第4回定例理事会　議事次第 ダイカイテイレイリジカイギジシダイ

																				日時：2018年4月5日(木)　19:30～21:34 ニチジモク

																				場所：（公社）今治青年会議所　事務局 バショコウシャイマバリセイネンカイギショジムキョク

		1.		開会宣言並びに開会ゴング カイカイセンゲンナラカイカイ

		2.		JCIクリード唱和 ショウワ																						会員拡大特別室　室長 カイインカクダイトクベツシツシツチョウ				真鍋　 知弘 マナベトモヒロ						君 クン

		3.		JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 ナラショウワ																						副専務理事兼会員拡大特別室事務局長 フクセンムリジケンカイインカクダイトクベツシツジムキョクチョウ				大澤　 広基 オオサワヒロキ						君 クン

		4.		JC宣言朗読並びに綱領唱和 センゲンロウドクナラコウリョウショウワ																						財政局長 ザイセイキョクチョウ				八木　 健吾 ヤギケンゴ						君 クン

		5.		出席者並びに定足数の確認 シュッセキシャナラテイソクスウカクニン																						総務渉外委員会　委員長 ソウムショウガイイインカイイインチョウ				樫田　 仁志 カシダヒトシ						君 クン

		6.		議事並び配布資料の確認 ギジナラハイフシリョウカクニン																						事務局長 ジムキョクチョウ				神道　 裕介 ジンドウユウスケ						君 クン

		7.		理事長挨拶 リジチョウアイサツ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		8.		直前理事長挨拶 チョクゼンリジチョウアイサツ																						直前理事長 チョクゼンリジチョウ				廣川　 怜史 ヒロカワレイシ						君 クン

		9.		議事録作成人及び署名人指名 ギジロクサクセイニンオヨショメイニンシメイ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		10.		報告事項 ホウコクジコウ

				1)		理事長 リジチョウ

				2)		財務検討会 ザイムケントウカイ

				3)		会員拡大特別室 カイインカクダイトクベツシツ

				4)		その他 タ

		11.		議長選出 ギチョウセンシュツ

		12.		確認事項 カクニンジコウ

				1)		第3回定例理事会決定事項 ダイカイテイレイリジカイケッテイジコウ

				2)		その他 タ

		13.		審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認 シンギキョウギトウギジコウカクニンオヨツイカギアンウムカクニン

		14.		審議事項 シンギジコウ

				1)		新入会員審査の件 シンニュウカイインシンサケン

				2)		入会金免除の件 ニュウカイキンメンジョケン

				3)		第2エリア合同公式訪問例会決算及び残金承認の件 ダイゴウドウコウシキホウモンレイカイケッサンオヨザンキンショウニンケン

				4)		超異業種交流会～まだ見ぬ友との出会い～決算承認の件 チョウイギョウシュコウリュウカイミトモデアケッサンショウニンケン

				5)		4月例会開催承認の件 ガツレイカイカイサイショウニンケン

				6)		JC目安箱～みんなの問題をみんなで解決!!開催承認の件 メヤスバコモンダイカイケツカイサイショウニンケン

				7)		その他 タ

		15.		協議事項 キョウギジコウ

				1)		5月例会開催について ガツレイカイカイサイ

				2)		JCダービー～見極めろ!!みんなの能力～開催について ミキワノウリョクカイサイ

				3)		2018年度　第2回今治JC説明会～知れば知るほど好きになる～開催について ネンドダイカイイマバリセツメイカイシシスカイサイ

				4)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『田植え』開催について タウカイサイ

				5)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『保護者説明会』開催について ホゴシャセツメイカイカイサイ

				6)		その他 タ

		16.		討議事項 トウギジコウ

				1)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『観賞会』開催について カンショウカイカイサイ

				2)		その他 タ

		17.		議長解任 ギチョウカイニン

		18.		依頼事項 イライジコウ

				1)		会員拡大について カイインカクダイ

				2)		第68回JCI ASPAC鹿児島大会事前登録について ダイカイカゴシマタイカイジゼントウロク

				3)		第31回国際アカデミー及びプレアカデミー登録について ダイカイコクサイオヨトウロク

				4)		全国大会宮崎大会事前とりまとめについて　　 ゼンコクタイカイミヤザキタイカイジゼン										締切　4月19日(木)まで シメキガツニチモク

				5)		AWARDS SHIKOKU 2018 エントリーについて

				6)		その他 タ

		19.		行事案内 ギョウジアンナイ

				1)		第4回合同委員会 ダイカイゴウドウイインカイ										4月12日(木)　19:30～　JAおちいまばり本店　会議室 ガツニチモクホンテンカイギシツ

				2)		2018年度　第1回今治JC説明会～知ったらきっと好きになる～ ネンドダイカイイマバリセツメイカイシス										4月15日(日)　10:00～11:30　みなとホール ガツニチニチ

				3)		平成30年度　今治少年少女合唱団入卒団式ならびに ヘイセイネンドイマバリショウネンショウジョガッショウダンニュウソツダンシキ										4月28日(土)　13:30～15:30　今治市中央公民館2F　視聴覚室 ガツニチツチイマバリシチュウオウコウミンカンシチョウカクシツ

						今治少年少女合唱団講演会総会 イマバリショウネンショウジョガッショウダンコウエンカイソウカイ

				4)		その他 タ

		20.		決定事項の確認 ケッテイジコウカクニン

		21.		第5回定例理事会開催について ダイカイテイレイリジカイカイサイ												5月7日(月)　19:30～　事務局 ガツニチゲツジムキョク

		22.		今後のスケジュールについて コンゴ

				1)		次回議案提出締切日　　　4月21日(土)　24:00まで ツチ

				2)		スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ] ニホン

		23.		監事総評 カンジソウヒョウ																						監事 カンジ				武田　 繁親 タケダシゲルオヤ				先輩

		24.		閉会 ヘイカイ





第5回

		2018年度　公益社団法人今治青年会議所 ネンドコウエキシャダンホウジンイマバリセイネンカイギショ

		第5回定例理事会　議事次第 ダイカイテイレイリジカイギジシダイ

																				日時：2018年5月7日(月)　19:30～21:25 ニチジゲツ

																				場所：（公社）今治青年会議所　事務局 バショコウシャイマバリセイネンカイギショジムキョク

		1.		開会宣言並びに開会ゴング カイカイセンゲンナラカイカイ

		2.		JCIクリード唱和 ショウワ																						財政局長 ザイセイキョクチョウ				八木　 健吾 ヤギケンゴ						君 クン

		3.		JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 ナラショウワ																						総務渉外委員会　委員長 ソウムショウガイイインカイイインチョウ				樫田　 仁志 カシダヒトシ						君 クン

		4.		JC宣言朗読並びに綱領唱和 センゲンロウドクナラコウリョウショウワ																						総務渉外委員会　副委員長 ソウムショウガイイインカイフクイインチョウ				廣田　 純一 ヒロタジュンイチ						君 クン

		5.		出席者並びに定足数の確認 シュッセキシャナラテイソクスウカクニン																						総務渉外委員会　委員長 ソウムショウガイイインカイイインチョウ				樫田　 仁志 カシダヒトシ						君 クン

		6.		議事並び配布資料の確認 ギジナラハイフシリョウカクニン																						事務局長 ジムキョクチョウ				神道　 裕介 ジンドウユウスケ						君 クン

		7.		理事長挨拶 リジチョウアイサツ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		8.		直前理事長挨拶 チョクゼンリジチョウアイサツ																						直前理事長 チョクゼンリジチョウ				廣川　 怜史 ヒロカワレイシ						君 クン

		9.		議事録作成人及び署名人指名 ギジロクサクセイニンオヨショメイニンシメイ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		10.		報告事項 ホウコクジコウ

				1)		理事長 リジチョウ

				2)		財務検討会 ザイムケントウカイ

				3)		会員拡大特別室 カイインカクダイトクベツシツ

				4)		その他 タ

		11.		議長選出 ギチョウセンシュツ

		12.		確認事項 カクニンジコウ

				1)		第4回定例理事会決定事項 ダイカイテイレイリジカイケッテイジコウ

				2)		その他 タ

		13.		審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認 シンギキョウギトウギジコウカクニンオヨツイカギアンウムカクニン

		14.		審議事項 シンギジコウ

				1)		4月例会決算承認の件 ガツレイカイケッサンショウニンケン

				2)		JC目安箱～みんなの問題をみんなで解決!!決算承認の件 メヤスバコモンダイカイケツケッサンショウニンケン

				3)		2018年度　第1回今治JC説明会～知ったらきっと好きになる～決算承認の件 ネンドダイカイイマバリセツメイカイシスケッサンショウニンケン

				4)		5月例会開催承認の件 ガツレイカイカイサイショウニンケン

				5)		JCダービー～見極めろ!!みんなの能力～開催承認の件 ミキワノウリョクカイサイショウニンケン

				6)		2018年度　第2回今治JC説明会～知れば知るほど好きになる～開催承認の件 ネンドダイカイイマバリセツメイカイシシスカイサイショウニンケン

				7)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『田植え』開催承認の件 イマムラタアツムラビトユイセイシンタウカイサイショウニンケン

