
 

 

 

 

議 事 次 第 

 

日 時：2018 年 10 月 16 日（火）19:00～ 

場 所：オーワホテル 

司 会：専務理事候補者  堤 義明 君 

     (以下、候補者省略) 

 

 

01 開会の辞                                                        【副理事長 野間幹雄君】 

 2 ＪＣＩCreed・ＪＣＩMission 並びにＪＣＩVision 唱和            【理事 南浩一君】 

 3 ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和                       【理事 佐藤伸君】 

4 一般社団法人岡崎青年会議所 2019 年度活動スローガン唱和              【理事 鈴木洸平君】 

5 出席者確認並びに理事会成立宣言                       【総務委員会】 

 6 議事録作成並びに議事録署名人の指名         【副理事長 天野慎介君・理事  鈴木洸平君】 

 7 配布資料並びに議題の確認                    【総務委員長 稲吉章宏君】 

 8 前回議事録の確認                   【副理事長 野間幹雄君・理事  佐藤伸君】 

 9 理事長挨拶並びに報告                        【理事長 新美紀善君】 

10 直前理事長挨拶                        【直前理事長 竹内博剛君】 

11 副理事長挨拶                            【副理事長 深谷竜太君】 

  12  審議事項 

      12-1) 全員参加行事（案）承認の件                                        【理事長提案】 

      12-2) 預託金制度導入（案）承認の件                                      【理事長提案】 

      12-3) その他 

 13 協議事項 

      13-1) その他 

  14  報告事項 

      14-1) アンケート（対内用・対外用）の作成及び検証の件                 【魅力向上委員会】 

    14-2) 委員会記録管理の件                                                 【総務委員会】 

      14-3) その他 

 15 依頼・要望・確認事項 

      15-1) 名刺作成の手配の件                                                 【総務委員会】 

      15-2) 竜桜会の設営の件                                  【有権者意識醸成委員会】 

      15-3) 第 46 回ＪＣ青年の船「とうかい号」一般乗船者募集及び申込みの手続きの件 

【未来の国宝育成委員会】 

      15-4) その他                          

 16 意見交換 

   16-1) その他 

 17 次回開催日・場所の確認 ［2018年11月13日(火)19:00〜・オーワホテル］             

議案上程日：2018年11月08日（木）18:00まで 

 18 監事所見                    【監事 児玉真二君・監事 三田村康弘君】 

19  閉会の辞                             【副理事長 神道裕君】 

一般社団法人岡崎青年会議所 2019 年度 

第 2 回候補者理事会 

 





ＪＣＩ Mission  

 

To provide development opportunities  

that empower young people to create 

positive change  

 

◆和訳 

青年が積極的な変革を創造し開拓するために、

能動的に活動できる機会を提供する。 

 

ＪＣＩ Vision  

 

To be the leading global network of  

young active citizens  

 

◆和訳 

青年の行動的市民活動を支援する国際的な 

ネットワークを持つ先導的機関となる。 





 

 

一般社団法人岡崎青年会議所 

2019年度活動スローガン 

 

 

自己実現 

～人は何のために生きるのか～ 

 

 



事業名 場所

9月14日 金 第1回候補者委員会 岡崎市内各所

9月24日 月 第2回候補者正副理事長会議 （株）アルクス

9月25日 火 第2回西三河10ＪＣ理事長候補者会議 葵カントリークラブ

10月7日 日 2019年度理事長予定者セミナー メディキット県民文化センター

10月12日 金 青春の居酒屋 おぎ乃

10月16日 火 第2回候補者理事会 オーワホテル

日程



一般社団法人岡崎青年会議所 

2019 年度 事業計画書 
 

議案表 

  ●審議 

●議 案 名： 全員参加行事（案）承認の件 

●事 業 名： 全員参加行事 

●委員会名：  

●役 職 名・担当役員名： 理 事 長・新美紀善 ●確認日：2018 年 10 月 11 日 

●役 職 名・議案上程者名： 専務理事・堤義明 ●確認日：2018 年 10 月 10 日 

●役 職 名・議案作成者名： 専務理事・堤義明 ●作成日：2018 年 10 月 10 日 

 
議案上程スケジュール  

討議（○）2018 年 09 月 24 日 第 02 回 候補者正副理事長会議   

協議（○）2018 年 10 月 04 日 第 02 回 候補者議案審査会 

審議（○）2018 年 10 月 16 日 第 02 回 候補者理事会 

 
1.事業要綱 

1-1．事業実施に至る背景 

青年会議所活動は、ＬＯＭが主催する例会や事業、委員会だけにとどまらず、公益社団法

人日本青年会議所や東海地区協議会、愛知ブロック協議会が主催する各種大会も含まれ、多

岐にわたります。近年の一般社団法人岡崎青年会議所の動向を見ると、ＬＯＭ内における所

属委員会の担当例会・委員会以外の行事や各種大会に対しては、参加意欲が希薄になりつつ

あります。一般社団法人岡崎青年会議所メンバーがより多くの学びを得るには、さまざまな

行事への参加を促す必要があります。また、出席すべき行事を明確にするという観点からも

全員参加行事の設定は必要不可欠です。 

 
1-2. 事業の対象者 

対外対象者：なし 

対内対象者：一般社団法人岡崎青年会議所 2019 年度 正会員 76 名（予定） 

 
1-3. 事業目的 

 対外目的：なし 

 対内目的：運営規定第 9条第 2項に基づいて、一般社団法人岡崎青年会議所 2019 年度の全員参 

加行事を定めます。これにより、メンバーそれぞれが高い意識と強い意志を持って 

各行事に臨む機運をつくり、自己成長や学びを得る機会の増加につなげます。各種 

大会に積極的に参加することで、一般社団法人岡崎青年会議所において活用すべき 

点やＬＯＭとしての立ち位置を確認する有効な場とすることも併せて目的とします。 

 
2.事業概要 

2-1．実施日時 

 
2-2. 実施場所・服装 

 
2-3-1．参加員数計画・参加推進方法・対外広報計画（対外対象者） 

 



2-3-2．参加員数計画・参加推進方法（対内対象者） 

参加員数計画：一般社団法人岡崎青年会議所 2019 年度 正会員 76 名（予定） 

参加推進方法 

 01) 委員会単位で、委員長より委員会メンバーに対して各行事への積極的な参加を促していた

だきます。 

 
2-4．予算総額 

 
2-5．外部協力者・協力種別 

 
2-6．実施までのスケジュール  

 
2-7．事業内容の詳細（目的達成のための手法説明・結果検証手法の明記） 

 

2019 年度の全員参加行事を下記の通りに定めます。  

 

定時総会（1 回）・臨時総会  

例会 12 回  

委員会 12回（月 1回）  

 京都会議  

名古屋会議   

東海フォーラム  

サマーコンファレンス  

愛知ブロック大会  

全国大会  

 

※正副理事長会議構成メンバー（理事長、監事、副理事長、議案審査会代表、専務理事、常務

理事、専務理事補佐は正副理事長会議の出席を持って、委員会出席のカウントとします。  

※本議案は全員参加行事を指定するものであり、全員登録を強制するものではありません。た 

だし、愛知ブロック協議会には本年、中根太一委員長を始め多くのメンバーを輩出していま

す。名古屋会議や愛知ブロック大会等の関連行事には積極的な参加推進をします。 

※各種大会の出席カウントは状況により大会ごとに判断し事前に報告いたします。 

 
2-8．同種事業からの引継事項と対策 

 
2-9．本事業の工夫と期待される効果 

01) 全員参加行事を明確にすることで、出席すべき行事が把握できるとともに、積極的な参加 

推進につなげることができる。 

 02) 各種大会に参加することで、ＬＯＭ内の活動では得られないような気付きや学びを習得す 

ることができ、自己成長やＬＯＭへの還元をすることもできる。 

 03）各種大会で出向者をねぎらうことで、ＬＯＭ内の一体感と友情を育むことができる。 

 
2-10．依頼事項   

依頼対象者：一般社団法人岡崎青年会議所 2019 年度 正会員 76名（予定） 

 依頼内容：定める全員参加行事に対して積極的な参加をお願いします。 

 

依頼対象者：一般社団法人岡崎青年会議所 2019 年度理事会構成メンバー 

 依頼内容：他の模範となるよう積極的な参加と、委員会メンバーへの参加推進をお願いしま 



す。 

 

 
2-11. 費用対効果における予備費への影響の有無 

 
2-12.その他 

 【運営規定第 9条第 2項】 

会員の出席率は、総会、例会、委員会及び理事会の議決により正会員が出席すべき行事と定め

られたもの（以下「全員参加の行事」という。）を基準として算出する。 

 
添付資料一覧  

 
前回までの流れ（意見と対応） 

 

●第 02 回候補者正副理事長会議  ●開催日 2018 年 09 月 24 日（月）討議 

 

意見 01)：2-7 正副理事長会議構成メンバーに議案審査会代表を追記してください。 

対応 01)：2-7 正副理事長会議構成メンバーに議案審査会代表を追記しました。 

 

意見 02)：正会員数を 76名に変更してください。 

対応 02)：正会員数を 76名に変更しました。 

 

意見 03)：名前のスペースを削除してください。 

対応 03)：名前のスペースを削除いたしました。 

 

意見 04)：2-4・2-11 のなしを削除してください。 

対応 04)：2-4・2-11 のなしを削除いたしました。 

 

意見 05)：正副理事長構成メンバーを正副理事長会議構成メンバーに修正してください。 

対応 05)：正副理事長構成メンバーを正副理事長会議構成メンバーに修正いたしました。 

 

意見 06)：（月曜日）など曜日を削除してください。 

対応 06)：（月曜日）など曜日を削除し（月）に統一いたしました。 

 

意見 07)：全員参加行事の選定基準を教えてください。 

対応 07): 例年を踏襲しています。各種大会についてメンバー間で多くの意見がありますが、各

種大会には様々なセミナーや研修が行われています。ＬＯＭでは学ぶ事ができない事

を学んでいただく機会の提供や出向しているメンバーの応援も踏まえ本年も例年を踏

襲いたしました。 

 

●第 02 回候補者議案審査会    ●開催日 2018 年 10 月 04 日（木）協議 

 

意見 01)：名前のスペースを削除してください。 

対応 01)：名前のスペースを削除いたしました。 

 

意見 02)：正副理事長会議の意見を記載してください。 

対応 02)：正副理事長会議の意見を記載し対応いたしました。 

 



意見 03)：各種大会の出席カウントの基準を記載してください。 

対応 03)：各種大会の出席カウントは状況により大会ごとに判断し事前に報告いたします。 



一般社団法人岡崎青年会議所 

2019 年度 事業計画書 
 

議案表 

  ●審議 

●議 案 名： 預託金制度導入（案）承認の件 

●事 業 名： 預託金制度導入 

●委員会名：  

●役 職 名・担当役員名： 理 事 長・新美紀善 ●確認日：2018 年 10 月 11 日 

●役 職 名・議案上程者名： 専務理事・堤義明 ●確認日：2018 年 10 月 10 日 

●役 職 名・議案作成者名： 専務理事・堤義明 ●作成日：2018 年 10 月 10 日 

 
議案上程スケジュール  

討議（○）2018 年 09 月 24 日 第 02 回 候補者正副理事長会議   

協議（○）2018 年 10 月 04 日 第 02 回 候補者議案審査会 

審議（○）2018 年 10 月 16 日 第 02 回 候補者理事会 

 
1.事業要綱 

1-1．事業実施に至る背景 

公益社団法人日本青年会議所や東海地区協議会、愛知ブロック協議会が主催する各種大会に参 

加するには、登録料が必要となります。各種大会は登録料収入なくしては運営ができません。一

般社団法人岡崎青年会議所として、大会登録料の支払い遅延や大会サポート委員会の認識不足に

よる支払い忘れなどを防ぎ、手続き上における効率化を図るには、事前に一括徴収する預託金制

度が不可欠です。 

 
1-2. 事業の対象者 

対外対象者：なし 

対内対象者：一般社団法人岡崎青年会議所 2019 年度 正会員 76名（予定） 

 
1-3. 事業目的 

 対外目的：なし 

 対内目的：各種大会における円滑な運営に協力するとともに、大会サポート委員会の登録業務 

の一部を効率化することを目的とします。大会サポート委員会が参加推進に注力で 

きることで、一般社団法人岡崎青年会議所メンバーの参加意欲向上と多くの学びの 

場の創出につなげることも目的とします。 

 
2.事業概要 

2-1．実施日時 

 
2-2. 実施場所・服装 

 
2-3-1．参加員数計画・参加推進方法・対外広報計画（対外対象者） 

 
2-3-2．参加員数計画・参加推進方法（対内対象者） 

 
2-4．予算総額 



 
2-5．外部協力者・協力種別 

 
2-6．実施までのスケジュール  

 2018 年 12 月 10 日（月）納入依頼書をメンバーへ郵送 

 2019 年 01 月 31 日（木）納入完了 

 
2-7．事業内容の詳細（目的達成のための手法説明・結果検証手法の明記） 

 

2019 年度における各種大会への参加推進と、参加登録料の円滑な収集を図るために預託金の納 

入をお願いします。  

 

預託金：40,000 円 

 

 管理者：稲吉章宏委員長  

 

【対象となる大会】 

 1．東海フォーラム（大会登録料）  

2．サマーコンファレンス（大会登録料）  

3．全国大会（大会登録料・大懇親会登録料）  

※対象となる各種大会の登録料実績は下記●を参照。  

 

・預託金は下記の預託金管理口座に繰り入れ、随時引き出すものとします。  

・総務委員会が個別の元帳を作成し、個別に不足金が生じた時点で個々に追加徴収します。  

・メンバーの会社あるいは個人より預り金として処理した後は、支出の都度預り金の払い出し

として処理します。最終的な余剰金は、メンバーの会社または個人に返金します。  

・京都会議・名古屋会議・愛知ブロック大会については、登録料は発生しません。2017 年度ま

で 預託金制度を導入していた愛知ブロック大会については、2019 年度は名古屋会議と同様

に本会計（負担金）より拠出します。  

 

預託金管理口座：岡崎信用金庫 本店営業部 普通 2055841  

一般社団法人岡崎青年会議所 理事長 新美紀善（予定）  

（イッパンシャダンホウジンオカザキセイネンカイギショ リジチョウ ニイミ ノリヨシ） 

※2018 年度中は竹内博剛理事長名義になります。年度更新後に新美紀善理事長へ名義変更予

定です。 

 

 ●過去 5 年間の各種大会登録料実績（円） 

  