				8)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『保護者説明会』開催承認の件 イマムラタアツムラビトユイセイシンホゴシャセツメイカイカイサイショウニンケン

				9)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～開催修正計画並びに補正予算(案)承認の件 イマムラタアツムラビトユイセイシンカイサイシュウセイケイカクナラホセイヨサンアンショウニンケン

				10)		その他 タ

		15.		協議事項 キョウギジコウ

				1)		6月例会開催について ガツレイカイカイサイ

				2)		入会式の企画及び運営について ニュウカイシキキカクオヨウンエイ

				3)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『鑑賞会』開催について イマムラタアツムラビトユイセイシンカンショウカイカイサイ

				4)		その他 タ

		16.		討議事項 トウギジコウ

				1)		その他 タ

		17.		議長解任 ギチョウカイニン

		18.		依頼事項 イライジコウ

				1)		会員拡大について カイインカクダイ

				2)		2018年度　第48回愛媛ブロック大会法皇大会記念式典並びに懇親会について ネンドダイカイエヒメタイカイホウオウタイカイキネンシキテンナラコンシンカイ

				3)		その他 タ

		19.		行事案内 ギョウジアンナイ

				1)		第5回合同委員会 ダイカイゴウドウイインカイ										5月10日(木)　19:30～　JAおちいまばり本店　会議室 ガツニチモクホンテンカイギシツ

				2)		スポーツクラブ　ヨガ教室 キョウシツ										5月14日(月)　19:30～20:30　グリーンピア玉川2F　武道館 ガツニチゲツタマガワブドウカン

				3)		全国城下町シンポジウム松江大会 ゼンコクジョウカマチマツエタイカイ										5月18日(金)～20日(日)　松江市内 ガツニチキンニチニチマツエシナイ

				4)		ASPAC鹿児島大会 カゴシマタイカイ										5月24日(木)～27日(日)　鹿児島市内 ガツニチモクニチニチカゴシマシナイ

				5)		しまなみ原付ツーリング ゲンツキ										5月26日(土)　前夜祭、27日(日)　ツーリング しまなみ海道沿線 ガツニチツチゼンヤサイニチニチカイドウエンセン

				6)		今治寿太鼓保存会45周年記念事業 イマバリコトブキタイコホゾンカイシュウネンキネンジギョウ										6月2日(土)～3日(日)　金沢市 ガツニチツチニチニチカナザワシ

				7)		その他 タ

		20.		決定事項の確認 ケッテイジコウカクニン

		21.		第6回定例理事会開催について ダイカイテイレイリジカイカイサイ												6月5日(火)　19:30～　事務局 ガツニチカジムキョク

		22.		今後のスケジュールについて コンゴ

				1)		次回議案提出締切日　　　5月23日(水)　24:00まで スイ

				2)		スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ] ニホン

		23.		監事総評 カンジソウヒョウ																						監事 カンジ				黒川　 泰伸 クロカワヤスノブ						君 クン

		24.		閉会 ヘイカイ





第2回臨時

		2018年度　公益社団法人今治青年会議所 ネンドコウエキシャダンホウジンイマバリセイネンカイギショ

		第2回臨時理事会　議事次第 ダイカイリンジリジカイギジシダイ

																				日時：2018年5月10日(木)　19:00～19:20 ニチジモク

																				場所：JAおちいまばり本店　大会議室 バショ

		1.		開会宣言並びに開会ゴング カイカイセンゲンナラカイカイ

		2.		JCIクリード唱和 ショウワ																						副理事長 フクリジチョウ				阿曽　 淳也 アソジュンヤ						君 クン

		3.		JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 ナラショウワ																						会員交流担当室　室長 カイインコウリュウタントウシツシツチョウ				丹下　 大輔 タンゲダイスケ						君 クン

		4.		JC宣言朗読並びに綱領唱和 センゲンロウドクナラコウリョウショウワ																						会員交流委員会　委員長 カイインコウリュウイインカイイインチョウ				寺尾　　　諭 テラオサトル						君 クン

		5.		出席者並びに定足数の確認 シュッセキシャナラテイソクスウカクニン																						総務渉外委員会　委員長 ソウムショウガイイインカイイインチョウ				樫田　 仁志 カシダヒトシ						君 クン

		6.		議事並び配布資料の確認 ギジナラハイフシリョウカクニン																						事務局長 ジムキョクチョウ				神道　 裕介 ジンドウユウスケ						君 クン

		7.		理事長挨拶 リジチョウアイサツ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		8.		直前理事長挨拶 チョクゼンリジチョウアイサツ																						直前理事長 チョクゼンリジチョウ				廣川　 怜史 ヒロカワレイシ						君 クン

		9.		議事録作成人及び署名人指名 ギジロクサクセイニンオヨショメイニンシメイ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		10.		報告事項 ホウコクジコウ

				1)		その他 タ

		11.		議長選出 ギチョウセンシュツ

		12.		確認事項 カクニンジコウ

				1)		その他 タ

		13.		審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認 シンギキョウギトウギジコウカクニンオヨツイカギアンウムカクニン

		14.		審議事項 シンギジコウ

				1)		新入会員審査の件 シンニュウカイインシンサケン

				2)		その他 タ

		15.		協議事項 キョウギジコウ

				1)		その他 タ

		16.		討議事項 トウギジコウ

				1)

		17.		議長解任 ギチョウカイニン

		18.		依頼事項 イライジコウ

				1)		その他 タ

		19.		行事案内 ギョウジアンナイ

				1)		その他 タ

		20.		決定事項の確認 ケッテイジコウカクニン

		21.		監事総評 カンジソウヒョウ																						監事 カンジ				西原孝太郎 ニシハラコウタロウ						君 クン

		22.		閉会 ヘイカイ





第6回

		2018年度　公益社団法人今治青年会議所 ネンドコウエキシャダンホウジンイマバリセイネンカイギショ

		第6回定例理事会　議事次第 ダイカイテイレイリジカイギジシダイ

																				日時：2018年6月5日(火)　19:30～22:25 ニチジカ

																				場所：（公社）今治青年会議所　事務局 バショコウシャイマバリセイネンカイギショジムキョク

		1.		開会宣言並びに開会ゴング カイカイセンゲンナラカイカイ

		2.		JCIクリード唱和 ショウワ																						副理事長 フクリジチョウ				渡辺　　　仁 ワタナベジン						君 クン

		3.		JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 ナラショウワ																						青少年育成担当室　室長 セイショウネンイクセイタントウシツシツチョウ				吉本悠太郎 ヨシモトユウタロウ						君 クン

		4.		JC宣言朗読並びに綱領唱和 センゲンロウドクナラコウリョウショウワ																						繋がる心育成委員会　副委員長 ツナココロイクセイイインカイフクイインチョウ				白川　　　亨 シラカワトオル						君 クン

		5.		出席者並びに定足数の確認 シュッセキシャナラテイソクスウカクニン																						総務渉外委員会　委員長 ソウムショウガイイインカイイインチョウ				樫田　 仁志 カシダヒトシ						君 クン

		6.		議事並び配布資料の確認 ギジナラハイフシリョウカクニン																						事務局長 ジムキョクチョウ				神道　 裕介 ジンドウユウスケ						君 クン

		7.		理事長挨拶 リジチョウアイサツ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		8.		直前理事長挨拶 チョクゼンリジチョウアイサツ																						直前理事長 チョクゼンリジチョウ				廣川　 怜史 ヒロカワレイシ						君 クン

		9.		議事録作成人及び署名人指名 ギジロクサクセイニンオヨショメイニンシメイ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		10.		報告事項 ホウコクジコウ

				1)		理事長 リジチョウ

				2)		財務検討会 ザイムケントウカイ

				3)		会員拡大特別室 カイインカクダイトクベツシツ

				4)		その他 タ

		11.		議長選出 ギチョウセンシュツ

		12.		確認事項 カクニンジコウ

				1)		第5回定例理事会決定事項 ダイカイテイレイリジカイケッテイジコウ

				2)		第2回臨時理事会決定事項 ダイカイリンジリジカイケッテイジコウ

				3)		その他 タ

		13.		審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認 シンギキョウギトウギジコウカクニンオヨツイカギアンウムカクニン

		14.		審議事項 シンギジコウ

				1)		新入会員審査の件 シンニュウカイインシンサケン

				2)		5月例会決算承認の件 ガツレイカイケッサンショウニンケン

				3)		JCダービー～見極めろ!!みんなの能力～決算承認の件 ミキワノウリョクケッサンショウニンケン

				4)		次年度理事長選考管理委員会発足の件 ジネンドリジチョウセンコウカンリイインカイホッソクケン

				5)		6月例会開催承認の件 ガツレイカイカイサイショウニンケン

				6)		入会式開催承認の件 ニュウカイシキカイサイショウニンケン

				7)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『観賞会』開催承認の件 カンショウカイカイサイショウニンケン

				8)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～開催修正計画並びに補正予算(案)承認の件 カイサイシュウセイケイカクナラホセイヨサンアンショウニンケン

				9)		海上自転車競走2018　後援依頼承認の件 カイジョウジテンシャキョウソウコウエンイライショウニンケン

				10)		その他 タ

		15.		協議事項 キョウギジコウ

				1)		7月例会・第105回臨時総会開催について ガツレイカイダイカイリンジソウカイカイサイ

				2)		その他 タ

		16.		討議事項 トウギジコウ

				1)		会員交流事業～JC交遊会～開催について カイインコウリュウジギョウコウユウカイカイサイ

				2)		『絶対に一人でやってはいけない超トモダチ大作戦』開催について ゼッタイヒトリチョウダイサクセンカイサイ

				3)		その他 タ

		17.		議長解任 ギチョウカイニン

		18.		依頼事項 イライジコウ

				1)		会員拡大について カイインカクダイ

				2)		2018年度　第48回愛媛ブロック大会法皇大会記念式典並びに懇親会について ネンドダイカイエヒメタイカイホウオウタイカイキネンシキテンナラコンシンカイ

				3)		その他 タ

		19.		行事案内 ギョウジアンナイ

				1)		田んぼアート　保護者説明会 タホゴシャセツメイカイ										6月8日(金)　19:30～　今治市民会館 ガツニチキンイマバリシミンカイカン

				2)		JCカップ　U-11少年少女サッカー全国大会愛媛ブロック予選大会 ショウネンショウジョゼンコクタイカイエヒメヨセンタイカイ										6月10日(日)　大洲総合運動公園 ガツニチニチオオズソウゴウウンドウコウエン

				3)		田んぼアート　『田植え』練習 タウレンシュウ										6月11日(月)　19:30～　さいさいきて屋裏　田んぼ ガツニチゲツヤウラタ

				4)		第6回合同委員会 ダイカイゴウドウイインカイ										6月14日(木)　19:30～　JAおちいまばり本店　会議室 ガツニチモクホンテンカイギシツ

				5)		田んぼアート　『田植え』 タウ										6月17日(日)　8:30～　さいさいきて屋裏　田んぼ ガツニチニチヤウラタ

				6)		新入会員を囲む会 シンニュウカイインカコカイ										6月21日(木)　6月例会終了後　和風レストラン笹 ガツニチモクガツレイカイシュウリョウゴワフウササ

				7)		2018年度　第48回愛媛ブロック大会法皇大会記念式典並びに懇親会 ネンドダイカイエヒメタイカイホウオウタイカイキネンシキテンナラコンシンカイ										6月30日(土)　式典13:30～、懇親会16:00～　四国中央市 ガツニチツチシキテンコンシンカイシコクチュウオウシ

				8)		市民大清掃 シミンダイセイソウ										7月8日(日)　7:00～　はーばりー周辺 ガツニチニチシュウヘン

				9)		2018年度　四国地区大会徳島大会褒賞事業及び基調講演 ネンドシコクチクタイカイトクシマタイカイホウショウジギョウオヨキチョウコウエン								褒賞事業  ホウショウジギョウ		7月14日(土)　12:45～15:30　ホテルクレメント徳島 ガツニチツチトクシマ

														大懇親会  ダイコンシンカイ		7月14日(土)　19:00～21:00　ホテルクレメント徳島 ガツニチツチトクシマ

				10)		その他 タ

		20.		決定事項の確認 ケッテイジコウカクニン

		21.		第7回定例理事会開催について ダイカイテイレイリジカイカイサイ												7月5日(木)　19:30～　事務局 ガツニチモクジムキョク

		22.		今後のスケジュールについて コンゴ

				1)		次回議案提出締切日　　　6月21日(木)　24:00まで モク

				2)		スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ] ニホン

		23.		監事総評 カンジソウヒョウ																						監事 カンジ				武田　 繁親 タケダシゲルオヤ				先輩

		24.		閉会 ヘイカイ





第7回

		2018年度　公益社団法人今治青年会議所 ネンドコウエキシャダンホウジンイマバリセイネンカイギショ

		第7回定例理事会　議事次第 ダイカイテイレイリジカイギジシダイ

																				日時：2018年7月5日(木)　19:30～21:46 ニチジモク

																				場所：（公社）今治青年会議所　事務局 バショコウシャイマバリセイネンカイギショジムキョク

		1.		開会宣言並びに開会ゴング カイカイセンゲンナラカイカイ

		2.		JCIクリード唱和 ショウワ																						副理事長 フクリジチョウ				神道　 裕介 ジンドウユウスケ						君 クン

		3.		JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 ナラショウワ																						総務渉外委員会　委員長 ソウムショウガイイインカイイインチョウ				樫田　 仁志 カシダヒトシ						君 クン

		4.		JC宣言朗読並びに綱領唱和 センゲンロウドクナラコウリョウショウワ																						総務渉外委員会　副委員長 ソウムショウガイイインカイフクイインチョウ				廣田　 純一 ヒロタジュンイチ						君 クン

		5.		出席者並びに定足数の確認 シュッセキシャナラテイソクスウカクニン																						総務渉外委員会　委員長 ソウムショウガイイインカイイインチョウ				樫田　 仁志 カシダヒトシ						君 クン

		6.		議事並び配布資料の確認 ギジナラハイフシリョウカクニン																						事務局長 ジムキョクチョウ				神道　 裕介 ジンドウユウスケ						君 クン

		7.		理事長挨拶 リジチョウアイサツ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		8.		直前理事長挨拶 チョクゼンリジチョウアイサツ																						直前理事長 チョクゼンリジチョウ				廣川　 怜史 ヒロカワレイシ						君 クン

		9.		議事録作成人及び署名人指名 ギジロクサクセイニンオヨショメイニンシメイ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		10.		報告事項 ホウコクジコウ

				1)		理事長 リジチョウ

				2)		財務検討会 ザイムケントウカイ

				3)		会員拡大特別室 カイインカクダイトクベツシツ

				4)		その他 タ

		11.		議長選出 ギチョウセンシュツ

		12.		確認事項 カクニンジコウ

				1)		第6回定例理事会決定事項 ダイカイテイレイリジカイケッテイジコウ

				2)		その他 タ

		13.		審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認 シンギキョウギトウギジコウカクニンオヨツイカギアンウムカクニン

		14.		審議事項 シンギジコウ

				1)		6月例会決算承認の件 ガツレイカイケッサンショウニンケン

				2)		入会式決算承認の件 ニュウカイシキケッサンショウニンケン

				3)		2018年度　第2回今治JC説明会～知れば知るほど好きになる～決算承認の件 ネンドダイカイイマバリセツメイカイシシスケッサンショウニンケン

				4)		2019年度　理事長承認の件 ネンドリジチョウショウニンケン

				5)		7月例会・第105回臨時総会開催承認の件 ガツレイカイダイカイリンジソウカイカイサイショウニンケン

				6)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『保護者説明会』決算及び残金承認の件 ホゴシャセツメイカイケッサンオヨザンキンショウニンケン

				7)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～補正予算(案)承認の件 ホセイヨサンアンショウニンケン

				8)		しまなみランニングバイク選手権2018　後援依頼承認の件 センシュケンコウエンイライショウニンケン

				9)		第32回今治シティマラソン　後援依頼承認の件 ダイカイイマバリコウエンイライショウニンケン

				10)		その他 タ

		15.		協議事項 キョウギジコウ

				1)		8月例会開催について ガツレイカイカイサイ

				2)		みんなで学ぼう!!チームJC～みんながリーダー、みんながフォロワー～開催について マナカイサイ

				3)		会員交流事業～JC交遊会～開催について カイインコウリュウジギョウコウユウカイカイサイ

				4)		『絶対に一人でやってはいけない超トモダチ大作戦』開催について ゼッタイヒトリチョウダイサクセンカイサイ

				5)		その他 タ

		16.		討議事項 トウギジコウ

				1)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『稲刈り』開催について イネカカイサイ

				2)		その他 タ

		17.		議長解任 ギチョウカイニン

		18.		依頼事項 イライジコウ

				1)		会員拡大について カイインカクダイ

				2)		その他 タ

		19.		行事案内 ギョウジアンナイ

				1)		市民大清掃 シミンダイセイソウ										7月8日(日)　7:00～　はーばりー周辺 ガツニチニチシュウヘン

				2)		第7回合同委員会 ダイカイゴウドウイインカイ										7月12日(木)　19:30～　JAおちいまばり本店　会議室 ガツニチモクホンテンカイギシツ