大会名  2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

東海フォーラム 大会 10,000 10,000 11,000 8,000 10,000 

サマーコンファレンス 大会 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

愛知ブロック大会 懇親会 3,000 3,000 3,000 3,000 0 

全国大会 大会・大懇親会 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

合計金額  37,000 37,000 38,000 35,000 34,000 

  ※愛知ブロック大会は参考。2019 年度は預託金としての徴収はなし。 

 
2-8．同種事業からの引継事項と対策 

 



2-9．本事業の工夫と期待される効果 

 01) 各種大会の円滑な運営に協力することができ、一般社団法人岡崎青年会議所としての存在 

感を示すことができる。 

 02) 各種大会のサポート委員会の登録手続きを効率化することで、大会サポート委員会が参加 

推進に注力することができる。また、メンバーに対して多くの学びの場を提供することに 

もつながる。 

 
2-10．依頼事項   

 依頼対象者：一般社団法人岡崎青年会議所 2019 年度 正会員 76名（予定） 

 依頼内容：2019 年 01 月 31 日（木）までに納入をお願いします。 

 

依頼対象者：稲吉章宏委員長 

 依頼内容：2018 年 12 月 10 日（月）納入依頼書をメンバーへ郵送をお願いします。 

 
2-11. 費用対効果における予備費への影響の有無 

 
2-12.その他 

 
添付資料一覧  

NO 区分 資料種類 資 料 名 

1 対象 電子 2019 年度預託金納入のお願い 

 
前回までの流れ（意見と対応） 

 

●第 02 回候補者正副理事長会議  ●開催日 2018 年 09 月 24 日（月）討議 

 

意見 01）：稲吉章宏総務委員長の総務を削除してください。 

対応 01)：稲吉章宏総務委員長の総務を削除いたしました。 

 

意見 02）：1-2・2-10 正会員数を 76名に変更してください。 

対応 02)：1-2・2-10 正会員数を 76名に変更いたしました。 

 

意見 03）：名前のスペースを削除してください。 

対応 03)：名前のスペースを削除いたしました。 

 

意見 04）：2019 年度愛知ブロック大会は本会計から払いますか。 

対応 04)：中根太一君を次年度ブロック大会運営委員会として輩出しています。メンバーの皆様

の積極的な参加推進を考え本会計から支払います。 

 

意見 05）：預託金は強制になりますか。 

対応 05)：全員参加行事には各種大会が含まれています。各種大会について参加の可否は個人の

判断に委ねますが、運営上メンバーには参加推進を行う以上、預託金は年会費と同じ

く強制いたします。 

 

意見 06）：（月曜日）など曜日を削除してください。 

対応 06)：（月曜日）など曜日を削除いたしました。 

 

意見 07）：預託金の保管・管理はどうなっていますか。 



対応 07)：以前は事務局のメンバーと事務局員の今松さんが預託金を保管していた金庫の鍵を管

理していましたが 3年前より事務局員の今松さんのみ金庫の鍵を管理しています。 

 

●第 02 回候補者議案審査会    ●開催日 2018 年 10 月 04 日（木）協議 

 

意見 01）：正副理事長会議の意見を記載してください。 

対応 01)：正副理事長会議の意見を記載しました。 

 

意見 02）：預託金を返金する際に渡し忘れなどが考えられますので振込みで対応できませんか。 

対応 02)：口座番号の確認や銀行間の違いで振込み手数料が発生するため例年と同じく現金にて

対応いたします。 



2018年 12月吉日 

正会員 各位 

 

一般社団法人岡崎青年会議所 

2019年度理事長候補者 新美 紀善 

 

2019年度預託金納入のお願い 

 

拝啓 初冬の候、貴殿におかれましては益々ご清祥の事とお慶び申し上げます｡ 

さて、2019年度の預託金につきまして、下記要領にて 2019年 1月 31 日（木）

までに納入をいただきたく、お願い申し上げます｡ 

預託金につきましては、東海フォーラム、サマーコンファレンス、全国大会の

登録料に充当するもので、事務局において個別に厳正な管理をさせていただき、

余剰金が生じた場合は対象行事が全て終了した後に清算し、返金をさせていただ

きます。 

末筆ながら、貴殿のご健勝と今後のご活躍を祈念申し上げます｡ 

敬具 

 

記 

 

１． 振込先  ：岡崎信用金庫 本店営業部 普通 2055841 

２． 名義人  ：一般社団法人岡崎青年会議所 理事長 新美紀善（予定）  

           （イッパンシャダンホウジンオカザキセイネンカイギ 

ショ リジチョウ ニイミ ノリヨシ） 

３． 振込依頼金額 ：40,000円  〔内訳〕預託金 40,000円        

４．   納入期限     ：2019年 1月 31日（木） 

５．   注意事項   ：振込手数料は貴殿にてご負担いただきますようお願い 

       します｡ 

※なお、2018年度中は「理事長 竹内博剛（タケウチ ヒロタカ）」名義になっておりますので、ご注意ください。 

 

※年会費と預託金について、振込先口座番号がそれぞれ異なりますので、お間違

えのないようにご注意ください。 

※不明な点につきましては事務局までお問い合わせ下さい｡（℡0564-53-5045） 

 

以 上 



一般社団法人岡崎青年会議所 

2019 年度 事業計画書 
 

議案表 

  ●報告 

●議 案 名： アンケート（対内用・対外用）の作成及び検証の件 

●事 業 名： アンケート（対内用・対外用）の作成及び検証 

●委員会名： 魅力向上委員会 

●役 職 名・担当 役員名： 副理事長・神道裕 ●確認日：2018 年 10 月 11 日 

●役 職 名・議案上程者名： 委 員 長・永瀬正典 ●確認日：2018 年 10 月 11 日 

●役 職 名・議案作成者名： 委 員 長・永瀬正典 ●作成日：2018 年 10 月 11 日 

 
議案上程スケジュール  

報告（○）2018 年 09 月 24 日 第 02回 候補者正副理事長会議 

報告（○）2018 年 10 月 04 日  第 02回 候補者議案審査会 

報告（○）2018 年 10 月 16 日 第 02回 候補者理事会 

 
1.事業要綱 

1-1．事業実施に至る背景 

一般社団法人岡崎青年会議所は例会、事業の際に、対内、対外に向けたアンケートを実施して

きました。少しずつ改善を行い、参加者のリアクションを効率良く集計、分析し、今後の活動に

活かせる形を模索し続けています。本年度も従来のアンケート内容を見直す事で、決算時におけ

る重要な検証素材となるように、設問の精度を高める必要があります。

 
1-2. 事業の対象者 

対外対象者：岡崎市・幸田町をはじめとする一般市民の方々 

対内対象者：一般社団法人岡崎青年会議所 正会員 76 名（予定） 

 
1-3. 事業目的 

 対外目的：公開型の例会・事業について参加者にアンケートを行い、意見や感想を集約する事

で、次年度以降や今後の事業に繋げる事を目的とします。 

 対外目的：例会・事業におけるメンバーの感想や意見を集約し、分析出来るツールを提供しま

す担当委員会には、アンケートの結果を決算の資料として有効活用して頂き、今後

の例会・事業がより良いものになるよう次年度に引き継ぎます。 

2.事業概要 

2-1．実施日時 

 2019 年 01月 01 日（火）00:00～2019 年 12月 31日（火）23:59 まで 

 
2-2. 実施場所・服装 

実施場所：各例会・事業会場 

 
2-3-1．参加員数計画・参加推進方法・対外広報計画（対外対象者） 

 
2-3-2．参加員数計画・参加推進方法（対内対象者） 

 
2-4．予算総額 



 
2-5．外部協力者・協力種別 

 
2-6．実施までのスケジュール  

 
2-7．事業内容の詳細（目的達成のための手法説明・結果検証手法の明記） 

例会や各種事業において参加者の反応を効率的に集約、分析し、今後の一般社団法人岡崎青

年会議所の活動にフィードバックする為に、対内、対外用のアンケートフォーマットを Word デ

ータにて制作します。 

アンケートは委員長に Word データで配信し、各事業、例会に合わせて決算を意識した内容の

設問が増やせる様式とします。実施、回収、集計は担当委員会が行い、集計後のデータを決算

議案に反映させてください。 

対内用アンケートは例会、事業のタイムスケジュールの裏に印刷する事も可とします。 

  

【アンケート実施の流れ】 

■アンケート実施～回収 

各事業、例会の配布資料と共にアンケートを配布し、事業終了直前に 5 分程の記入時間を設

けて、アンケートの記入をアナウンスで促してください。 

一般の参加者にアンケートを記入してもらう際には、良く使用する SNS にて一般社団法人岡

崎青年会議所の各 SNS をフォローして頂けるように、QR コードを案内してください。 

記入後の回収は事業、例会担当委員会にて回収を行ってください。 

例会や事業後に後日配信でアンケートを行う場合も各例会、事業の担当委員会にて回収を行

ってください。 

※回収の仕方、タイミングに関しては違った形でもかまいません。事業、例会の設えに合わせ、

回収率が高くなる方法を用いてください。 

※アンケートの際に使用する筆記具は事務局備品のペグシルを推奨します。 

 

■アンケートの検証について 

アンケートの集計は担当委員会にて行って頂きます。検証結果を決算議案作成時に反映させ

てください。年度末に魅力向上委員会にてアンケートの有用性を検証し、報告議案を作成する

事で、次年度以降のアンケートの実施、検証方法を改善していきます。 

 
2-8．同種事業からの引継事項と対策 

 
2-9．本事業の工夫と期待される効果 

01）本年度は再びアンケートを無記名制にする事で、メンバーから本音を引き出し、より精度

の高い結果を引き出します。 

02) 楽しかった、あまり楽しくなかったという曖昧な表現ではなく、10 段階評価で採点しても

らう事で、最終的に例会、事業の評価を数値化出来るようにします。 

03) 具体的な内容に関しても、必ず明記する決まりとする事で、今まで以上に多くの意見を集

約出来るようにします。  

04) 主に使用している SNS を聞く設問を追加する事で、以降の広報戦略に活かし、より対象に

合わせたアプローチをする事が出来ます。 

 05) 一般社団法人岡崎青年会議所の各 SNS のアカウントと QRコードを記載する事で、フォロワ

ーの増加とＪＣ活動への認知度向上が期待出来ます。 

 
2-10．依頼事項 

 依頼対象者：各委員長 



 依頼 内容：01)メールにて配信されたフォーマットを元に、各例会・事業に沿っており、なお

かつ決算時に有益になるような設問を記載し、議案作成段階から組み込んでく

ださい。 

       02)各例会・事業を実施する際、配布資料とともにアンケートを配布し、事業終了

直前に 5分ほどの記入時間を設けて、アンケートの記入を促すアナウンスを行

ってください。回答済みアンケートは各例会・事業の担当委員会で回収を行っ

てください。 

       03)回収したアンケートの集計は担当委員会で行い、集計結果を『アンケート集計

テンプレート』に基づき、検証結果を決算議案に反映させてください。 

 
2-11. 費用対効果における予備費への影響の有無 

 
2-12.その他 

 
添付資料一覧  

NO 区分 資料種類 資 料 名 

1 対象 電子 対内用対外事業アンケートフォーマット 

2 対象 電子 対内用対内事業アンケートフォーマット 

3 対象 電子 対外用アンケートフォーマット 

4 対象 電子 対内用アンケート集計テンプレート 

5 対象 電子 対外用アンケート集計テンプレート 

 
前回までの流れ（意見と対応） 

 

●第 02 回候補者正副理事長会議  ●開催日 2018 年 09 月 24日（月）報告 

 

意見 01): 本年度は無記名制のアンケートにしてください。 

対応 01): 無記名制に修正しました。 

  

意見 02): 1-1 背景の最後の行、「対外アンケートに」を「対外アンケートを」修正してくださ 

い。 

対応 02): 「対外アンケートに」に修正しました。 

  

意見 03): 1-2 対内対象者の「正会員 90 名（予定）」を「正会員 76 名（予定）」に修正してくだ

さい。 

対応 03): 「正会員 76名（予定）」に修正しました。 

  

意見 04): 1-3 対内目的の最後の行「。」が抜けています。 

対応 04): 「。」を追加しました。 

  

意見 05): 2.事業概要の上の黄色線が消えています。 

対応 05): 黄色線を追加しました。 

  

意見 06): 2-4 の予算総額は「なし」でなく空白にしてください。 

対応 06): 空白に訂正しました。 

  

意見 07): 対内アンケートの上部あたりに例会、事業の対内目的を記載して下さい。 



対応 07): 「例会、事業の対内目的を記載してください。」を追加しました。 

  

意見 08): 対内アンケートの評価の仕方を一考してください。 

対応 08): 10 段階評価に変更しました。 

  

意見 09): 対内アンケート 2の「参加した」を削除してください。 

対応 09): 対内アンケート 2の「参加した」を削除しました。 

  

意見 10): 対内アンケート 3は「必ず明記してください」と、文言を加えてください。 

対応 10): 対内アンケート 3に「必ず明記してください」と文言を追加しました。 

  

意見 11): 自由に追加できる設問は、決算を意識した内容にするように議案に明記してくださ

い。 

対応 11): 自由に追加できる設問は、決算を意識した内容にするように議案に明記しました。 

  

意見 12): 対外アンケートの設問 4はいらないと思います。 

対応 12): 対外アンケートの設問 4を削除しました。 

  

意見 13): 対外アンケートからもマイナスな意見が集約出来るような設問を設けてください。 

対応 13): マイナスな意見が集約出来る設問を追加しました。 

  

意見 14): 対外アンケートの設問が増えてもいいように SNS の欄を小さくしてください。 

対応 14): SNS の欄を縮小しました。 

 

●第 02 回候補者議案審査会  ●開催日 2018 年 10 月 04 日（木）報告 

 

意見 01): 本当に無記名でいいのか、再度、一考してください。 

対応 01): 再度検討しましたが、メンバーの本音を引き出す為、本年度は無記名制とします。 

  

意見 02): 曜日の表記を統一してください。 

対応 02): 曜日の表記を（火）のように統一しました。 

  

意見 03): メンバー用アンケートの設問 1 に、対内目的の達成度に対する評価を追加してくだ

さい。 

対応 03): メンバー用アンケートの設問 1に、達成度に対する評価を追加しました。 

  

意見 04): メンバー用アンケート 3 の良かった点、悪かった点を、達成した点、達成しなかっ

た点にしてはどうでしょうか。 

対応 04): あまりに直接的な設問にしてしまうと、幅広い意見が集約出来ないと考えますので、

従来のまま、良かった点、悪かった点にします。 

  