				3)		2018年度　四国地区大会徳島大会褒賞事業及び基調講演 ネンドシコクチクタイカイトクシマタイカイホウショウジギョウオヨキチョウコウエン								褒賞事業  ホウショウジギョウ		7月14日(土)　12:45～15:30　ホテルクレメント徳島 ガツニチツチトクシマ

														大懇親会  ダイコンシンカイ		7月14日(土)　19:00～21:00　ホテルクレメント徳島 ガツニチツチトクシマ

				4)		おんまくJC踊り連　練習 オドレンレンシュウ								第1回  ダイカイ		7月18日(水)　19:00～19:30　吹揚神社 ガツニチスイフヨウジンジャ

														第2回  ダイカイ		7月25日(水)　19:00～19:30　寺尾薬局前 ガツニチスイテラオヤッキョクマエ

				5)		次年度理事長を囲む会 ジネンドリジチョウカコカイ										7月19日(木)　例会終了後　酒仙 ガツニチモクレイカイシュウリョウゴサケセン

				6)		サマーコンファレンス2018　日本創生への奇跡 ニホンソウセイキセキ										7月21日(土)～22日(日)　パシフィコ横浜 ガツニチツチニチニチヨコハマ

				7)		2018年度　第48回愛媛ブロック大会法皇大会記念事業 ネンドダイカイエヒメタイカイホウオウタイカイキネンジギョウ										7月28日(土)　四国中央市 ガツニチツチシコクチュウオウシ

				8)		田んぼアート　『観賞会』 カンショウカイ										7月29日(日)　9:00～12:00　さいさいきて屋裏　田んぼ ガツニチニチヤウラタ

				9)		その他 タ

		20.		決定事項の確認 ケッテイジコウカクニン

		21.		第8回定例理事会開催について ダイカイテイレイリジカイカイサイ												8月6日(月)　19:30～　事務局 ガツニチゲツジムキョク

		22.		今後のスケジュールについて コンゴ

				1)		次回議案提出締切日　　　7月25日(水)　24:00まで スイ

				2)		スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ] ニホン

		23.		監事総評 カンジソウヒョウ																						監事 カンジ				黒川　 泰伸 クロカワヤスノブ						君 クン

		24.		閉会 ヘイカイ





第8回

		2018年度　公益社団法人今治青年会議所 ネンドコウエキシャダンホウジンイマバリセイネンカイギショ

		第8回定例理事会　議事次第 ダイカイテイレイリジカイギジシダイ

																				日時：2018年8月6日(月)　19:30～21:12 ニチジゲツ

																				場所：（公社）今治青年会議所　事務局 バショコウシャイマバリセイネンカイギショジムキョク

		1.		開会宣言並びに開会ゴング カイカイセンゲンナラカイカイ

		2.		JCIクリード唱和 ショウワ																						副理事長 フクリジチョウ				渡辺　　　仁 ワタナベジン						君 クン

		3.		JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 ナラショウワ																						まちづくり推進委員会　委員長 スイシンイインカイイインチョウ				塩見　仁志 シオミヒトシ						君 クン

		4.		JC宣言朗読並びに綱領唱和 センゲンロウドクナラコウリョウショウワ																						まちづくり推進委員会　副委員長 スイシンイインカイフクイインチョウ				近藤久仁年 コンドウヒサシジントシ						君 クン

		5.		出席者並びに定足数の確認 シュッセキシャナラテイソクスウカクニン																						総務渉外委員会　委員長 ソウムショウガイイインカイイインチョウ				樫田　 仁志 カシダヒトシ						君 クン

		6.		議事並び配布資料の確認 ギジナラハイフシリョウカクニン																						事務局長 ジムキョクチョウ				神道　 裕介 ジンドウユウスケ						君 クン

		7.		理事長挨拶 リジチョウアイサツ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		8.		直前理事長挨拶 チョクゼンリジチョウアイサツ																						直前理事長 チョクゼンリジチョウ				廣川　 怜史 ヒロカワレイシ						君 クン

		9.		議事録作成人及び署名人指名 ギジロクサクセイニンオヨショメイニンシメイ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		10.		報告事項 ホウコクジコウ

				1)		理事長 リジチョウ

				2)		財務検討会 ザイムケントウカイ

				3)		会員拡大特別室 カイインカクダイトクベツシツ

				4)		その他 タ

		11.		議長選出 ギチョウセンシュツ

		12.		確認事項 カクニンジコウ

				1)		第7回定例理事会決定事項 ダイカイテイレイリジカイケッテイジコウ

				2)		その他 タ

		13.		審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認 シンギキョウギトウギジコウカクニンオヨツイカギアンウムカクニン

		14.		審議事項 シンギジコウ

				1)		7月例会・第106回臨時総会決算承認の件 ガツレイカイダイカイリンジソウカイケッサンショウニンケン

				2)		8月例会開催承認の件 ガツレイカイカイサイショウニンケン

				3)		みんなで学ぼう!!チームJC～みんながリーダー、みんながフォロワー～開催承認の件 マナカイサイショウニンケン

				4)		会員交流事業～JC交遊会～開催承認の件 カイインコウリュウジギョウコウユウカイカイサイショウニンケン

				5)		『絶対に一人でやってはいけない超トモダチ大作戦』開催承認の件 ゼッタイヒトリチョウダイサクセンカイサイショウニンケン

				6)		次年度理事長選考管理委員会解散承認の件 ジネンドリジチョウセンコウカンリイインカイカイサンショウニンケン

				7)		次年度役委員選考委員会発足承認の件 ジネンドヤクイインセンコウイインカイホッソクショウニンケン

				8)		瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリング大会「サイクリングしまなみ2018」　協力依頼承認の件 セトウチカイドウコクサイタイカイキョウリョクイライショウニンケン

				9)		その他 タ

		15.		協議事項 キョウギジコウ

				1)		9月例会開催について ガツレイカイカイサイ

				2)		決断!!～未来はみんなの手の中～開催について ケツダンミライテナカカイサイ

				3)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『稲刈り』開催について イネカカイサイ

				4)		その他 タ

		16.		討議事項 トウギジコウ

				1)		その他 タ

		17.		議長解任 ギチョウカイニン

		18.		依頼事項 イライジコウ

				1)		会員拡大について カイインカクダイ

				2)		その他 タ

		19.		行事案内 ギョウジアンナイ

				1)		第8回合同委員会 ダイカイゴウドウイインカイ										8月9日(木)　19:30～　JAおちいまばり本店　会議室 ガツニチモクホンテンカイギシツ

				2)		田んぼアート　『観賞会』 カンショウカイ										8月12日(日)　9:00～12:00　さいさいきて屋裏　田んぼ ガツニチニチヤウラタ

				3)		2018年度　8月例会 ネンドガツレイカイ										8月17日(金)　19:30～　今治市民会館 ガツニチキンイマバリシミンカイカン

				4)		Bari Challen University 2018										8月17日(金)～19日(日)　はーばりー ガツニチキンニチニチ

				5)		今治市民カッター大会 イマバリシミンタイカイ										8月26日(日)　8:00～15:00　今治城南堀　 ガツニチニチイマバリシロミナミホリ

				6)		公益社団法人高知青年会議所　創立65周年記念式典・大懇親会 コウエキシャダンホウジンコウチセイネンカイギショソウリツシュウネンキネンシキテンダイコンシンカイ								記念式典  キネンシキテン		9月1日(土)　16:00～17:45　ザ　クラウンパレス新阪急高知　 ガツニチツチシンハンキュウコウチ

														大懇親会  ダイコンシンカイ		9月1日(土)　18:30～21:00　ザ　クラウンパレス新阪急高知　 ガツニチツチシンハンキュウコウチ

				7)		その他 タ

		20.		決定事項の確認 ケッテイジコウカクニン

		21.		第9回定例理事会開催について ダイカイテイレイリジカイカイサイ												9月5日(水)　19:30～　事務局 ガツニチスイジムキョク

		22.		今後のスケジュールについて コンゴ

				1)		次回議案提出締切日　　　8月22日(水)　24:00まで スイ

				2)		スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ] ニホン

		23.		監事総評 カンジソウヒョウ																						監事 カンジ				西原孝太郎 ニシハラコウタロウ						君 クン

		24.		閉会 ヘイカイ





第9回

		2018年度　公益社団法人今治青年会議所 ネンドコウエキシャダンホウジンイマバリセイネンカイギショ

		第9回定例理事会　議事次第 ダイカイテイレイリジカイギジシダイ

																				日時：2018年9月5日(水)　19:30～21:15 ニチジスイ

																				場所：（公社）今治青年会議所　事務局 バショコウシャイマバリセイネンカイギショジムキョク

		1.		開会宣言並びに開会ゴング カイカイセンゲンナラカイカイ

		2.		JCIクリード唱和 ショウワ																						会員拡大特別室　室長 カイインカクダイトクベツシツシツチョウ				真鍋　 知弘 マナベトモヒロ						君 クン

		3.		JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 ナラショウワ																						副専務理事兼会員拡大特別室事務局長 フクセンムリジケンカイインカクダイトクベツシツジムキョクチョウ				大澤　 広基 オオサワヒロキ						君 クン

		4.		JC宣言朗読並びに綱領唱和 センゲンロウドクナラコウリョウショウワ																						財政局長 ザイセイキョクチョウ				八木　 健吾 ヤギケンゴ						君 クン

		5.		出席者並びに定足数の確認 シュッセキシャナラテイソクスウカクニン																						総務渉外委員会　委員長 ソウムショウガイイインカイイインチョウ				樫田　 仁志 カシダヒトシ						君 クン

		6.		議事並び配布資料の確認 ギジナラハイフシリョウカクニン																						事務局長 ジムキョクチョウ				神道　 裕介 ジンドウユウスケ						君 クン

		7.		理事長挨拶 リジチョウアイサツ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		8.		直前理事長挨拶 チョクゼンリジチョウアイサツ																						直前理事長 チョクゼンリジチョウ				廣川　 怜史 ヒロカワレイシ						君 クン

		9.		議事録作成人及び署名人指名 ギジロクサクセイニンオヨショメイニンシメイ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		10.		報告事項 ホウコクジコウ

				1)		理事長 リジチョウ

				2)		財務検討会 ザイムケントウカイ

				3)		会員拡大特別室 カイインカクダイトクベツシツ

				4)		その他 タ

		11.		議長選出 ギチョウセンシュツ

		12.		確認事項 カクニンジコウ

				1)		第8回定例理事会決定事項 ダイカイテイレイリジカイケッテイジコウ

				2)		その他 タ

		13.		審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認 シンギキョウギトウギジコウカクニンオヨツイカギアンウムカクニン

		14.		審議事項 シンギジコウ

				1)		8月例会決算承認の件 ガツレイカイケッサンショウニンケン

				2)		みんなで学ぼう!!チームJC～みんながリーダー、みんながフォロワー～決算及び残金承認の件 マナケッサンオヨザンキンショウニンケン

				3)		9月例会開催承認の件 ガツレイカイカイサイショウニンケン

				4)		決断!!～未来はみんなの手の中～開催承認の件 ケツダンミライテナカカイサイショウニンケン

				5)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『稲刈り』開催承認の件 イネカカイサイショウニンケン

				6)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～開催修正計画並びに補正予算(案)承認の件 カイサイシュウセイケイカクナラホセイヨサンアンショウニンケン

				7)		その他 タ

		15.		協議事項 キョウギジコウ

				1)		10月例会開催について ガツレイカイカイサイ

				2)		今治アテンド大会実行委員会～ベストコンシェルジュは君だ～（仮）開催について イマバリタイカイジッコウイインカイキミカリカイサイ

				3)		その他 タ

		16.		討議事項 トウギジコウ

				1)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『感謝祭』開催について イマムラタアツムラビトユセイシンカンシャサイカイサイ

				2)		その他 タ

		17.		議長解任 ギチョウカイニン

		18.		依頼事項 イライジコウ

				1)		会員拡大について カイインカクダイ

				2)		その他 タ

		19.		行事案内 ギョウジアンナイ

				1)		第9回合同委員会 ダイカイゴウドウイインカイ										9月13日(木)　19:30～22:00　JAおちいまばり本店　会議室 ガツニチモクホンテンカイギシツ

				2)		会員交流事業～JC交遊会～ カイインコウリュウジギョウコウユウカイ										9月16日(日)　12:30～16:00　はーばりー　みなとホール ガツニチニチ

				3)		2018年度　愛媛ブロック協議会　憲法を考えるフォーラム愛媛大会 ネンドエヒメキョウギカイケンポウカンガエヒメタイカイ										9月17日(月)　13:30～15:00　今治市総合福祉センター ガツニチゲツイマバリシソウゴウフクシ

				4)		『絶対に一人でやってはいけない超トモダチ大作戦』　保護者説明会 ゼッタイヒトリチョウダイサクセンホゴシャセツメイカイ										9月19日(水)　20:00～21:00　JAおちいまばり本店　会議室 ガツニチスイホンテンカイギシツ

				5)		2018年度　愛媛ブロック協議会　第9回役員会・会員会議所会議合同会議 ネンドエヒメキョウギカイダイカイヤクインカイカイインカイギショカイギゴウドウカイギ										9月23日(日)　15:00～16:30　JAおちいまばり本店　会議室 ガツニチニチジャオチイマバリホンテン　カイギシツ

														大懇親会  ダイコンシンカイ		9月23日(日)　17:30～19:30　酒仙 ガツニチニチサケセン

				6)		新入会員による事業 シンニュウカイインジギョウ										9月24日(月)　18:00～21:00　今治市営体育館 ガツニチゲツイマバリシエイタイイクカン

				7)		『絶対に一人でやってはいけない超トモダチ大作戦』 ゼッタイヒトリチョウダイサクセン										9月29日(土)～30日(日)　16:00～　 ガツニチツチニチニチ

																ワールドプラザ、浅川造船株式会社湯ノ浦保養所 カブシキユウラホヨウショ

				8)		第4回海上自転車競走 ダイカイカイジョウジテンシャキョウソウ										9月30日(日)　今治城南堀 ガツニチニチイマバリシロミナミホリ

				9)		公益社団法人日本青年会議所　第67回全国大会宮崎大会 コウエキシャダンホウジンニホンセイネンカイギショダイカイゼンコクタイカイミヤザキタイカイ										10月4日(木)～7日(日)　宮崎県宮崎市各所 ガツニチモクニチニチミヤザキケンミヤザキシカクショ

				10)		第32回今治シティマラソン ダイカイイマバリ										10月7日（日）　今治市吹揚小学校グラウンド ガツニチニチイマバリシフヨウショウガッコウ

				11)		その他 タ

		20.		決定事項の確認 ケッテイジコウカクニン

		21.		第10回定例理事会開催について ダイカイテイレイリジカイカイサイ												10月3日(水)　19:30～　事務局 ガツニチスイジムキョク

		22.		今後のスケジュールについて コンゴ

				1)		次回議案提出締切日　　　9月21日(金)　24:00まで キン

				2)		スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ] ニホン

		23.		監事総評 カンジソウヒョウ																						監事 カンジ				武田　 繁親 タケダシゲルオヤ				先輩

		24.		閉会 ヘイカイ





第10回

		2018年度　公益社団法人今治青年会議所 ネンドコウエキシャダンホウジンイマバリセイネンカイギショ

		第10回定例理事会　議事次第 ダイカイテイレイリジカイギジシダイ

																				日時：2018年10月3日(水)　19:30～21:22 ニチジスイ

																				場所：（公社）今治青年会議所　事務局 バショコウシャイマバリセイネンカイギショジムキョク

		1.		開会宣言並びに開会ゴング カイカイセンゲンナラカイカイ

		2.		JCIクリード唱和 ショウワ																						会員交流担当室　室長 カイインコウリュウタントウシツシツチョウ				丹下　 大輔 タンゲダイスケ						君 クン

		3.		JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 ナラショウワ																						会員交流委員会　委員長 カイインコウリュウイインカイイインチョウ				寺尾　　　諭 テラオサトル						君 クン

		4.		JC宣言朗読並びに綱領唱和 センゲンロウドクナラコウリョウショウワ																						会員交流委員会　副委員長 カイインコウリュウイインカイフクイインチョウ				越智　 一成 オチカズナリ						君 クン

		5.		出席者並びに定足数の確認 シュッセキシャナラテイソクスウカクニン																						総務渉外委員会　委員長 ソウムショウガイイインカイイインチョウ				樫田　 仁志 カシダヒトシ						君 クン

		6.		議事並び配布資料の確認 ギジナラハイフシリョウカクニン																						事務局長 ジムキョクチョウ				神道　 裕介 ジンドウユウスケ						君 クン

		7.		理事長挨拶 リジチョウアイサツ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		8.		直前理事長挨拶 チョクゼンリジチョウアイサツ																						直前理事長 チョクゼンリジチョウ				廣川　 怜史 ヒロカワレイシ						君 クン