意見 05): メンバー用アンケートの設問 4に、例文を書いてあげてください。 

対応 05): 例、本例会を通じて、おかざきの魅力あるスポットを体感し、その魅力を市外の方

に伝えてみようと思いましたか、と明記しました。 

  

意見 06): アンケートの語尾に付く句読点を統一してください。 

対応 06): 句読点を統一しました。 

  



意見 07): 対外用アンケートに記載してある SNS アカウント、QR コードの位置を見やすくして

ください。 

対応 07): SNS アカウント、QRコードの位置を見やすく変更しました。 

  

意見 08): アンケートの回収率が上がるように、回収方法の手法を明記してはどうでしょうか。 

対応 08): 事業、例会の設えによって、配布の仕方、回収の仕方も変わりますので、その都度

担当委員会に考えてもらうようにします。 

  

意見 09): 集計テンプレートの表の中の文字が上寄りになっています。中央揃えにしてくださ

い。 

対応 09): 集計テンプレートの表の中の文字を中央揃えに統一しました。 

  

意見 10): 集計テンプレートの設問 1 の点数が合計点なのか平均点なのか分かり易く明記して

ください。 

対応 10): 評価点を平均点で明記してください。と明記しました。 

 



 
本例会（事業）の対内目的【例会、事業の対内目的を記載してください。】 

 
1.本日の例会（事業）について教えて下さい。（10段階評価で点数を付けてください。） 
【学 び】         良かった  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1     悪かった 
【楽しさ】         良かった   10  9  8  7  6  5  4  3  2  1     悪かった 
【事業目的達成度】 高い    10  9  8  7  6  5  4  3  2  1     低い 

 

2.本日の例会（事業）開催にあたって、何か協力しましたか？（該当項目にチェックしてください。） 
□事前準備（勉強）をした □知人に参加を呼びかけた ※約（    ）名が参加してくれた 

□Facebookなどの SNSで事前告知を行った □チラシ配布を手伝った ※配布枚数（約      枚） 

□ポスター掲示を手伝った ※掲示場所（             ） □その他（              ） 

 

3.本日の例会（事業）で良かった点、悪かった点をできるだけ具体的に教えてください。（必ず明記してください。） 

 
良かった点） 

 
 

悪かった点） 

 

4.【決算内容を意識して設問を追加してください。】 

例、本例会を通じて、おかざきの魅力あるスポットを体感し、その魅力を市外の方に伝えてみようと思いましたか？ 
□設問 □設問 □設問 □設問 □設問 

 

5.設問は何個増やしてもいいです。 
□設問 □設問 □設問 □設問 □設問 

 

その他、本日の例会（事業）に対するご意見・ご要望等ございましたらお聞かせください。  
ご意見・ご要望 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
本例会（事業）の対内目的【例会、事業の対内目的を記載してください。】 

 

1.本日の例会（事業）について教えて下さい。（10段階評価で点数を付けてください。） 
【学 び】     良かった  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1     悪かった 
【楽しさ】     良かった  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1     悪かった 
【事業目的達成度】 高い    10  9  8  7  6  5  4  3  2  1     低い 

 

2.本日の例会（事業）開催にあたって、何か協力しましたか？（該当項目にチェックしてください。）        

□事前準備（勉強）をした □メンバーに参加を呼びかけた □あまり協力できなかった 
 

協力した理由や協力できなかった理由を教えて下さい。 

 

 

3. 本日の例会（事業）で良かった点、悪かった点をできるだけ具体的に教えてください。（必ず明記してください。） 
 
良かった点） 

 
 

悪かった点） 

4.決算内容を意識して設問を追加してください。 

例、本例会を通じて、おかざきの魅力あるスポットを体感し、その魅力を市外の方に伝えてみようと思いましたか？ 
□設問 □設問 □設問 □設問 □設問 

 

5.設問は何個増やしてもいいです。 
□設問 □設問 □設問 □設問 □設問 

 

その他、本日の例会（事業）に対するご意見・ご要望等ございましたらお聞かせください。 
ご意見・ご要望 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.あなたの性別・ご年齢・ご職業を教えてください。（該当項目にチェックしてください。） 
【性別】 □男性 □女性  【ご年齢】 □10代 □20 代 □30代 □40 代 □50 代 □60 代 □70代以上 

【ご職業】 □学生 □会社員 □公務員 □教育関係 □会社役員 □自営業 □主婦、パート □その他(      )  

 

 

2.本日の事業はどちらでお知りになりましたか？（該当項目にチェックしてください。） 
□青年会議所メンバーからの紹介   □友人、知人の紹介   □岡崎青年会議所のウェブサイトを見て 

□チラシ、ポスターを見て ※見かけた場所（           ）  □SNS を見て 

□その他（                           ） 

 

 

3.ご参加のお申し込みはどのようにされましたか？ 
□青年会議所メンバーを通じて □岡崎青年会議所のウェブサイトから □岡崎青年会議所事務局へ連絡して 

□その他（                           ） 

 

 

4.あなたが主にお使いの SNS はなんですか？ 
□Facebook □Twitter □Instagram □使ったことがない □その他（              ） 

 

5.今回の事業で、分かりにくかったことや不便だったことを教えてください。 

 

 

6.ここから自由に設問を追加してください。  
□設問 □設問 □設問 □設問 □設問 

 

 

その他、岡崎青年会議所に対するご意見・ご要望等ございましたらお聞かせください。 
良かった点） 

 
 

悪かった点） 

 

 

一般社団法人岡崎青年会議所 SNS アカウント 

Facebook：okazakijc    Twitter：OKAZAKI_JC     Instagram：okazaki_jc 

                                                                   

 
 



 

 

アンケート集計結果 メンバー用 
 
1.本日の例会（事業）について教えて下さい。（評価点を平均点で明記してください。） 

学び        点 楽しさ  点 達成度  点 

 

2.本日の例会（事業）開催にあたって、何か協力しましたか？ 

事前準備（勉強）をして参加した  知人・メンバーに参加を呼びかけた   

Facebook などの SNS で事前告知を行った  チラシ配布を手伝った   

ポスター掲示を手伝った  その他   

あまり協力できなかった     

 

① 知人に参加を呼びかけ ※合計約（    ）名が参加してくれた 

② チラシ配布を手伝い ※合計配布枚数（約      枚） 

③ ポスター掲示を手伝った ※掲示場  

・ 

・ 

・ 

④ 協力した理由や協力できなかった理由を教えて下さい。 

・ 

・ 

・ 

 

 

3.本日の例会（事業）で良かった点、悪かった点をできるだけ具体的に教えて下さい。 

【良かった点】 

・ 

・ 

・ 

 

【悪かった点】 

・ 

・ 

・ 

 

4.【決算内容を意識して設問を追加してください。】 
・ 

・ 

・ 

 

その他、本日の例会（事業）に対するご意見・ご要望等ございましたらお聞かせください。 
・ 

・ 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



アンケート集計結果 対外用 
 

1. あなたの性別・ご年齢・ご職業を教えてください。（該当項目にチェックしてください。） 

性別 男性    

女性    

 

 

 

 

2.本日の事業はどちらでお知りになりましたか？（該当項目にチェックしてください。） 

青年会議所メンバーからの紹介  チラシ、ポスターを見て    

友人、知人の紹介  SNS を見て    

岡崎青年会議所のウェブサイトを見て  その他    

① チラシ、ポスターを見かけた場所（           ） 

② その他（                           ） 

    

3.ご参加のお申し込みはどのようにしてされましたか？ 

青年会議所メンバーを通じて  岡崎青年会議所事務局へ連絡して    

岡崎青年会議所のウェブサイトから  その他    

その他のお申し込み方法（                           ） 

 

4.あなたが主にお使いの SNS は何ですか？ 

Facebook  Twitter    

Instagram  使ったことがない    

 その他（                   ） 

 

5.今回の事業で分かりにくかったことや不便だったことを教えてください。 

・ 

・ 

・ 

6.ここから自由に設問を追加してください。・ 
・ 

・ 

・ 

 

その他、岡崎青年会議所に対するご意見・ご要望等ございましたらお聞かせください。 

・ 

・ 

・ 

 

ご年齢 
10 代  50 代  

20 代  60 代  

30 代  70 代以上  

40 代    

 

ご職業 
学生  会社役員  

会社員  自営業  

公務員  主婦、パート  

教育関係  その他  



一般社団法人岡崎青年会議所 

2019 年度 事業計画書 
 

議案表 

  ●報告 

●議 案 名： 委員会記録管理の件 

●事 業 名： 委員会記録管理 

●委員会名： 総務委員会 

●役 職 名・担 当役員名： 常務理事・市田侑希 ●確認日：2018 年 10 月 11 日 

●役 職 名・議案上程者名： 委 員 長・稲吉章宏 ●確認日：2018 年 10 月 11 日 

●役 職 名・議案作成者名： 委 員 長・稲吉章宏 ●作成日：2018 年 10 月 10 日 

 
議案上程スケジュール  

報告（○）2018 年 10 月 16 日 第 02 回 候補者理事会 

 
1.事業要綱 

1-1．事業実施に至る背景 

 
1-2. 事業の対象者 

 
1-3. 事業目的 

 
2.事業概要 

 
2-2. 実施場所・服装 

 
2-3-1．参加員数計画・参加推進方法・対外広報計画（対外対象者） 

 
2-3-2．参加員数計画・参加推進方法（対内対象者） 

 
2-4．予算総額 

 
2-5．外部協力者・協力種別 

 
2-6．実施までのスケジュール 

 
2-7．事業内容の詳細（目的達成のための手法説明・結果検証手法の明記） 

2018 年 09 月度候補者委員会記録を報告致します。 

委員会名 委員会記録 ファイル名 

魅力向上委員会 第 1回候補者委員会記録 魅力向上委員会 190914 

未来の国宝育成委員会 第 1回候補者委員会記録 未来の国宝育成委員会 190914 

自己革新委員会 第 1回候補者委員会記録 自己革新委員会 190914 

災害安全委員会 第 1回候補者委員会記録 災害安全委員会 190914 

有権者意識醸成委員会 第 1回候補者委員会記録 有権者意識醸成委員会 190914 

総務委員会 第 1回候補者委員会記録 総務委員会 190914 

 



2-8．同種事業からの引継事項と対策 

 
2-9．本事業の工夫と期待される効果

 
2-10．依頼事項 

 依頼対象者：各委員会 委員長 

 依 頼内容：委員会を開催した場合は、2019 年度委員会記録フォーマットに基づき、委員会記

録を作成してください。委員会開催後、5 日以内に PDF にて、下記 2019 年度上

程アドレスへ送信（各担当副理事長へも送信してください）し、10 日以内に事務

局に設置してある委員会ボックスの委員会記録ファイル綴りへ綴り、保管をお願

い致します。尚、ファイル名は「第何回委員会記録（全角スペース）委員会名（全

角スペース）開催月日」としてください。 具体的には下記のとおりです。  

  

具体例）総務委員会が、2019 年 01 月 16 日に第 1 回委員会を開催した場合 

ファイル名：「第 1 回委員会記録 総務委員会 190116」  

  

記  

01.2019 年度上程アドレス 

メールアドレス：2019jyoutei@okazaki-jc.org 

 
2-11. 費用対効果における予備費への影響の有無 

 
2-12.その他 

 
添付資料一覧  

NO 区分 資料種類 資 料 名 

1 対象 電子 委員会記録 

 
前回までの流れ（意見と対応） 



一般社団法人岡崎青年会議所 

2019 年度 第１回候補者委員会記録 

 

委員会名： 魅力向上委員会 

委員長名： 永瀬正典 

記 録 者： 堀直高 

日  時： 2018年 09月 14日(金曜日) 19：00 ～ 21：00  

場  所： 天木 

出 席 者： 永瀬正典、渡辺健一郎、堀直高、金安久文、本間嘉彰、小野哲矢、野畑響平 

公 欠 者： なし 

欠 席 者： 林洋介、朝日禎朗   

オブザーバー： 新美紀善、堤義明、山田真也、神道裕 

委員長確認日： 2018年 09月 16日(日曜日)  

 

審 議 事 項 

1． 理事会報告に対しての意見及び要望 

1-1）一般社団法人岡崎青年会議所 2019 年度組織図（案）承認の件 

     組織図を確認し、ＬＯＭメンバーの委員会配属について確認した 

  1-2) 一般社団法人岡崎青年会議所 2019 年度諸会議日程の件 

     諸会議日程表で理事会や例会などの予定を確認した 

  1-3) 一般社団法人岡崎青年会議所 2019 年度活動スローガンの件 

     自己実現 ～人は何のために生きるのか～ を確認した 

  1-4) 会員カード（家族状況調査書）管理・個人データ集約の件 

      変更がないかその場で確認し、欠席したメンバーには後日伺う事とした 

2．委員会議事並びに審議・協議結果 

議題 1：委員会預託金の件 

10月19日までに預託金を指定口座に入金するよう連絡した 

議題 2：委員会担当事業の件 

・3月例会（対内）について 

       委員長から委員会メンバーに、3月例会は岡崎の様々な魅力スポットを知る例会に 

したいという方針を伝えた 

         ・11月例会（対外）について 

         泰平の祈りを開催する旨を伝えた 

 議題 3：委員会日程の件 

      開催日、場所について 

        基本的に平日の夜に開催。場所は決まった会場でやるのではなく、時期に応じた岡崎

の魅力ある場所で開催する事とした 

3．次回委員会開催日 

  日時：2018年 10月 29日（月曜日）  19:30より 

  場所：岡崎市図書館交流プラザ 3 階和室 



一般社団法人岡崎青年会議所 

2019 年度 第 1回候補者委員会記録 

 

委員会名： 未来の国宝育成委員会 

委員長名： 南浩一 

記 録 者： 谷圭亮 

日  時： 2018年 09月 14 日(金曜日) 19：00 ～ 21：00 

場  所： 御用鮨 

出 席 者： 南浩一、三塩菜摘、谷圭亮、板倉正弥、野村計介、江坂留衣 

公 欠 者： なし 

欠 席 者： 大竹宗、田口隼人、林啓介 

オブザーバー： 新美紀善、堤義明、天野慎介、山田真也 

委員長確認日： 2018年 09月 16 日(日曜日) 

                              