		9.		議事録作成人及び署名人指名 ギジロクサクセイニンオヨショメイニンシメイ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		10.		報告事項 ホウコクジコウ

				1)		理事長 リジチョウ

				2)		財務検討会 ザイムケントウカイ

				3)		会員拡大特別室 カイインカクダイトクベツシツ

				4)		その他 タ

		11.		議長選出 ギチョウセンシュツ

		12.		確認事項 カクニンジコウ

				1)		第9回定例理事会決定事項 ダイカイテイレイリジカイケッテイジコウ

				2)		その他 タ

		13.		審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認 シンギキョウギトウギジコウカクニンオヨツイカギアンウムカクニン

		14.		審議事項 シンギジコウ

				1)		9月例会決算承認の件 ガツレイカイケッサンショウニンケン

				2)		決断!!～未来はみんなの手の中～決算承認の件 ケツダンミライテナカケッサンショウニンケン

				3)		休憩承認の件 キュウケイショウニンケン

				4)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『田植え』補正予算(案)取り下げ承認の件 イマムラタアツムラビトユセイシンタウホセイヨサンアントサショウニンケン

				5)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～補正予算(案)取り下げ承認の件 イマムラタアツムラビトユセイシンホセイヨサンアントサショウニンケン

				6)		10月例会開催承認の件 ガツレイカイカイサイショウニンケン

				7)		今治アテンド大会実行委員会～ベストコンシェルジュは君だ～開催承認の件 イマバリタイカイジッコウイインカイキミカイサイショウニンケン

				8)		2018年度　褒賞特別委員会発足承認の件 ネンドホウショウトクベツイインカイホッソクショウニンケン

				9)		大学等を核としたまちづくり実行委員会への参画依頼承認の件 ダイガクトウカクジッコウイインカイサンカクイライショウニンケン

				10)		平成30年度今治市社会福祉大会　共産依頼承認の件 ヘイセイネンドイマバリシシャカイフクシタイカイキョウサンイライショウニンケン

				11)		その他 タ

		15.		協議事項 キョウギジコウ

				1)		11月例会・第106回臨時総会開催について ガツレイカイダイカイリンジソウカイカイサイ

				2)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『感謝祭』開催について イマムラタアツムラビトユセイシンカンシャサイカイサイ

				3)		異業種交流会～人との出会いがあなたを変える～開催について イギョウシュコウリュウカイヒトデアカカイサイ

				4)		その他 タ

		16.		討議事項 トウギジコウ

				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 ガツレイカイソツギョウシキカイサイオヨカイサイバショカイサイジコクヘンコウ

				2)		その他 タ

		17.		議長解任 ギチョウカイニン

		18.		依頼事項 イライジコウ

				1)		会員拡大について カイインカクダイ

				2)		その他 タ

		19.		行事案内 ギョウジアンナイ

				1)		公益社団法人日本青年会議所　第67回全国大会宮崎大会 コウエキシャダンホウジンニホンセイネンカイギショダイカイゼンコクタイカイミヤザキタイカイ										10月4日(木)～7日(日)　宮崎県宮崎市各所 ガツニチモクニチニチミヤザキケンミヤザキシカクショ

				2)		第32回今治シティマラソン ダイカイイマバリ										10月7日（日）　今治市吹揚小学校グラウンド ガツニチニチイマバリシフヨウショウガッコウ

				3)		第10回合同委員会 ダイカイゴウドウイインカイ										10月11日(木)　19:30～22:00　JAおちいまばり本店　会議室 ガツニチモクジャオチイマバリホンテン　カイギシツ

				4)		田んぼアート　『稲刈り』 タイネカ										10月14日(日)　9:00～　さいさいきて屋裏　田んぼ ガツニチニチヤウラタ

				5)		公益社団法人日本青年会議所　2019年度事業説明会 コウエキシャダンホウジンニホンセイネンカイギショネンドジギョウセツメイカイ										10月15日(月)　18:30～　ザ　クラウンパレス新阪急高知 ガツニチゲツシンハンキュウコウチ

				6)		第4回海上自転車競走 ダイカイカイジョウジテンシャキョウソウ										10月21日(日)　今治城南堀 ガツニチニチイマバリシロミナミホリ

				7)		一般社団法人因島青年会議所　創立50周年記念大会 イッパンシャダンホウジンインノシマセイネンカイギショソウリツシュウネンキネンタイカイ								式典  シキテン		10月27日(土)　14:00～　因島市民会館 ガツニチツチインノシマシミンカイカン

														祝宴  シュクエン		10月27日(土)　16:00～　芸予文化情報センター ガツニチツチゲイヨブンカジョウホウ

				8)		瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリング大会　サイクリングしまなみ2018 セトウチカイドウコクサイタイカイ										10月28日(日)　しまなみ海道沿線 ガツニチニチカイドウエンセン

				9)		その他 タ

		20.		決定事項の確認 ケッテイジコウカクニン

		21.		第11回定例理事会開催について ダイカイテイレイリジカイカイサイ												11月5日(月)　19:30～　事務局 ガツニチゲツジムキョク

		22.		今後のスケジュールについて コンゴ

				1)		次回議案提出締切日　　　10月24日(水)　24:00まで スイ

				2)		スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ] ニホン

		23.		監事総評 カンジソウヒョウ																						監事 カンジ				黒川　 泰伸 クロカワヤスノブ						君 クン

		24.		閉会 ヘイカイ





第11回

		2018年度　公益社団法人今治青年会議所 ネンドコウエキシャダンホウジンイマバリセイネンカイギショ

		第11回定例理事会　議事次第 ダイカイテイレイリジカイギジシダイ

																				日時：2018年11月5日(月)　19:30～22:14 ニチジゲツ

																				場所：（公社）今治青年会議所　事務局 バショコウシャイマバリセイネンカイギショジムキョク

		1.		開会宣言並びに開会ゴング カイカイセンゲンナラカイカイ

		2.		JCIクリード唱和 ショウワ																						青少年育成担当室　室長 セイショウネンイクセイタントウシツシツチョウ				吉本悠太郎 ヨシモトユウタロウ						君 クン

		3.		JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 ナラショウワ																						繋がる心育成委員会　委員長 ツナココロイクセイイインカイイインチョウ				越智　 宏幸 オチヒロユキ						君 クン

		4.		JC宣言朗読並びに綱領唱和 センゲンロウドクナラコウリョウショウワ																						繋がる心育成委員会　副委員長 ツナココロイクセイイインカイフクイインチョウ				白川　　　亨 シラカワトオル						君 クン

		5.		出席者並びに定足数の確認 シュッセキシャナラテイソクスウカクニン																						総務渉外委員会　委員長 ソウムショウガイイインカイイインチョウ				樫田　 仁志 カシダヒトシ						君 クン

		6.		議事並び配布資料の確認 ギジナラハイフシリョウカクニン																						事務局長 ジムキョクチョウ				神道　 裕介 ジンドウユウスケ						君 クン

		7.		理事長挨拶 リジチョウアイサツ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		8.		直前理事長挨拶 チョクゼンリジチョウアイサツ																						直前理事長 チョクゼンリジチョウ				廣川　 怜史 ヒロカワレイシ						君 クン

		9.		議事録作成人及び署名人指名 ギジロクサクセイニンオヨショメイニンシメイ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		10.		報告事項 ホウコクジコウ

				1)		理事長 リジチョウ

				2)		財務検討会 ザイムケントウカイ

				3)		会員拡大特別室 カイインカクダイトクベツシツ

				4)		その他 タ

		11.		議長選出 ギチョウセンシュツ

		12.		確認事項 カクニンジコウ

				1)		第10回定例理事会決定事項 ダイカイテイレイリジカイケッテイジコウ

				2)		その他 タ

		13.		審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認 シンギキョウギトウギジコウカクニンオヨツイカギアンウムカクニン

		14.		審議事項 シンギジコウ

				1)		会員交流事業～JC交遊会～決算及び残金承認の件 カイインコウリュウジギョウコウユウカイケッサンオヨザンキンショウニンケン

				2)		例会スピーチ決算承認の件 レイカイケッサンショウニンケン

				3)		10月例会決算承認の件 ガツレイカイケッサンショウニンケン

				4)		今治アテンド大会実行委員会～ベストコンシェルジュは君だ～決算承認の件 イマバリタイカイジッコウイインカイキミケッサンショウニンケン

				5)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『田植え』補正予算(案)承認の件 タウホセイヨサンアンショウニンケン

				6)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『観賞会』補正予算(案)承認の件 カンショウカイホセイヨサンアンショウニンノケン

				7)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『稲刈り』補正予算(案)承認の件 イネカホセイヨサンアンショウニンノケン

				8)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～補正予算(案)承認の件 ホセイヨサンアンショウニンノケン