審 議 事 項 

1．理事会報告に対しての意見及び要望 

 ・2019年度一般社団法人岡崎青年会議所組織図（案）が承認の件 

組織図には載っていないがブロックへ中根太一君ほか当委員会からは江坂留衣君が出向する。 

 ・2019年度一般社団法人岡崎青年会議所諸会議日程の件 

配布資料の通り、該当する方はスケジュールをお願いした。 

 ・会員カード（家族状況調査書）管理・個人データ集約の件 

取り纏めを 9月中に幹事が行う。特にメールアドレスなどに気をつけること。 

   

2．委員会議事並びに審議・協議結果 

議題 1：担当副理事長挨拶 

 機会と変革を大事に委員会運営をして欲しい。まずは 0から 1に、そして 1から 100へと皆 

 さんと協力しながら頑張っていきたい。 

議題 2：委員長挨拶 

 魅力的で興味深い、そして楽しい委員会を作っていきたい。特に時間を有効活用した委員会 

 運営を実施していく。 

議題 3：理事長所信（案）やればできるじゃないか！自己実現に向かって 

  出席者全員で読み合わせを実施した。自宅でもしっかり熟読すること。 

 議題 4：副理事長基本方針（案） 

出席者全員で確認した。自宅でもしっかり熟読すること。 

議題 5：委員会預託金の件 

 配布資料の通り、10月 31日までに当委員会銀行口座へ入金をお願いした。 

議題 6：委員会担当事業及び議案上程スケジュールの件 

 5月、10月の公開例会含め 13 の事業の設営及びサポートをしていく。 

 



議題 7：委員会日程の件 

 伝助などを使用し、メンバーが一番多く集まれる日に開催する。原則、会場はりぶらで開催 

 する。  

配布資料 

 ・一般社団法人岡崎青年会議所 2019年度組織図（案） 

 ・理事長所信（案） 

 ・副理事長基本方針（案） 

 ・委員長事業方針（案） 

 ・2019年度諸会議日程表（案） 

 ・家族状況調査書 

 ・個人データ修正確認書 

 ・委員会預託金納入のご案内 

 ・未来の国宝育成委員会事業内容 

 

3．次回委員会開催日 

  日時：2018年 10 月 29 日（月曜日）  19:00より 

  場所：りぶら（予定） 



一般社団法人岡崎青年会議所 

2019 年度 第 1 回候補者委員会記録 

 

委員会名： 自己革新委員会 

委員長名： 佐藤伸 

記 録 者： 小田高之 

日  時： 2018 年 09 月 14 日(金曜日) 19：00 ～ 20：30  

場  所： 居酒屋はせ川 岡崎本店 

出 席 者： 佐藤伸、前田晋作、小田高之、杉浦巨樹、加藤貴春、竹内浩市 

公 欠 者： なし 

欠 席 者： 山下将生、鈴木智順、寺澤悟史、藤原裕 

オブザーバー： 新美紀善、堤義明、深谷竜太、山田真也 

委員長確認日： 2018 年 09 月 15 日(土曜日)  

                                            

審 議 事 項 

1．理事会報告に対しての意見及び要望 

  ・理事長候補者挨拶についての報告 

□「自己実現〜人は何のために生きるのか〜」を暗唱すること 

  ・各メンバーの委員会配属についての報告 

□配布資料、組織図にて説明 

  ・理事長候補者所信、委員長事業方針読み合わせ 

□配布資料「理事長所信(案)」を読み合わせ(佐藤→加藤→深谷→小田→竹内→ 

杉浦→前田) 

 □委員長事業方針→配布資料にて確認 

  ・個人データ、家族状況調査書依頼 

□次回の候補者理事会までに〆切→欠席者はメール、ラインでの提出 

2．委員会議事並びに審議・協議結果 

議題 1：委員会担当事業について報告 

・新入会員の育成 

・新入会員の募集 

・愛知ブロック協議会への協力 

・新入会員パフォーマンス 

・京都会議参加推進及び参加サポート 

・新入会員トレーニング 

・各種褒章事業申込み窓口 

・2019年度卒業会員への記念品手配 

・8月例会、12月例会及び卒業パーティ 

・5ヵ年ビジョン書2020 提案 

議題 2：委員会開催場所について 



□基本開催場所：三和観光㈱ 

 議題 3：預託金の納入依頼 

  50,000円の預託金納入をメンバーに依頼 

 □10月19日(金)15:00までを確認 

  預託金の使途として委員会の懇親会費には使用しない 

3.その他 

 □情報共有について→随時ライン、メール 

3．次回委員会開催日 

  候補 1 日時：2018 年 10 月 17 日（水曜日）  19:00 より 

候補 2 日時：2018 年 10 月 22 日（月曜日）  19:00 より 

  場所：三和観光㈱ 

  備考 日程確定は伝助にてメンバー確認→三役会で決定 



一般社団法人岡崎青年会議所 

2019 年度 第 1 回委員会記録 

 

委員会名： 災害安全委員会 

委員長名： 鈴木洸平 

記 録 者： 菊地桂佑 

日  時： 2018 年 09 月 14 日(金曜日) 19：00 ～ 21：00 

場  所： 居酒屋はせ川 岡崎本店 

出 席 者： 鈴木洸平、犬塚立起、菊地桂佑、鈴木琢也、中根太一、杉浦賢一、鐘﨑博文 

公 欠 者： なし 

欠 席 者： 杉山亮太、石原幸樹 

オブザーバー： 新美紀善、提義明、野間幹雄、山田真也 

委員長確認日： 2018 年 09 月 17 日(月曜日) 

                                            

審 議 事 項 

1．理事会報告に対しての意見及び要望 

  1：2019 年度組織図について 

  2：個人データ集約依頼について 

  3：家族状況調査書依頼ついて 

  4：2019 年度活動スローガンを報告し暗記するように依頼 

2．委員会議事並びに審議・協議結果 

議題 1：委員会メンバー自己紹介 

  議題 2：委員会担当事業の確認、参加依頼 

       →4 月、9月例会担当(公開例会)4 月は交通安全、9月は災害 

       →サマーコンファレンス参加推進及び参加サポート 

            →名古屋会議参加推進及び参加サポート 

            →菅生川草刈清掃奉仕活動サポート 

       →5 ヵ年ビジョン書 2016 5 ヵ年テーマⅡ 見直し 

  議題  3：理事長所信読み合わせ 

議題  4：委員会内連絡方法 

      →基本的には電話連絡 

補助で LINE に伝助使用を記載(伝助には日付・場所・時間) 

3．次回委員会開催日 

  日時：2018 年 10 月 02 日（火曜日）  19:00 より 

  場所：（株）犬塚石材本店 2F 



一般社団法人岡崎青年会議所 

2019 年度 第 1回候補者委員会記録 

 

委員会名： 有権者意識醸成委員会 

委員長名： 山﨑信貴 

記 録 者： 蒲野良隆 

日  時： 2018年 09月 14日(金曜日) 19：00 ～ 21：30  

場  所： 居酒屋はせ川 岡崎本店 

出 席 者： 山﨑信貴、榊原亮、蒲野良隆、内藤正、長澤卓史、宇津野詠二、加藤敦士 

公 欠 者： なし 

欠 席 者： 鈴木伸明、神尾太志、大原万依 

オブザーバー： 新美紀善、堤義明、野間幹雄、山田真也 

委員長確認日： 2018年 09月 15日(土曜日)  

                                            

審 議 事 項 

1．理事会報告に対しての意見及び要望 

  ・理事長候補者挨拶についての報告 

  ・各メンバーの委員会配属についての報告 

  ・理事長候補者所信、委員長事業方針読み合わせ 

  ・個人データ、家族状況調査書依頼 

2．委員会議事並びに審議・協議結果 

議題 1：委員会担当事業について報告 

・新入会員の育成 

・新入会員の募集 

・第45回ＪＣ青年の船「とうかい号」一般乗船者募集 

・岡崎市幸田町との連携窓口 

・愛知ブロック協議会への協力 

・5ヵ年ビジョン書2020 提案 

・60周年記念事業プロセス報告 

・若年者模擬選挙開催 

・家康行列参加サポート 

・選挙の対応窓口(衆議院議員総選挙) 

・愛知ブロック大会参加推進及び参加サポート 

・竜桜会の設営 

・葵橘会の設営 

・60周年記念事業準備 

・6月例会開催(公開型) 

 

議題 2：委員会開催場所について 



基本開催場所：山﨑建設(株) 

 議題 3：預託金の納入依頼 

  50,000円の預託金納入をメンバーに依頼 

  預託金の使途として委員会の懇親会費には使用しない 

3．次回委員会開催日 

  日時：2018年 10月 18日（木曜日）  19:30より 

  場所：山﨑建設(株) 

 



一般社団法人岡崎青年会議所 

2019 年度 第 1 回候補者委員会記録 

 

委員会名： 総務委員会 

委員長名： 稲吉章宏 

記 録 者： 酒井千尋 

日  時： 2018 年 09 月 14 日(金曜日) 19：00 ～ 21：00 

場  所： 居酒屋はせ川 岡崎本店 

出 席 者： 稲吉章宏、安部竜太、稲吉良佑、酒井千尋 

公 欠 者： なし 

欠 席 者： なし 

オブザーバー： 新美紀善、堤義明、市田侑希、山田真也 

委員長確認日： 2019 年 09 月 15 日(土曜日)  

 

審 議 事 項 

1．理事会報告に対しての意見及び要望 

 ・理事長の挨拶より、中根太一君が愛知ブロック協議会へ委員長として出向することの報告が

なされた。 

 ・一般社団法人岡崎青年会議所 2019 年度活動スローガンが決まったことの報告がなされた。 

  「自己実現 ～人は何のために生きるのか～」 

 ・2019 年度組織図及び、諸会議日程について報告があり例会と理事会の日程を空けておく旨の

連絡がなされた。 

 ・個人データ集約について 

  その場で個人データ修正確認書に変更事項を記入してもらい、回収をした。 

 ・家族状況調査書について 

  引越しや結婚、出産等で状況が変わった場合には事務局へ連絡することの報告がなされた。 

  一般社団法人岡崎青年会議所事務局メールアドレス：info@okazaki-jc.org 

 

2．委員会議事並びに審議・協議結果 

議題 1：理事長所信読合せ 

     

議題 2：委員会の担当事業について 

     委員会別担当事業一覧を基に担当事業の説明がなされた。 

     ・理事会設営・議事録について、各担当の割り振りを行い設営の仕方や議事録の作成

について稲吉委員長から説明がなされた。また、3 か月程度新入会員が新トレの一

環で設営をするかもしれないことも説明がなされた。 

     ・1・7 例会・12 月総会について、4役のみの設営は不可能であるので、議案にて事前 

に補助してもらうメンバーを盛り込むことや、内容として何をやるのかの説明がな

された。 



     ・5 ヵ年ビジョン書 2020 取り纏めについての説明がなされた。 

     ・入会予定者オリエンテーションについて、2019 年度は拡大委員会がないので総務委

員会が例年の拡大事業の一部を行うことの説明がなされた。また、2018 年度の入会

予定者オリエンテーションはこれからなので、どんなことを行うか知る為にも出席

してほしいことの説明がなされた。 

 

 議題 3：委員会開催日について 

     開催希望曜日について意見交換がなされ、月、火、土、日以外の 19：30～行うように

した。 

 

 議題 4：預託金について 

     会を円滑に運営していく為の一時預かり金になるので、早めに入金してほしい旨の連

絡がなされた。領収書がない場合は詳細のわかる書類が必須と説明がなされた。 

 

 議題 5：その他 

     総務委員会内での年間して行っていく活動として役割分担を決めたので、各役割につ

いて稲吉委員長から説明がなされた。 

     ・安部副委員長 上程案内、議案合体、議案配信、理事会設営（読み上げ等）、議事

録作成、理事会議案審議協議チェック 

     ・稲吉副委員長 グーグルカレンダー記入、理事会設営（議事録作成）、議事録音源

分割、議事録音源・書式配信、議事録作成、議事録取り纏めとまと

め、議事録チェック、議案審査会出席、理事会議案審議協議チェッ

ク 

     ・酒井幹事   委員会記録の議案作成、理事会設営（マイク回し）、議事録作成 

             理事会議案審議協議チェック 

 

3．次回委員会開催日 

  日時：2018 年 10 月 17 日（水曜日）  19:30 より 

  場所：(株)建築設計稲吉 



一般社団法人岡崎青年会議所 

  2019 年度 依頼要望確認書  
 

議案表 

●議 案 名： 名刺作成の手配の件 

●委員会名： 総務委員会 

●役 職 名・担 当役員名： 常務理事・市田侑希 ●確認日：2018 年 10 月 11 日 

●役 職 名・議案上程者名： 委 員 長・稲吉章宏 ●確認日：2018 年 10 月 11 日 

●役 職 名・議案作成者名： 委 員 長・稲吉章宏 ●作成日：2018 年 10 月 10 日 

 

議案上程スケジュール 

依頼要望（○）2018 年 09 月 24 日 第 02 回 候補者正副理事長会議 

依頼要望（○）2018 年 10 月 04 日 第 02 回 候補者議案審査会 

依頼要望（○）2018 年 10 月 16 日 第 02 回 候補者理事会 

 

【内 容】 

1.一般社団法人岡崎青年会議所2019年度 正会員 76名(予定) 

一般社団法人岡崎青年会議所2019年度の会員名刺を、下記予定により手配致します。 

各委員会へ「2019年度名刺注文表」をメールにて配信させていただきますので、各委員会に

て取り纏めの上、10月24日(水)までに、総務委員会幹事酒井千尋まで、メールにて返信及び指

定口座への料金の振込をお願い致します(返信先アドレス：cs_love71111@yahoo.co.jp)。同時

に、写真変更希望者の写真データの取り纏めもお願い致します。写真変更データは総務委員会

幹事酒井千尋までj-pegデータにてお送り下さい(上記返信アドレス)。作成した名刺は、2018

年11月24日(土)2018年度11月例会より配布開始致します。 

※理事会構成メンバーの皆様におかれましては、2018年10月26日(金)の竜桜会、2018年11月20

日(火)の葵橘会の前に、他の会員に先行して2018年10月16日(火)第2回候補者理事会にて配布

致します。 

記 

 

10月16日(火)各委員会へ「2019年度名刺注文表」をメールにて配信。 

10月24日(水)18：00「2019年度名刺注文表」返信、変更用写真データ取り纏め期日。 

10月30日(火)データ確認、校正版(PDFデータ)を各委員会へ配信し、内容の確認を依頼。 

11月01日(木)最終校正受付期限(万が一変更・修正があった方のみ修正)。 

修正があった方のみ最終校正版(PDFデータ)を配信し、内容の確認を依頼。 

11月02日(金)12：00入稿(これ以降の修正・変更は受け付けません)。印刷開始。 

 