				9)		2018年度　(公社)今治青年会議所　収支補正予算(案)承認の件 ネンドコウシャイマバリセイネンカイギショシュウシホセイヨサンアンショウニンケン

				10)		2019年度　(公社)今治青年会議所　組織(案)承認の件 ソシキアンショウニンケン

				11)		2019年度　(公社)今治青年会議所　理事役員(案)承認の件 リジヤクインアンショウニンケン

				12)		2019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 リジカイコウセイアンショウニンケン

				13)		2019年度　(公社)今治青年会議所　組織構成(案)承認の件 ソシキコウセイアンショウニンケン

				14)		2019年度　出向承認の件 ネンドシュッコウショウニンケン

				15)		2019年度　取引銀行承認の件 ネンドトリヒキギンコウショウニンケン

				16)		2019年度　収支予算書(案)承認の件（事業費・積立金除く） ネンドシュウシヨサンショアンショウニンケンジギョウヒツミタテキンノゾ

				17)		11月例会・第106回臨時総会開催承認の件 ガツレイカイダイカイリンジソウカイカイサイショウニンケン

				18)		次年度役員選考委員会解散承認の件 ジネンドヤクインセンコウイインカイカイサンショウニンケン

				19)		異業種交流会～人との出会いがあなたを変える～開催承認の件 イギョウシュコウリュウカイヒトデアカカイサイショウニンケン

				20)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『感謝祭』開催承認の件 カンシャサイカイサイショウニンケン

				21)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～開催修正計画並びに補正予算(案)承認の件 カイサイシュウセイケイカクナラホセイヨサンアンショウニンケン

				22)		その他 タ

		15.		協議事項 キョウギジコウ

				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 ガツレイカイソツギョウシキカイサイオヨカイサイバショカイサイジコクヘンコウ

				2)		会員褒賞について カイインホウショウ

				3)		その他 タ

		16.		討議事項 トウギジコウ

				1)		その他 タ

		17.		議長解任 ギチョウカイニン

		18.		依頼事項 イライジコウ

				1)		会員拡大について カイインカクダイ

				2)		その他 タ

		19.		行事案内 ギョウジアンナイ

				1)		今治寿太鼓保存会 イマバリコトブキタイコホゾンカイ										11月7日(水)　今治国際ホテル2F　真珠の間 ガツニチスイイマバリコクサイシンジュアイダ

				2)		第11回合同委員会 ダイカイゴウドウイインカイ										11月8日(木)　19:30～22:00　JAおちいまばり本店　会議室 ガツニチモクホンテンカイギシツ

				3)		囲碁将棋倶楽部 イゴショウギクラブ										11月9日(金)　19:30～　ホテル菊水 ガツニチキンキクスイ

				4)		2018年度　愛媛ブロックじゃがいもクラブ秋季大会並びに ネンドエヒメシュウキタイカイナラ										11月11日(日)　滝の宮カントリークラブ ガツニチニチタキミヤ

						第5回今治JCじゃがいも大会「渡辺副会長（タイヤショップ渡辺）杯」 ダイカイイマバリタイカイワタナベフクカイチョウワタナベハイ

				5)		ツールド玉川 タマガワ										11月11日(日)　玉川エリア各所 ガツニチニチタマカワカクショ

				6)		四国における経済・防災フォーラム～四国の未来を輝かそう～ シコクケイザイボウサイシコクミライカガヤ										11月11日(日)　13:00～16:50　アイテム愛媛 ガツニチニチエヒメ

				7)		第2回異業種交流会～人との出会いがあなたを変える～ ダイカイイギョウシュコウリュウカイヒトデアカ										11月13日(火)　19:30～22:00　はーばりー4F ガツニチカ

				8)		2018年度しまなみ3JC合同引継会 ネンドゴウドウヒキツカイ										11月16日(金)　19:30～21:30　和風レストラン笹 ガツニチキンワフウササ

				9)		四国地区　2018・2019　本次年度地区協議会 シコクチクホンジネンドチクキョウギカイ										11月18日(日)　ザ　クラウンパレス新阪急高知 ガツニチニチシンハンキュウコウチ

				10)		田んぼアート　『感謝祭』 タカンシャサイ										11月23日(金)　さいさいきて屋裏　田んぼ ガツニチキンヤウラタ

				11)		愛媛ブロック　本次年度会議 エヒメホンジネンドカイギ										11月24日(土)　リーガロイヤルホテル新居浜 ガツニチツチニイハマ

				12)		卒業生を囲む会 ソツギョウセイカコカイ										11月29日(木)　皆楽荘 ガツニチモクミンナラクソウ

				13)		第1回ゆめこい祭 ダイカイマツ										12月2日(日)　10:00～17:00　岡山理科大学今治キャンパス ガツニチニチオカヤマリカダイガクイマバリ

				14)		その他 タ

		20.		決定事項の確認 ケッテイジコウカクニン

		21.		第12回定例理事会開催について ダイカイテイレイリジカイカイサイ												12月5日(水)　19:00～　事務局 ガツニチスイジムキョク

		22.		今後のスケジュールについて コンゴ

				1)		次回議案提出締切日　　　11月22日(木)　24:00まで モク

				2)		スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ] ニホン

		23.		監事総評 カンジソウヒョウ																						監事 カンジ				西原孝太郎 ニシハラコウタロウ						君 クン

		24.		閉会 ヘイカイ





第12回

		2018年度　公益社団法人今治青年会議所 ネンドコウエキシャダンホウジンイマバリセイネンカイギショ

		第12回定例理事会　議事次第 ダイカイテイレイリジカイギジシダイ

																				日時：2018年12月5日(水)　19:00～21:21 ニチジスイ

																				場所：（公社）今治青年会議所　事務局 バショコウシャイマバリセイネンカイギショジムキョク

		1.		開会宣言並びに開会ゴング カイカイセンゲンナラカイカイ

		2.		JCIクリード唱和 ショウワ																						副理事長 フクリジチョウ				神道　 裕介 ジンドウユウスケ						君 クン

		3.		JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 ナラショウワ																						総務渉外委員会　委員長 ソウムショウガイイインカイイインチョウ				樫田　 仁志 カシダヒトシ						君 クン

		4.		JC宣言朗読並びに綱領唱和 センゲンロウドクナラコウリョウショウワ																						総務渉外委員会　副委員長 ソウムショウガイイインカイフクイインチョウ				廣田　 純一 ヒロタジュンイチ						君 クン

		5.		出席者並びに定足数の確認 シュッセキシャナラテイソクスウカクニン																						総務渉外委員会　委員長 ソウムショウガイイインカイイインチョウ				樫田　 仁志 カシダヒトシ						君 クン

		6.		議事並び配布資料の確認 ギジナラハイフシリョウカクニン																						事務局長 ジムキョクチョウ				神道　 裕介 ジンドウユウスケ						君 クン

		7.		理事長挨拶 リジチョウアイサツ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		8.		直前理事長挨拶 チョクゼンリジチョウアイサツ																						直前理事長 チョクゼンリジチョウ				廣川　 怜史 ヒロカワレイシ						君 クン

		9.		議事録作成人及び署名人指名 ギジロクサクセイニンオヨショメイニンシメイ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		10.		報告事項 ホウコクジコウ

				1)		理事長 リジチョウ

				2)		財務検討会 ザイムケントウカイ

				3)		会員拡大特別室 カイインカクダイトクベツシツ

				4)		その他 タ

		11.		議長選出 ギチョウセンシュツ

		12.		確認事項 カクニンジコウ

				1)		第11回定例理事会決定事項 ダイカイテイレイリジカイケッテイジコウ

				2)		その他 タ

		13.		審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認 シンギキョウギトウギジコウカクニンオヨツイカギアンウムカクニン

		14.		審議事項 シンギジコウ

				1)		11月例会・第106回臨時総会決算承認の件 ガツレイカイダイカイリンジソウカイケッサンショウニンケン

				2)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『田植え』決算及び残金承認の件 タウケッサンオヨザンキンショウニンケン

				3)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『観賞会』決算及び残金承認の件 カンショウカイケッサンオヨザンキンショウニンケン

				4)		今バリィ村「田んぼアート」～集まれ村人！結いの精神でまちづくり～『稲刈り』決算及び残金承認の件 イネカケッサンオヨザンキンショウニンケン

				5)		異業種交流会～人との出会いがあなたを変える～決算承認の件 イギョウシュコウリュウカイヒトデアカケッサンショウニンケン

				6)		JCマンSHIP決算承認の件 ケッサンショウニンケン

				7)		会員褒賞承認の件 カイインホウショウショウニンケン

				8)		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 ガツレイカイソツギョウシキカイサイオヨカイサイバショカイサイジコクヘンコウショウニンケン