2. 2019年度名刺の特徴 

持ち運びの利便性を考慮し、2018年度の名刺サイズを継続し、通常の名刺サイズにしました。

デザインは、2019年度のカラーを基調とした、シンプルでわかりやすいものとなっています。 

そして2018年度と同様に、QRコードを二つ設け、一つは興味を示した方がQRコードで容易に

ホームページにアクセスできるため、各種例会・事業の申し込みや会員拡大のツールとしても

有効に活用できます。二つ目はFacebookにアクセスできるため、リアルタイムの活動や運動が

直ぐに確認できるような名刺となっています。 

3.備考 

①名刺の注文は、1セット(100枚)単位でお願い致します。 



②名刺の料金は、1セットで3,780円(税込)となります(20名以上の同時発注が要件)。 

③20名未満の発注(追加発注含)は、1セットで5,400円(税込)となります。初回発注は20名以上

の発注が予測されますので、できるだけこの機会をご利用下さい。 

④領収書宛名は、会員企業名で発行致します。別の宛名での発行を希望される場合は、「2019

年度名刺注文表」へ記載下さい。 

⑤名刺カラー等は、理事長候補者の意向により決定致します。 

⑥顔写真の変更を希望する会員は、証明写真規格(パスポートサイズ・履歴書サイズを問わな

い)で顔周りに余白のあるデータ(余白が少なく、顔の輪郭がぎりぎりのものは避ける)をご

用意下さい。 

以上 

 

添付資料一覧  

NO 区分 資料種類 資 料 名 

1 対象 電子 2019 年度名刺注文表 

2 参考 電子 名刺デザイン案 

 

前回までの流れ（意見と対応） 

 

●第 02 回候補者正副理事長会議  ●開催日 2018 年 09 月 24 日（月）依頼 

 

意見 01): 正会員数を 76 名（予定）に修正してください。 

対応 01): 正会員数を 90 名（予定）から 76 名（予定）に修正しました。 

  

意見 02): 曜日表記を（金曜日）から（金）に統一してください。 

対応 02): 今回の議案では（金）のように統一していましたので、前回までの流れ（意見と

対応）でも（金）のように統一しました。 

 

●第 02 回候補者議案審査会    ●開催日 2018 年 10 月 04 日（木）依頼 

 

意見 01): 理事会構成メンバーの名刺は竜桜会までに間に合いますか。 

対応 01): 間に合うように業者と打合せをしております。 

  

意見 02): 2019 年度は愛知ブロック協議会への委員長輩出や、わんぱく相撲愛知ブロック大

会等があり、名刺を配るケースが多くなると思いますので多くの方が名刺を購入

できるように促進してください。 

対応 02): 取り纏め時に、愛知ブロック協議会への委員長輩出や、わんぱく相撲愛知ブロッ

ク大会等があり、名刺を配るケースが多いことを伝え、購入促進をしていきます。 

 

 



（記入例） 岡崎 衛門之介 有 1 ¥3,780 （株）岡崎アート広報大臣 写真はデータにて提出

1 ¥0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 ¥0

金融機関名：岡崎信用金庫 刈谷日高支店

口座番号 9040075 普通預金

口座名

※名刺製作費は１セット100枚3,780円（税込）
※名刺の追加注文は１セット5,400円（税込）になりますので、できるだけ追加注文が無いように、この機会をご利用下さい。
※領収書宛名は会員企業名で発行致します。別名での発行を希望する方は領収書名の欄に記載して下さい。
※名刺注文表の提出と名刺代金のお振込をお願い致します。お振込手数料は各委員会のご負担でお願い致します。

：岡崎青年会議所2019年度総務委員会 幹事 酒井千尋

2019年度名刺注文表

合計

委員会名：

会員氏名 写真変更の有無
注文セット数

（1セット100枚）
料金（円）

領収書宛名
（会員企業名以外を希望の場合に記載）

備考（名刺作成上の特記事項）



一般社団法人　岡崎青年会議所 御中 名刺校正 1/ 18.09.01

～人は何のために生きるのか～

一般社団法人 岡崎青年会議所
2019年度活動スローガン 

自己実現
2019年度 理事長
President 2019

2019年度 専務理事補佐
Secretary 2019

2019年度 監事
Auditor 2019

2019年度 直前理事長
Immediate Past President 2019

2019年度 筆頭副理事長

2019年度 専務理事
Senior Executive Director 2019

2019年度 監事
Auditor 2019

（株）一心堂印房

〒444-0038愛知県岡崎市伝馬通 2-53
　 0564-24-2425   　0564-25-1521
　 090-4187-7130       y_jindo@is-hanko.co.jp

Yu Jindou

（株）アルクス 取締役専務
〒444-0943愛知県岡崎市矢作町猫田 10-1
　 0564-32-4101   　0564-32-1617
　 090-2349-6080       eigyou002@e-arcs.co.jp

Noriyoshi Nimi新美  紀善

神道  裕

（株）岡崎ニューグランドホテル

〒444-0052愛知県岡崎市康生町 515-33
　 0564-21-5111   　0564-21-0109
　 090-2579-4185       ziggy.take16@gmail.com

Hirotaka Takeuchi竹内  博剛

三田村重機（株） 取締役
〒444-0943愛知県岡崎市矢作町字北河原 26-8
　 0564-32-2756   　0564-34-3276
　 090-8334-2070       mitamura.yasuhiro@gmail.com

（株）堤組 代表取締役
〒444-0932愛知県岡崎市矢作町西林寺 24
　 0564-32-2234   　0564-32-2224
　 080-9484-0187       tsutsumigumi@xvg.biglobe.ne.jp

Yoshiaki Tsutsumi堤  義明

児玉登記測量事務所 代表
〒444-0835岡崎市城南町3丁目9番地2キミオカビル2F東
　 0564-72-8270   　0564-72-8271
　 090-9946-6313       kodamatouki@yahoo.co.jp

Shinji Kodama児玉  真二

三田村 康弘 Yasuhiro
　　Mitamura

（有）山田電設

〒444-0933 愛知県岡崎市渡町大榎 108番地
　 0564-33-6250   　0564-33-6251
　 090-5858-3348       s.yamada1980@gmail.com

Shinya Yamada山田  真也

Executive Vice President 2019
魅力向上委員会 担当



2019年度 副理事長

Executive Vice President 2019
未来の国宝育成委員会 担当

2019年度 副理事長

Executive Vice President 2019
自己革新委員会 担当

2019年度 副理事長

Executive Vice President 2019
災害安全委員会・有権者意識醸成委員会 担当

議案審査会 代表

Executive Vice President 2019
2019年度

2019年度 常務理事

Executive Vice President 2019
総務委員会 担当

魅力向上委員会 委員長

Chairman 2019
2019年度

自己革新委員会 委員長

Chairman 2019
2019年度

有権者意識醸成委員会 委員長

Chairman 2019
2019年度

未来の国宝育成委員会 委員長

Chairman 2019
2019年度

災害安全委員会 委員長

Chairman 2019
2019年度

（株）ティーフ 代表取締役
〒444-0840愛知県岡崎市戸崎町字辻 34-2
　 0564-53-2510   　0564-71-6581
　 090-4469-8917       ryuta0209@gmail.com

Ryuta Fukaya

（弁）原田真典法律事務所 代表弁護士
〒444-0864岡崎市明大寺町字道城ヶ入32-1岡崎法曹ビル2階
　 0564-64-3441   　0564-64-3442
　 090-1713-1029       law@haradamasanori.com

Masanori Harada

EXTERIOR 1a 代表
〒446-0001愛知県安城市里町 1-32-1 ラピュタ 101
　 0566-78-3323   　0566-78-3323
　 080-4840-8438       ex1anagase@yahoo.co.jp

Masanori Nagase

協和サービス

〒472-0022愛知県知立市山屋敷町山鼻 10番地 1
　 0566-81-0753   　0566-81-0753
　 080-3070-6054       kyouwaservice@m-n.ne.jp

Yuuki Ichita

三和観光（株） 部長 取締役
〒444-0813愛知県岡崎市羽根町字小豆坂 126番地 1
　 0564-72-1313   　0564-72-1314
　 080-1600-7899       satosin1gou@hotmail.co.jp

Shin Sato

原田  真典

深谷  竜太
（株）あいち補聴器センター 代表取締役
〒444-0862愛知県岡崎市吹矢町 69
　 0564-24-4733   　0564-24-4733
　 090-4154-8624       amano@aichi-hochoki.com

Shinsuke Amano天野 慎介

（株）飛雄 代表取締役
〒444-0802愛知県岡崎市美合町字大新田 154
　 0564-64-1368   　0564-64-1369
　 080-2640-2423       hiyuu.noma@fork.ocn.ne.jp

Mikio Noma野間 幹雄

山崎建設（株） 取締役
〒444-0247愛知県岡崎市下三ツ木町字南島 30
　 0564-43-1111   　0564-43-4568
　 090-5851-1541       nobutaka@yamaken1111.com

Nobutaka Yamazaki山﨑 信貴
洸栄テクノ（株） 代表取締役
〒444-3522愛知県岡崎市藤川台 3-8-1
　 0564-64-5262   　0564-64-5263
　 090-3956-5958       koei-techno@outlook.jp

Kouhei Suzuki鈴木 洸平

市田  侑希

平和商会（有） 常務取締役
〒444-0005愛知県岡崎市岡町字東金山 5-1
　 0564-55-6461   　0564-54-5031
　 090-5602-4662       heiwa-minami@m5.catvmics.ne.jp

永瀬  正典

佐藤  伸南  浩一 Koichi Minami



委員会
2019年度

総務委員会 委員長・事務局長

Chairman 2019
2019年度

委員会 副委員長

Vice Chairman 2019
2019年度

委員会 幹事

Secretary 2019
2019年度

（株）建築設計稲吉 副所長
〒444-0921 愛知県岡崎市中岡崎町 3-9
　 0564-24-5223   　0564-24-5946
　 090-4860-7084       aki1744@hotmail.com

Akihiro Inayoshi稲吉  章宏

役員 Officers
会頭（理事長） President 2018
直前会頭（直前理事長） Immediate Past President 2018 
監事 Auditor 2018
副理事長 /常務 Executive Vice President 2018
常任理事 Vice President 2018
専務理事 Senior Executive Director 2018
事務局長 Secretary General 2018
事務局 Secretariat 2018
顧問 Advisor 2018
特別顧問 Special Advisor 2018
理事 Board of Directors 2018
委員長（議長） Chairman 2018
副委員長（副議長） Vice Chairman 2018
幹事 Secretary 2018    
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一般社団法人岡崎青年会議所 

  2019 年度 依頼要望確認書  
 

議案表  

●議 案 名： 竜桜会の設営の件 

●委員会名： 有権者意識醸成委員会 

●役 職 名・担 当役員名： 副理事長・野間幹雄 ●確認日：2018 年 10 月 11 日 

●役 職 名・議案上程者名： 委 員 長・山﨑信貴 ●確認日：2018 年 10 月 10 日 

●役 職 名・議案作成者名： 委 員 長・山﨑信貴 ●作成日：2018 年 10 月 10 日 

 

議案上程スケジュール 

依頼要望（〇）2018 年 09 月 24 日 第 02 回 候補者正副理事長会議 

依頼要望（〇）2018 年 10 月 04 日 第 02 回 候補者議案審査会 

依頼要望（〇）2018 年 10 月 16 日 第 02 回 候補者理事会 

 

【内 容】 

 竜桜会は、一般社団法人豊田青年会議所と一般社団法人岡崎青年会議所が共に中心となって

西三河を引っ張って行くために意見交換・情報交換してお互いを切磋琢磨し、ともに成長する

場を設けようという趣旨と、また、お互いの懇親を深め末永い協力体制を築く場となるように

との思いを込めて 1987 年に開始しました。 

 下記の通り、竜桜会を開催します。当日はお酒のご用意がありますのでご配慮をおねがいし

ます。 

 

■設営ＬＯＭ：一般社団法人豊田青年会議所 

■出席対象者：2019 年度理事会構成メンバー 

■日時   ：2018 年 10 月 26 日(金)  

    受付  18：30(予定) 

       会議  19：00～19：40(予定) 

       懇親会 19：45～22：00(予定) 

 ※当日は名鉄東岡崎駅に 17：00(予定)に集合し、マイクロバスで移動します。 

 ※一般社団法人豊田青年会議所メンバーの皆様と交流を深めるため、ＪＣ名刺の持参をおね

がいします。 

  

<会議・懇親会> 

■場所    ：創作割烹 和乃風(ワノフ) 

■住所    ：豊田市司町 1-45 

■電話番号  ：0565-31-4789 

■ドレスコード：スーツ、ネクタイ、ＪＣバッジ、ネームプレート 

■会費    ：1 名 10,500 円(予定)会議、懇親会、バス代（2,500 円）含む 

 

※詳細が決定し次第、出席対象者にメールします。 

 ※会費につきしては、スタッフは専務理事補佐、各委員長は各幹事より下記の口座に 10 月

22 日(月)までに振込みをおねがいします。 

 ※振込先口座 金融機関名 ： 岡崎信用金庫 

        支 店 名 ： 岡崎南支店  （店番 093） 



        種   別 ： 普通預金 

        口 座 番 号： 9067296 

        口  座  名 ： 岡崎青年会議所 2019 年度 

               有権者意識醸成委員会 幹事 蒲野良隆 

               （オカザキセイネンカイギショ ニセンジュウキュウネンド 

               ユウケンシャイシキジョウセイイインカイ  

               カンジ ガマノヨシタカ） 

    

添付資料一覧  

NO 区分 資料種類 資 料 名 

1 対象 電子 2019 年度組織図(案) 

2 対象 電子 委員会別担当事業一覧(案) 

3 対象 電子 理事長所信(案) 

4 対象 電子 副理事長基本方針(案) 

5 対象 電子 専務理事運営方針(案) 

6 対象 電子 常務理事基本方針(案) 

7 対象 電子 冊子 

8 
対象 電子 

一般社団法人豊田青年会議所  

2019 年度組織図 

9 
対象 電子 

一般社団法人豊田青年会議所  

2019 年度理事長所信 

10 対象 電子 竜桜会開催のご案内 

 

 

前回までの流れ（意見と対応） 

 

●第 02 回候補者正副理事長会議        ●開催日 2018 年 09 月 24 日（月）依頼 

 

意見 01) : 曜日は全て(金)と表記を統一してください。 

対応 01) : (金)と統一しました。 

  

意見 02) : 由来の載っている冊子も添付してください。 

対応 02) : 由来の冊子を添付しました。 

  

意見 03) : 一般社団法人豊田青年会議所の情報も貰えるなら添付してください。 

対応 03) : 担当委員長に確認をして貰えるようなら添付します。 

  

意見 04) : 日時の所に二次会も追記してください。 

対応 04) : 二次会を追記しました。 

  

意見 05）: 東岡崎駅の集合時間を記載してください。 

対応 05）: 17：00(予定)と追記しました。 

  

意見 06）: 振込ですか、現金ですか、振込なら振込案内も記載してください。 

対応 06）: 振り込みにしますので、振込案内を追記しました。 

  



意見 07）: 提出資料の確認をしっかり行ってください。こちらの資料が過不足等ないよう

にしてください。 

対応 07）: 担当委員長としっかりと打ち合わせをして資料のずれがないようにします。 

 

 

●第 02 回候補者議案審査会         ●開催日 2018 年 10 月 04 日（木）依頼 

 

意見 01) : 一般社団法人豊田青年会議所の資料はありますか。 

対応 01) : 資料添付しました。 

  

意見 02) : 理事長所信関係、細かくしおりをつけてください。 

対応 02) : 細かくしおりをつけました。 

  

意見 03) : 議案チェックリストは漏れがないようにするツールなので、しっかりと見て活

用してください。 

対応 03) : 今後しっかりと記載します。 

  

意見 04) : 現在岡崎青年会議所と豊田青年会議所で会員数に差があるので、しっかりと設

営をしてください。 

対応 04) : 委員会メンバーでしっかり設営します。 

  

意見 05）: 意見 07)を過不足無いようにと言葉を訂正してください。 

対応 05）: 訂正しました。 

  

意見 06）: 挨拶をする人には直接連絡して依頼してください。 

対応 06）: 直接電話をして依頼します。 

  

意見 07）: 余興について、何か聞いていますか。 

対応 07）: 決まり次第、対象者に依頼します。 

  

意見 08） 一般社団法人豊田青年会議所さんはよくお酒を飲むので飲まれないようにして

ください。 

対応 08） 出席メンバーに注意を促します。 

 



○

□副委員長・事務局次長

●

☆ ◇

◇ ☆

◆  

☆

○ ○ ○ ○ ○ ○

□

□☆

● ● ● ● ● ●

☆ ☆ ☆ ☆

□ 渡辺　健一郎

（事務局長兼任）

□☆犬塚　立起□☆□ 前田　晋作□ 三塩　菜摘

議案審査会　代表

菊地　桂佑 蒲野　良隆

稲吉　良佑

安部　竜太

堤　義明

市田　侑希

堀　直高

（副理事長待遇）

谷　圭亮 小田　高之

副理事長

☆野間　幹雄

榊原　亮

副理事長

☆神道　裕

副理事長

天野　慎介

永瀬　正典

大竹　宗

朝日　禎朗

深谷　竜太

未来の国宝育成
委員会

自己革新委員会 災害安全委員会

専務理事補佐

山田　真也

魅力向上委員会
有権者意識醸成

委員会
総務委員会

稲吉　章宏山﨑　信貴鈴木　洸平佐藤　伸南　浩一

（副理事長待遇）

市田　侑希

副理事長 常務理事

堤　義明

幹事 監事

新入会員 三田村康弘 理事会

原田　真典

杉浦　賢一

板倉　正弥

江坂　留衣

議案審査会

専務理事

卒業予定者 合原　明広

竹内　博剛 新美　紀善

　一般社団法人岡崎青年会議所　2019年度組織図（案）

委員長・事務局長 社員総会

外部監事 児玉　真二

直前理事長 理事長

酒井　千尋

中根　太一

鈴木　琢也 内藤　正

鈴木　伸明

金安　久文

林　洋介

本間　嘉彰

石原　孝樹

山下　将生

竹内　浩市

寺澤　悟史

杉浦　賢一

鐘崎　博文

板倉　正弥

加藤　敦士野畑　響平

山田　真也

藤原　裕

野村　計介

田口　隼人

江坂　留衣

林　啓介

鈴木　智順

大原　万依

加藤　貴春

長澤　卓史

神尾　太資

杉浦　巨樹

小野　哲矢 杉山　亮太 宇津野詠二



正副理事長 審議区分
● 新入会員の募集 運用
● 第45回ＪＣ青年の船「とうかい号」一般乗船者募集 運用
● 愛知ブロック協議会への協力 運用
● 西三河10ＪＣ参加サポート 運用
● 世界会議参加推進 運用
● アスパック参加推進 運用
● 全国大会参加推進及び参加サポート 依頼
● 例会時の会員拡大報告 報告
●　2月例会開催（対内型） 審議

未来の国宝育成委員会 審議区分
● 新入会員の募集及び入会の手続き 運用
● 第45回ＪＣ青年の船「とうかい号」一般乗船者募集 運用
● 愛知ブロック協議会への協力 運用
● 5ヵ年ビジョン書2020　提案 運用
● タイムカプセル記念集会開催 報告
● わんぱく相撲ブロック大会参加サポート 報告
● わんぱく相撲全国大会参加サポート 報告
● 人間力大賞申込み窓口 報告
● 第45回ＪＣ青年の船「とうかい号」参加者サポート 報告
● 13クラブ親善スポーツ大会参加推進サポート 依頼
● 第45回ＪＣ青年の船「とうかい号」一般乗船者募集及び申込みの手続き 依頼
● 5月例会開催(公開型） 審議
● 10月例会開催(公開型） 審議

自己革新委員会 審議区分
● 新入会員の育成 運用
● 新入会員の募集 運用
● 愛知ブロック協議会への協力 運用
● 5ヵ年ビジョン書2020　提案 運用
● 新入会員パフォーマンスサポート 運用
● 2019年度卒業会員への記念品手配 報告
● 各種褒賞事業申込み窓口 報告
● 京都会議参加推進及び参加サポート 依頼

● 新入会員トレーニング 審議

● 8月例会開催（対内型） 審議
● 12月例会及び卒業記念パーティーの開催 審議

魅力向上委員会 審議区分
● 新入会員の育成 運用
● 新入会員の募集 運用
● 第45回ＪＣ青年の船「とうかい号」一般乗船者募集 運用
● 広報（例会、事業、各種大会時の活動記録） 運用
● ＮＰＯ市民活動団体及び観光関連団体との窓口 運用
● 愛知ブロック協議会への協力 運用
● 5ヵ年ビジョン書2020　提案 運用
● 例会及び各事業における広報活動サポート 報告
● 岡崎・幸田まちづくり応援基金の管理 報告
● 例会時の活動報告 報告
● アンケート（対内用・対外用）の作成及び検証 報告
● ホームページ等及び各種ＳＮＳの総合管理・運営 報告
● 東海フォーラム参加推進及び参加サポート 依頼
● 西三河10ＪＣ理事長会議サポート（岡崎開催時） 依頼
● 5ヵ年ビジョン書2016　5ヵ年テーマⅠ　見直し 審議
● 3月例会開催(対内型） 審議
● 11月例会開催(公開型） 審議

委員会別担当事業一覧（案）



災害安全委員会 審議区分
● 新入会員の育成 運用
● 新入会員の募集 運用
● 第45回ＪＣ青年の船「とうかい号」一般乗船者募集 運用
● 社会福祉協議会との連携 運用
● 愛知ブロック協議会への協力 運用
● 5ヵ年ビジョン書2020　提案 運用
● 名古屋会議参加推進及び参加サポート 依頼
● サマーコンファレンス参加推進及び参加サポート 依頼
● 菅生川草刈清掃奉仕活動サポート 依頼
●  5ヵ年ビジョン書2016　5ヵ年テーマⅡ　見直し 審議
● 4月例会開催(公開型） 審議
● 9月例会開催(公開型） 審議

有権者意識醸成委員会 審議区分
● 新入会員の育成 運用
● 新入会員の募集 運用
● 第45回ＪＣ青年の船「とうかい号」一般乗船者募集 運用
● 岡崎市・幸田町との連携窓口 運用
● 愛知ブロック協議会への協力 運用
● 5ヵ年ビジョン書2020　提案 運用
● 60周年記念事業プロセス報告 報告
● 若年者模擬選挙開催 報告
● 家康行列参加サポート 報告
● 選挙の対応窓口（衆議院議員総選挙） 報告
● 愛知ブロック大会参加推進及び参加サポート 依頼
● 竜桜会の設営 依頼
● 葵橘会の設営 依頼
● 60周年記念事業準備 意見交換
● 6月例会開催(公開型） 審議

総務委員会 審議区分
● 新入会員の育成 運用
● 新入会員の募集 運用
● 第45回ＪＣ青年の船「とうかい号」一般乗船者募集 運用
● 諸規則見直し業務 運用
● 月程カレンダーの入力（ＬＯＭ内スケジュール） 運用
● 総会資料作成 運用
● 理事会の設営 運用
● 議案の管理・配信 運用
● 事務局の管理・運営 運用
● 財務管理 運用
● 年会費・預託金管理 運用
● 会員カード管理 運用
● 物故会員に関する諸業務 運用
● 年会費、預託金運用方法提案（三井住友カード・ダイナースクラブカード） 運用
● その他諸総務業務 運用
● 愛知ブロック協議会への協力 運用
● 5ヵ年ビジョン書2020　提案 運用
● ファインの管理 運用
● 役員登記 依頼
● 歴代理事長会議の設営 依頼
● 名刺作成の手配 依頼
● 総合基本資料作成 報告
● 2017年度理事長への感謝状作成 報告
● 2018年度事業計画書・収支予算書作成 報告
● 委員会記録管理 報告
● 会員の出席状況管理 報告
● 事務局員連絡会議窓口 報告
● 役員・委員会スタッフ候補者セミナー開催 報告
● 2018年度事業報告書・収支計算書作成 報告
● 入会予定者オリエンテーションの実施 報告
● 5ヵ年ビジョン書2020　取り纏め 報告
● 募集要項 報告
● ファインの利用方法提案 報告
● 7月例会開催（対内型） 審議
● 1月定時総会・例会及び懇親会の開催 審議
● 12月臨時総会 審議















副 理 事 長 基 本 方 針（案） 1 

未来の国宝育成委員会担当 2 
    副理事長 天野 慎介 3 

【相撲を通じて礼儀礼節を学ぶ】 4 
 わんぱく相撲葵場所は、おかざきの子どもたちに愛され、継続されてきた事業であり、5 
本年で 33回を迎えます。そもそも相撲とは、恵みを頂く時、神を崇める時に行うなど日本6 
特有の文化として大切に受け継がれたものであり、礼儀礼節を重んじる中で次第にスポー7 
ツとしての様式を整え、日本の伝統文化として昇華してきました。礼に始まり礼に終わる8 
相撲の一連の所作からも明らかなとおり、伝統文化としての相撲の根源には、相手を敬い9 
礼儀礼節を重んじる心が込められています。 10 
本年は、伝統文化としての相撲を今一度見つめ直し、相撲を通じてその心を学ぶことに11 

重点を置き、わんぱく相撲葵場所を開催します。さらに相撲には、取り組むことで自分自12 
身の限界を超える機会となる側面があります。お互いに力強くぶつかり合うことで体の痛13 
みや相手の気迫、気持ちの熱量を感じ自然と互いに頑張る気持ちが生まれる相撲は、日常14 
では体験できない学びを得る機会となります。わんぱく相撲葵場所では、子どもたちに単15 
に勝ち負けの勝負だけでなく、礼儀礼節と相手を敬う気持ちを学んでもらうとともに、一16 
生懸命、真剣に取り組むことで日常では体感できない熱い気持ちを感じていただきます。   17 
今年開催される愛知ブロック大会の主管 LOM として愛知県内のわんぱく力士にも、勝ち18 

負けだけでなく相撲から生まれる礼儀礼節を学んでもらい、そして岡崎ＪＣの真っ直ぐな19 
わんぱく「熱」も伝えていきます。 20 
【仲間の大切さ、思いやりの心】 21 
 近年、子どもたちの学校以外での集団生活、社会生活の希薄化が上げられています。理22 
由としては家族形態の変化に伴い、少子化や核家族化、共働きの増加、そして地域で子ど23 
もたちを教育する環境が減少している現状があります。更に、現在の子どもたちは学校帰24 
りの学習塾、習い事など、以前に比べ子どもたちが外で遊ぶ、体を動かすなど一緒に活動25 
する機会も少なくなっております。友達同士で一緒に体を動かす、他学年と共に行動する26 
ことは自然と集団活動、チームワーク、仲間の大切さを学ぶことができました。一人では27 
できないこともチームだからこそできることがあります。運動が得意な子は自分自身のこ28 
とだけでなく、苦手な子にも手を携え一緒になって互いに協力し合い動いて行くことで思29 
いやりの気持ちを育みます。そして、仲間と目標を掲げ協力し努力する時間を共有するこ30 
とは大切であり、目標を達成するためにはお互いを信頼し、コミュニケーションを図らな31 
ければなりません。 32 
本年は、他学年と共に活動することができるスポーツにはそれらを学ぶ力があると考え33 

地域の青少年育成を担う岡崎ＪＣとして子どもたちに、団体スポーツを通してチームワー34 
クやコミュニケーション、そして思いやりの心を育む機会を作ります。 35 
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はじまり 

 竜桜会は 1988 年度の(社)豊田青年会議所の岡田勝美理事長と、(社)岡崎青年会議所の本

多啓一理事長の時に発足しました。 

 

 我々、(社)豊田青年会議所と(社)岡崎青年会議所は、西三河１０ＪＣの中においても隣接

し合い、共に先頭にたって西三河地域を引っ張って行く担いを持つＬＯＭであります。 

 しかしながら、当時お互いの理事長が話し合う場は西三河１０ＪＣ理事長会議のみであ

りました。そのような状況の中、これからの西三河地域を、(社)豊田青年会議所と(社)岡崎

青年会議所が共に中心となって引っ張って行く為に、意見交換・情報交換してお互いを切磋

琢磨し、共に成長する場を設けようという趣旨と、また、お互いの懇親を深め末永い協力体

制を築く場となるようにと思いを込めて、双方の理事長の歩み寄りのもと、1987 年に第 1

回竜桜会が開催され、本年第３２回を迎えるに至っております。 

 

名の由来 

 

 竜桜会の名の由来は発足当時、豊田市と岡崎市の青年会議所の会議ということでお互い

が豊岡会・岡豊会と呼び合っていました。 

 しかし、これでは呼び辛いと言うことから、豊田市にある桜城と岡崎市にある岡崎城(竜

ヶ城)の城名の頭文字をとって竜桜会と名づけられました。 
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２０１９年度理事長所信 