				9)		2018年度　会員褒賞特別委員会開催承認の件 ネンドカイインホウショウトクベツイインカイカイサイショウニンケン

				10)		2019年度　出向者追加(案)承認の件 ネンドシュッコウシャツイカアンショウニンケン

				11)		2019年度　各委員会事業計画・予算(案)承認の件 ネンドカクイインカイジギョウケイカクヨサンアンショウニンケン

				12)		その他 タ

		15.		協議事項 キョウギジコウ

				1)		その他 タ

		16.		討議事項 トウギジコウ

				1)		その他 タ

		17.		議長解任 ギチョウカイニン

		18.		依頼事項 イライジコウ

				1)		2018年度事業報告書さくせいについて ネンドジギョウホウコクショ										提出期限：12月31日　24:00まで　 テイシュツキゲンガツニチ

				2)		会費及び例会・理事会ファインについて カイヒオヨレイカイリジカイ

				3)		監査について カンサ										12月26日(水)　19:30～　(公社)今治青年会議所事務局 ガツニチスイコウシャイマバリセイネンカイギショジムキョク

				4)		事務局年末大掃除について ジムキョクネンマツオオソウジ										12月27日(木)　10:00～ ガツニチモク

				5)		事務局会議の引継ぎについて ジムキョクカイギヒキツ

				6)		その他 タ

		19.		行事案内 ギョウジアンナイ

				1)		JCI3コース										12月9日(日)　受付：8:45～　松山青少年センター ガツニチニチウケツケマツヤマセイショウネン

				2)		スポーツクラブ　ボウリング大会及び総会 タイカイオヨソウカイ								ボウリング大会  タイカイ		12月18日(火)　19:00～　フジグラン今治ワンダーボウル ガツニチカイマバリ

														総会  ソウカイ		12月18日(火)　21:00～　酔虎電 ガツニチカヨトラデン

				3)		シニアクラブ12月例会・納会 ガツレイカイノウカイ										12月19日(水)　19:00～　和風レストラン笹 ガツニチスイワフウササ

				4)		その他 タ

		20.		決定事項の確認 ケッテイジコウカクニン

		21.		今後のスケジュールについて コンゴ

				1)		次回議案提出締切日　　　12月24日(月)　24:00まで ゲツ

				2)		スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ] ニホン

		22.		監事総評 カンジソウヒョウ																						監事 カンジ				武田　 繁親 タケダシゲルオヤ				先輩

				閉会 ヘイカイ





原紙

		2018年度　公益社団法人今治青年会議所 ネンドコウエキシャダンホウジンイマバリセイネンカイギショ

		第回定例理事会　議事次第 ダイカイテイレイリジカイギジシダイ

																				日時：2018年月日()　19:30～ ニチジ

																				場所：（公社）今治青年会議所　事務局 バショコウシャイマバリセイネンカイギショジムキョク

		1.		開会宣言並びに開会ゴング カイカイセンゲンナラカイカイ

		2.		JCIクリード唱和 ショウワ																																君 クン

		3.		JCIミッション唱和並びにJCIビジョン唱和 ナラショウワ																																君 クン

		4.		JC宣言朗読並びに綱領唱和 センゲンロウドクナラコウリョウショウワ																																君 クン

		5.		出席者並びに定足数の確認 シュッセキシャナラテイソクスウカクニン																						総務渉外委員会　委員長 ソウムショウガイイインカイイインチョウ				樫田　 仁志 カシダヒトシ						君 クン

		6.		議事並び配布資料の確認 ギジナラハイフシリョウカクニン																						事務局長 ジムキョクチョウ				神道　 裕介 ジンドウユウスケ						君 クン

		7.		理事長挨拶 リジチョウアイサツ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		8.		直前理事長挨拶 チョクゼンリジチョウアイサツ																						直前理事長 チョクゼンリジチョウ				廣川　 怜史 ヒロカワレイシ						君 クン

		9.		議事録作成人及び署名人指名 ギジロクサクセイニンオヨショメイニンシメイ																						理事長 リジチョウ				山岡　 太郎 ヤマオカタロウ						君 クン

		10.		報告事項 ホウコクジコウ

				1)		理事長 リジチョウ

				2)		財務検討会 ザイムケントウカイ

				3)		会員拡大特別室 カイインカクダイトクベツシツ

				4)		その他 タ

		11.		議長選出 ギチョウセンシュツ

		12.		確認事項 カクニンジコウ

				1)		第回定例理事会決定事項 ダイカイテイレイリジカイケッテイジコウ

				2)		その他 タ

		13.		審議・協議・討議事項の確認及び追加議案有無の確認 シンギキョウギトウギジコウカクニンオヨツイカギアンウムカクニン

		14.		審議事項 シンギジコウ

				1)

				2)

				3)

				4)

				5)

				6)

				7)

				8)

				9)

				10)

		15.		協議事項 キョウギジコウ

				1)

				2)

				3)

				4)

				5)

		16.		討議事項 トウギジコウ

				1)

		17.		議長解任 ギチョウカイニン

		18.		依頼事項 イライジコウ

				1)		会員拡大について カイインカクダイ

				2)

		19.		行事案内 ギョウジアンナイ

				1)												１１１１

				2)

				3)

				4)

				5)

				6)

				7)

				8)

				9)

		20.		決定事項の確認 ケッテイジコウカクニン

		21.		第回定例理事会開催について ダイカイテイレイリジカイカイサイ												月日()　19:30～　事務局 ガツニチジムキョク

		22.		今後のスケジュールについて コンゴ

				1)		次回議案提出締切日　　　月日()　24:00まで

				2)		スケジュール　[ LOM ・ ブロック ・ 地区 ・ 日本 ] ニホン

		23.		監事総評 カンジソウヒョウ																						監事 カンジ										君 クン

		24.		閉会 ヘイカイ






Sheet1

		次年度理事長選考管理委員会報告

				次年度理事長選考管理委員会 ジネンドリジチョウセンコウカンリイインカイ

		42,160		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 ダイカイテイレイリジカイ

				承認を経て、次年度理事長選考管理委員会を置く。 オ

				　○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。 ヤクインセンニンキテイダイジョウカクイインカイメイカンリイインコウセイ

				　○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。 カンリイインカンリイインチョウメイサダ

				　　　管理委員長　…　総務渉外委員会委員長　　樫田仁志 カンリイインチョウソウムショウガイイインカイイインチョウカシダヒトシ

				　○立候補届出期間　…　平成30年 6月 6日(水)～平成30年 6月19日(火) リッコウホトドケデキカンヘイセイネンガツニチスイヘイセイネンガツニチカ

		6月 6日 ガツニチ		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。 ヤクインセンニンキテイダイジョウダイコウダイゴウコクジソウフ

		42,174		役員選任規程第11条第１項及び第２項により、渡辺　仁君から立候補届出あり。 ワタナベジンクンリッコウホトドケデ

		42,176		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。 イマバリシミンカイカンジネンドリジチョウセンコウカンリイインカイカイサイ

				　○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。 ショルイシンサケントドケデショルイトウフビジンブツテキモウブン

				　○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 ギケツホウホウヤクインセンニンキテイダイジョウダイコウリッコウホシャメイカイギ

				　　　　　　　　　　議長の決するところによる。 ギチョウケッ

		7月 5日 ガツニチ		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 ヤクインセンニンキテイダイジョウダイカイテイレイリジカイショメンケッカ

				報告。

				　○４号議案　2019年度理事長承認の件 ゴウギアンネンドリジチョウショウニンケン

				　　樫田次年度理事長選考管理委員会委員長より、議案説明あり。 カシダジネンドリジチョウセンコウカンリイインカイイインチョウギアンセツメイ

				　　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渡辺　仁君の書類審査を行い、 ジネンドリジチョウセンコウカンリイインカイカイサイリッコウホトドケデワタナベジンクンショルイシンサオコナ

				　　書類等に不備なく受理したとの報告あり。 ショルイトウフビジュリホウコク

				　　審議の結果、全員の拍手でもって原案を可決承認。 シンギケッカゼンインハクシュゲンアンカケツショウニン

				　　次年度理事長立候補者　渡辺　仁君より挨拶あり。 ジネンドリジチョウリッコウホシャワタナベジンクンアイサツ

		7月 6日 ガツニチ		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。 ヤクインセンニンキテイダイジョウセイカイインコクジオヨリッコウホシャイケンショケイレキショスイセンシャメイボソウフ

		42,204		第105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、渡辺　仁君が決定。 ダイカイリンジソウカイゼンインハクシュジネンドリジチョウヨテイシャワタナベジンクンケッテイ

		8月 6日 ガツニチ		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、 ヤクインセンニンキテイダイジョウリジチョウセンニンカクテイゴダイカイテイレイリジカイ

				次年度理事長選考管理委員会を解散。 カンリイインカイカイサン
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