一般社団法人豊田青年会議所 

第６０代理事長 坂元貞仁 

～Challenge to the future！未来への挑戦～ 

我々、日本人の国民性は他国に真似できない精神性にある。繊細で緻密、探究心が強く

勤勉な民族だからこそ、敗戦国となっても挑戦し続け、どん底から這い上がり、それは「東

洋の奇跡」とまでよばれた。我々青年は、過去を紡いできた先人たちの想いを未来へつな

ぐため、真の革新者であり、常に時代の挑戦者でなければならない。 

～新たな時代のはじまり～ 

今まさに終わりを告げようとしている、「平成」というこの時代が平和で豊かであったと

言う人は少なくありません。インターネットの普及により時代は大きく変革を遂げ、国家

が情報を管理し国民を統制することが難しくなった反面、たったひとつの言葉により、そ

れが多くの人々の心を動かす原動力になりうる時代となったのも事実です。また、日本に

おける人口減少が日本の成長を阻む原因となることは否定できません。グローバル化が進

み世界とつながることさえ安易になったこの時代、アジアや東欧諸国、南米などの新興国

が世界の経済市場に参入してきました。そこに情報通信技術の発達と物流のインフラが整

備されたことで、世界各国の物理的な距離が一気に縮まりました。アジアをはじめとした

新興国は投資により雇用が生まれ、経済的に豊かになっていった一方、ここ日本人労働者

の雇用が減り、産業の空洞化という問題もおこりました。働き方が多様化した結果、従来

の年功序列型の労働社会が変容し、労働格差が生まれてきました。このような時代から新

しい時代に突入する今だからこそ、私たち青年経済人は現実から目をそらすことなく、圧

倒的な危機感をもって、行動しなければならないのです。温故知新の精神で歴史や伝統か

ら学びを得て、来るべき新しい時代に挑戦していくことが私たち青年会議所に与えられた

使命なのです。 

～自立したまちへの挑戦～ 

豊田市は、グローバル企業を擁する自治体であり、そのため経済産業面においては、大
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手企業への依存度が高いのは当然のことと言えます。また、その影響は人口構成にも反映

し外国人居住者や他地域からの労働移住者の割合が大きなものとなっています。それに加

えて、平成の大合併から１０年以上が経過し、山間部と都市部という生活意識の異なる地

域の融合も、新たな課題として大きな局面を迎えています。この状況のなかで、豊田市の

将来像を描いていくためには、それら全ての要素を重要な資産としてとらえ、相互的に生

かすことが必要です。そして、豊田市の各エリアを、より魅力的な活力ある個性的なエリ

アにしていく可能性に挑戦しなければなりません。将来も豊田市に永く生活しようとする

市民にとって、住みよい環境の創造と経済産業面の安定は必至の事柄であります。そのた

めには、まちの文化に対する理解を深めると同時に、産業と自然の共生を積極的に推進す

ることに挑戦しなければなりません。この挑戦をすることで、ローカルでありながらグロ

ーバルな意識を経済面だけでなく、文化面でも身につけた、新しい豊田市民を育むことが

可能となります。 

～未来への挑戦～ 

「人をつなぐ」こと、それはまた豊田市が培ってきた「ものづくり」の精神と技術を次

世代へと受け継いでもらうことでもあります。子どもが健やかに成長し、夢や希望をもっ

て次代に羽ばたいていくことは我々大人たちの切なる願いであり、使命であります。現代

社会には、子どもを取り巻く環境の中に様々な問題課題が渦巻いており、子どもたちがそ

の中で生き抜いていくためには、正しい道徳心や倫理観、そして強さと豊かな心をもって

問題課題を解決し、成長できることが大切です。さらに成長するだけでなく、子どもが意

識変革をし、進化させていくことが我々の「子どもの未来」へとつながります。そして、

まちの未来は古いものを固持するだけでは取り残されてしまいます。めまぐるしく変化す

る時代だからこそ、「守るべきもの」と「変えていかなければいけないもの」を明確に捉え、

実行することが新たなまちの創造につながります。未来に道標を立て、急激に変化する時

代の流れに動じない強い子どもたちの育成に挑戦し、歩みを止めず運動していくことが、

子どもたちの笑顔につながることを信じて運動し続けます。 

～成長への挑戦～ 

「グローバル化」に目を向けると私たちが意識して運動を展開している、２０１９年の

ラグビーワールドカップと、２０２０年には東京オリンピックを迎え、日本は多くの外国

人が訪れる観光立国へと生まれ変わります。ここ豊田市は恵まれたスポーツ環境が整備さ

れていることにより、２０１９年のラグビーワールドカップの開催都市となり、今、豊田
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市が熱狂しようとしています。この世界から注目される好機を活かすことが、まちのさら

なる発展につながると確信しております。２０１２年から開催しているタグラグビーを通

じて子どもたちの夢や希望を育むとともに、それを見る人や関わる人たちにも勇気や希望

を与えるスポーツの力による次代へつなぐまちづくりを進めてまいります。「青年が積極的

な改革を創造し開拓するために、能動的に活動できる機会を提供する」これは、青年会議

所が定めるＪＣＩミッションです。このミッションに挑戦することで、際立った、強い発

信力が生まれ世界中の人からも支持を受けることになり揺るぎのない日本再興の未来に踏

み込めると私は確信しています。 

～同志との絆～ 

強い組織運営を確立していくためには、我々は常に組織として進むべき方向に個々の意

識を高め、その一体感を醸成していく必要があります。青年会議所メンバーがこれまで先

輩諸氏が築いてこられた歴史ある伝統を今一度再確認し、その歴史を知識として習得する

ことで、我々青年会議所のこれからの運動に一体感と未来につなぐ力強い組織運営が可能

になると考えます。会員減少や在籍年数の浅い会員が多くなってきている現状において、

今一度ルールの順守を徹底し、起こりうる問題課題に対し適宜正確な判断をしていく力を

身に付けることも必要となります。我々が常にこれからも強い組織であり続けるためには、

このまちのことを考え、関係諸団体との交流を図りながら同志との絆を確固たるものとし、

力強い組織を未来へつなげていきます。 

～会員拡大への挑戦～ 

青年会議所の魅力とは、他責ではなく自責で物事をとらえ、自分自身と真摯に向き合う

組織風土の中、自らが変わることにより地域や会社、家族や仲間などがより良く変化して

いくことにつながります。さらには、多くの学ぶ場に環境が整えられており、時流にあっ

た変化に対応できることが大きな魅力でもあります。会員の意識改革と今後の下支えとな

るメンバーの増員を会員が危機と捉え全員拡大を実行し、様々な場面で、青年会議所の魅

力を発信し、それが自らの企業の発展へとつながり、ひいては地域の発展へとつながって

いくことを確信しております。会員自らが青年会議所の意味を考え、魅力を発進すること

で会員拡大を通して意識改革を図るとともに、積極的な会員拡大に繋げ、まちの発展へと

寄与していきます。 
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～強い組織への挑戦～ 

運動構築にもっとも必要なこと、それは「社会背景」「目的」「将来のビジョン」である

と考えます。地域に潜む問題課題を的確に捉え、将来どのような社会になっているかとい

う仮説を基に政策を立案し、社会実験を行う。そして、社会実験で得られた成果を運動へ

と水平展開し、社会システムを変革するために必要な事例を携えて、国や行政に提言して

いく。この考え方の基盤を創ることが組織力の強化には必要不可欠です。また、私たちは

青年会議所という組織で運動を行う以上、組織の方向性を理解した上で事業を構築しなけ

ればなりません。２０１９年度は青年会議所の仕組みの強みを活かし発展させて組織力の

向上を図っていきます。そして、豊田青年会議所がイノベーションを実現し人間力を高め

組織力を向上するには継続による挑戦が必要です。また、我々が力強く運動を展開してい

くためにはコンプライアンスの徹底を図りながら、盤石な会議運営が不可欠です。その基

本となる同じ学びをメンバーと共有し成長へとつなげてまいります。私たちは青年会議所

に在籍しているからこそ体感できるスケールメリットを身近で体験できる貴重な機会と捉

え、多くのメンバーに参加を促す情報発信を行ってまいります。豊田から日本を牽引する

運動の基盤を創る事業構築を学び、青年会議所の運動の土台をしっかりと固めていきます。 

結びに～新たな自分への挑戦～ 

 「現代物理学の父」アルベルト・アインシュタインは、『近代日本の発達ほど、世界を驚

かしたものはない。この驚異的な発展には、他の国と異なる何ものかがなくてはならない。

そして、世界の文化はアジアに始まって、アジアに帰る。それはアジアの高峰、日本に立

ち戻らねばならない。吾々は神に感謝する、吾々に日本という尊い国を、作って置いてく

れたことを。』このように日本を評したと言われています。 

日本人には先人から受け継いだ「日本の美しい心」があります。「人」をつなぐこと、「自

然」をつなぐこと、「命」をつなぐこと。すなわち、我々の使命は「未来」へつなぐ可能性

をもつ様々な取り組みに挑戦し続けることであると考えています。豊田青年会議所が、日

本人がもつべき誇りと気概をもち、限界へ挑戦し続けることが誰も取り残さない社会の実

現へとつながると私は強く信じています。私たち青年は強い信念をもち、青年会議所活動

を基軸に自由かつ革新的な発想で経済活動を行い、社会的公正を重視し、多様性を活かし、

社会に貢献してまいります。私たちが主体的に活動に取り組み続け、ともに行動すること

が、未来を築いていくのです。苦しんだ分、達成したときの喜びは大きく、愚直に、誠実

に、選んだ道に誇りをもち、常に挑戦することに価値があると信じて、我々は輝く豊田市

から輝く日本へと昇華させることができる活動に邁進する所存です。 



２０１８年１０月吉日 

一般社団法人岡崎青年会議所 

２０１９年度理事長候補者 様 

           一般社団法人豊田青年会議所 

２０１９年度理事長候補者 坂元 貞仁 

 

竜桜会開催のご案内 

 

拝啓 秋涼の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く

お礼申し上げます。 

さて、(一社)岡崎青年会議所と(一社)豊田青年会議所のお互いの情報交換及び親睦をより一

層深める為、竜桜会を下記のとおり開催させていただきます。次年度も早々に活動し始めお忙し

い時期ではございますが万障お繰り合わせの上、何卒ご出席賜ります様お願い申し上げます。皆

様のご参加を心よりお待ち申し上げます。 

                                    敬具 

記 

 

開催日時 ２０１８年１０月２６日（金） 

受   付： １８：３０～ 

会   議： １９：００～１９：４０ 

懇 親 会： １９：４５～２２：００ 

 

開催場所 【会議・懇親会】 創作割烹 和乃風 

住   所： 豊田市司町１－４５ 

電   話： ０５６５－３１－４７８９ 

 

登 録 料 会議・懇親会： ８，０００ 円 

 

 

振 込 先  豊田信用金庫 本店営業部（店番 011） 

普通口座 9205185  

名義人 ： 広報渉外委員会 幹事 山下裕 

（コウホウショウガイイインカイ カンジ ヤマシタユウ） 

 

担当者連絡先 (一社)豊田青年会議所  

２０１９年度 広報渉外委員会 委員長候補者 稲垣博貴 

携帯電話番号：０８０－４２９６－０３１２ 

データ送付先：h.inagaki@inagaki-photo.co.jp  

 

●会議・懇親会会場 

創作割烹 和乃風（わのふ） 

お車でお越しの場合、店舗前に駐車場がございます。  



 

創作割烹 和乃風 

店舗前駐車場 



一般社団法人岡崎青年会議所 

  2019 年度 依頼要望確認書  
 

議案表  

●議 案 名： 
第 46 回ＪＣ青年の船「とうかい号」一般乗船者募集及び申込みの手続きの

件 

●委員会名： 未来の国宝育成委員会 

●役 職 名・担当 役員名： 副理事長・天野慎介 ●確認日：2018 年 10 月 10 日 

●役 職 名・議案上程者名： 委 員 長・南浩一 ●確認日：2018 年 10 月 10 日 

●役 職 名・議案作成者名： 委 員 長・南浩一 ●作成日：2018 年 10 月 04 日 

 

議案上程スケジュール 

依頼要望（○）2018 年 09 月 24 日 第 02 回 候補者正副理事長会議 

依頼要望（〇）2018 年 10 月 04 日 第 02 回 候補者議案審査会 

依頼要望（〇）2018 年 10 月 16 日 第 02 回 候補者理事会 

 

【内 容】 

東海地区の発展に繋がる未来を担う青年育成の道標となるべく、公益社団法人日本青年会議

所東海地区協議会の事業として第 46 回ＪＣ青年の船「とうかい号」が開催されます。 

とうかい号に参加することにより一緒に乗船する、初めて出会うであろう人達と団体行動し、

会話をする、様々な研修を行うことで他者の理解に繋がります。活動の中で自分の存在意識を

見つめ直し、自身の理解にも繋がります。また仲間となった乗船者と一緒に夢や目標に向けて

活動する中で、一人ではできないことも、仲間と一緒に成し遂げられることを学んで頂きます。 

そして周囲への思いやりや感謝の気持ちを育みます。とうかい号で学んだことを家族・企業・

地域にて活かして頂き、地域に貢献できる人材になって頂くために、より多くの一般乗船者の

募集を行います。参加して頂ける方が、最大限の学びになるように、精一杯サポートさせて頂

きます。 

 

・2019 年度は 5 名の一般乗船者の募集とさせて頂きます。 

・PR のポスターが届きしだい、お願いをして商工会議所など公共・施設などに掲示していきま

す。 

・紹介カードをメールにて各委員長（スタッフは専務理事補佐）に配信させて頂きます。 

・シニアクラブ会員企業様へ訪問し、一般乗船者募集のお声掛けをさせて頂きます。 

・紹介者がいるメンバーはスタッフ、各委員会ごとに紹介カードを記載の上、未来の国宝育成

委員会幹事  谷圭亮君のメールに送信してください。（送信先メールアドレス：

tani@yamadaya-kimono.com）また、委員会訪問の際にも回収させて頂きます。 

・2019 年度の委員会を訪問させて頂きます。その際、直接皆様に一般乗船者募集の協力の依頼

をさせて頂きます。つきましては、各委員会開催日を未来の国宝育成委員会幹事 谷圭亮君

より各委員会幹事に確認させて頂きます。 

  

【募集要項】 

日程：2019 年 06 月 02 日（日）～2019 年 06 月 08 日（土）（予定） 

渡航先：台湾 台北（予定） 

参加費用：265,000 円（予定） 

総募集人員：416 名 

申込締切 



第1次 2019 年 02 月 08 日（金） 最終 2019 年 03 月 08 日（金） 

※但し、定員になり次第締め切らせて頂きます。 

参加資格 

1．原則として東海地区（三重・静岡・岐阜・愛知）4 県の年齢 20 歳より 35 歳位までの男女で 

  各地青年会議所理事長と輩出ブロック会長に推薦される人。 

  （推薦資格については、各地の青年会議所にお問い合わせください）  

2． 健康状態が良好で、軽い運動が含まれる長期の団体行動に耐えることのできる人。  

（特に心臓・胸部・精神性・伝染病疾患のない人） 

3． 青年として恥ずかしくない常識を備え、明朗で協調性に富み、団体行動に適応できる人。  

（ア） 団体の規律に従い、出航から帰港まで終始団体行動を厳守できる人。  

（イ） 今回の「とうかい号」の活動に関心を持ち、下船後その成果を積極的に地域や企業にお

いて活かすことができる人。  

（ウ） 第46回ＪＣ青年の船「とうかい号」オリエンテーションに参加できる人。  

4． 公的秩序を乱すことのない人。 

5． 過去に「とうかい号」への乗船経験のない人。 

6． 外国籍の方は日本語で会話ができることを条件とします。 

 

詳細は 2018 年 11 月（予定）に開催されるスタートアップ東海にて正式発表されます。 

添付資料一覧  

NO 区分 資料種類 資 料 名 

1 対象 電子 一般乗船者ご紹介カード 

2 対象 電子 2019 年度一般乗船者募集のご案内 

 

前回までの流れ（意見と対応） 

 

●第 02 回候補者正副理事長会議  ●開催日 2018 年 09 月 24 日（火）依頼 

 

意見 01): 例年、株式会社不動産ショップナカジツ、株式会社フジケンハウジング以外の乗

船者がいない状況で、万が一 2 社から乗船者の参加がない場合も想定し、とうか

い号のポスターを商工会議所などに貼るなどをしてみてはいかがでしょうか。 

対応 01): ポスターが届き次第、商工会議所などに掲示させて頂き、PR していきます。 

  

意見 02): 副理事長確認日や議案上程スケジュールなどの日程がおかしいです。修正をお願

いします。 

対応 02): 副理事長の確認日など間違えのないよう、今後気をつけます。議案上程スケジュ

ールを正しい日程に修正いたしました。 

  

意見 03): スタートアップ東海の日程を予定や中旬などに変更してください。 

対応 03): 詳細は 2018 年 11 月（予定）に修正いたしました。 

  

意見 04): 本文の事務局は必要ないので削除してください。 

対応 04): 事務局は削除いたしました。 

  

意見 05): 2017 年度にとうかい号が新聞に掲載され問い合わせがありました。ぜひ 2019 年度

も PR して頂き発信をしてください。 

対応 05): 新聞社に PR させて頂きます。 



意見 06): 

対応 06): 

台中から台北へ修正してください。及び最新のデータを追記してください。 

募集要項に、渡航先、募集人、費用、参加資格を追記しました。 

 

●第 02 回候補者議案審査会  ●開催日 2018 年 10 月 16 日（火）依頼 

 

意見 01): 第 02 回候補者正副理事長会議の意見 01 のナカジツ、フジケンを正式名称にして

ください。 

対応 01): 正式名称に修正しました。 

  

意見 02): 第 02 回候補者正副理事長会議の意見 01 の過程と言う言葉を想定などに変更して

ください。 

対応 02): 想定に修正いたしました。 

  

意見 03): 第 02 回候補者正副理事長会議の意見 03と意見 05の下さいをくださいに変更して

ください。 

対応 03): くださいに修正いたしました。 

  

意見 04): 第 02 回候補者正副理事長会議の意見 05 の 2017 年を 2017 年度に変更してくださ

い。 

対応 04): 2017 年度に修正いたしました。 

  

意見 05): 第 02 回候補者正副理事長会議の 06 意見に台中から台北へ修正してください。及

び最新のデータを追記してください。との意見を追記してください。 

対応 05): 第 02 回候補者正副理事長会議の 06 の意見に追記し対応しました。 

  

意見 06）: 近年とうかい号の乗船者を輩出頂ける企業が限られています。現役メンバーの会

社から輩出してもらうためになにかアイデアなどはありますか。 

対応 06): 過去に乗船された方からのメリットを聞いて、伝えていきます。 

  

意見 07）: 過去に乗船した方のその後が分かる様な、なにかがあると乗船者の未来が企業さ

んも想像でき、乗船者の輩出に繋がると思いますがいかがですか。 

対応 07）: 過去に乗船された方の体験談を聞いてみたいと思います。 

  

意見 08）: 第 02 回候補者正副理事長会議の開催日の協議を依頼に変更してください。 

対応 08）: 依頼に修正いたしました。 

  

意見 09）: とうかい号のポスターを掲示する場合、例えば、商工会議所、むらさきかんなど

に掲示をお願いする予定ですなど、議案本体に記載して下さい。 

対応 09）: 議案に PR のポスターが届きしだい、お願いをして商工会議所など公共・施設など

に掲示していきます。追記いたしました。 

  

意見 10）: 内容の 3 行目の出会うだろうを出会うであろうに変更してください。 

対応 10）: 出会うであろうに修正いたしました。 

  

意見 11）: 内容の下から 3 行目の生かしてを活かしてに変更しください。 

対応 11）: 活かしてに修正いたしました。 

  

意見 12）: ポスターを掲示するにあたって効果的な場所はありますか。 

対応 12）: 特に効果的な場所はありませんが、より多くの場所に貼らせて頂く事が効果的だ



と思われるので、訪問させて頂き、掲示させて頂ける場所に掲示していきます。 

  

意見 13）: 新聞社に PR していくのにイメージは出来ていますか。簡単には新聞社に PR する

のは難しいと思います。プレスリリースが必要なのではないでしょうか。 

対応 13）: 新聞社に PR していけるよう、内容をまとめ、プレスリリースを作成して PR した

いと思います。 

  

意見 14）: 内容の 7 行目のとうかい号、の句読点を削除してください。 

対応 14）: 句読点を削除いたしました。 

  

意見 15）: 議案チェックリストの議案名を下の段に移動した方がいいと思います。 

対応 15）: 議案名の下に今後していきます。 

  

意見 16）: 紹介カードの連絡先は委員長になっていますが、これは適切でしょうか。一考し

てください。 

対応 16）: 各企業にも使用しますので、委員長の名前で問題ありません。 

  

意見 17）: 募集の締め切り日を書いてください。 

対応 17）: 募集要項に追加しました。 

  

意見 18）: 現在、シニアの先輩の会社からの乗船者に頼る状況ですが、その理由が 6 名の乗

船者の目標であるのならば、先輩方にも失礼ですので乗船者を減らすことも検討

してください。 

対応 18）: 募集人数を 6 名から 5 名に修正いたしました。 

  

意見 19）: 特定のシニアの先輩に乗船者の輩出を頼っている状況で、他の方法も検討してく

ださい。例えば卒業 10 年以内のシニアの先輩の会社にアタックするなどはいかが

でしょうか。 

対応 19）: 過去の卒業生のリストを参考にアタックしていきたいと思います。 

  

意見 20）: 特定のシニアの先輩に乗船者の輩出を頼っている状況は運営上のリスクもあるの

で、他の企業からも輩出して頂けるように方法も検討してください。 

対応 20）: 過去の卒業生のリストを参考にアタックしていきたいと思います。 

  

意見 21）: 特定のシニアの先輩の企業以外でとうかい号の魅力を伝えて、他の企業やメンバ

ーにとうかい号の良さが伝わる様に南委員長がとうかい号をしっかり学び、他の

企業やメンバーに伝えれるようになってください。 

対応 21）: 先輩方や企業様、他のメンバーに魅力を伝えることが出来るよう過去の乗船者の

意見や資料などから、私自身がとうかい号のことをしっかりと学びお伝えしたい

と思います。 

 

 



 

委員会名  

紹介者名  

乗 
    

船 
  

希 
  

望 
  

者 

お 
 

勤 
 

め 
 

先 

会社名  

会社住所  

電話番号  

ＦＡＸ番号  

窓口担当者  

 

ふりがな  

氏名  

年齢  

性別  

連絡先   

※ 携帯電話番号  

※ メールアドレス  

備考  

 
※印の項目につきましては、記入可能な場合のみお書き込みください。 

担   当：未来の国宝育成委員会 

委 員 長：南浩一 

携帯電話：090-5602-4662 

F A X：0564-54-5031 

E - m a i l：heiwa-minami@m5.catvmics.ne.jp 

第 46 回ＪＣ青年の船「とうかい号」一般乗船者ご紹介カード 



○○御中                           平成 31年 1月吉日 

一般社団法人岡崎青年会議所 

理事長 新美 紀善 

 

 

第 46回ＪＣ青年の船「とうかい号」一般乗船者募集のご案内 

 

拝啓 平素は青年会議所活動に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

また、皆様方におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、本年度もＪＣ青年の船「とうかい号」の一般乗船者を募集させていただくことに

なりました。ＪＣ青年の船「とうかい号」は、東海地区の企業・諸団体の皆様のご協力を

得ながら過去 45回を数え、日本各地の青年会議所を含む全国の多くの非営利組織が開催す

る様々な研修事業の中でも、特に価値ある非営利の研修事業であると言われており、乗船

者の所属する企業において役立つ「リーダーシップ」「積極的に生きる」「人間関係の構築」

等をグループ研修、セミナーで学ぶことができます。 

 そして今回の第 46 回ＪＣ青年の船「とうかい号」は、「 （未定） 」というスローガ

ンを掲げ、下記の通り開催されます。どうかこの「とうかい号」事業に深いご理解を賜り、

貴社の若手社員様あるいはご子息、ご令嬢を一般乗船者としてご推薦くださいますよう、

心からお願い申し上げます。 

 

敬具 

  

記 

 

● 日程：2019年 06 月 02日（日）～2019年 06月 08日（土） 

● 渡航先：台湾 台北（予定） 

● 参加費用：265,000円（予定） 

尚、事前研修としてオリエンテーションならびに結団式等が別に執り行われます。（詳細

は追ってご連絡させていただきます） 

また、事前研修時（名古屋市内）及び出港時、帰港時（共に名古屋ガーデン埠頭）にかか

る交通費、食事代は、別途個人負担になりますのでご承知おき願います。 

 以上につきまして、ご質問などございましたら、下記担当者にお問い合わせ願います。 

【担当】一般社団法人岡崎青年会議所 未来の国宝育成委員会 委員長 南浩一 

【連絡先】090-5602-4662 

以上 

 



一般社団法人岡崎青年会議所 

2019 年度第 1回候補者理事会 

議事録 

2018 年 09 月 11 日(火) 

19：00～： 20：00 

場所：岡崎オーワホテル 

1.開会の辞 【神道裕副理事長】 

2.ＪＣＩクリード、ＪＣＩミッション並びにＪＣＩビジョン唱和 【永瀬正典理事】 

3.ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 【南浩一理事】 

4.出席者確認並びに理事会成立宣言 【総務委員会】 

（出席者）理事 

新美紀善 神道裕 天野慎介 深谷竜太 野間幹雄 堤義明 原田真典 市田侑希 

永瀬正典 南浩一 佐藤伸 鈴木洸平 山﨑信貴 稲吉章宏 

 

理事 14 名 

（遅刻者）なし 

（欠席者）なし 

（早退者）なし 

 

理事 14 名中 14 名の出席により本理事会は成立する旨を宣言。 

 

（出席者）役員等  

竹内博剛 合原明広 児玉真二 三田村康弘 山田真也 

（遅刻者）なし 

（欠席者）なし 

（早退者）なし 

 

5. 議事録作成者並びに議事録署名人の指名 

議事録作成者 総務委員会 

議事録署名人の指名 

野間幹雄副理事長、佐藤伸理事を理事長より指名。 

 

6. 配布資料並びに議題の確認 

ダウンロード（メール配信）をもって配布資料の確認とさせていただきます。 

 

7．理事長挨拶並びに報告                       【新美紀善理事長】 



 まずは竹内直前理事長、そして合原外部監事、本日は第 1 回候補者理事会にご出席いただきま

して有難うございます。そして 2019 年度理事会構成メンバーの皆さん、今日の第 1回候補者理事

会にご出席いただきまして有難うございます。まず第 1 回目の候補者理事会ではありますが、理

事会がスタート致します。ここから約 17 回理事会がありますので、最後まで誰 1名欠ける事なく

お付き合いいただきたいと思います。 

 ここで少しだけ報告をしたいと思いますが、2019 年度公益社団公人日本青年会議所東海地区愛

知ブロック協議会に中根太一君が委員長として出向するという形を、一般社団法人岡崎青年会議

所はとっていきます。それに伴って一般社団法人岡崎青年会議所からは出向者を公益社団法人日

本青年会議所東海地区愛知ブロック協議会に合計 6 名ほど送ろうという事で 2019 年度は進んで

いきます。今日出席していただいている皆さんには、是非岡崎の名前を背負って中根太一君が公

益社団公人日本青年会議所東海地区愛知ブロック協議会で委員長を務めますので、是非協力をし

ていただいて、西三河 10ＪＣ、または会員会議所会議にできるだけ皆さんには参加をしていただ

きたいと思います。 

 また会員会議所会議では、中根太一君が答弁をします。今日ここにいる委員長の皆さんは、自

分の委員会、または応援者がいると、より力が入るという事もあると思いますので、中根委員長

の背中を押すように、皆さんに出席をお願いしたいと思います。正式ではありませんが、中根委

員長はブロック大会運営委員会という委員会に出向という形が 9月 22 日（土曜日）の会員会議所

会議で決定を致します。それが決まりますと、いろいろな形で一般社団法人岡崎青年会議所も協

力をしなければいけません。その時は皆さんご協力をお願い致します。 

 ここで何を話そうかという事を少し考えていて思いましたが、少し冗談みたいな話をしますと、

一般社団法人岡崎青年会議所のこのゴングを鳴らせるのは理事長しかいないという事です。私が

新入会員の時にちょっと遊びで鳴らそうとしたらシニアクラブ会員の先輩に、当時は先輩ですが

凄く怒られました。今後、皆さん委員長をやっていくとリハーサルというものがあります。リハ

ーサルで理事長の代役をやる方が間違って鳴らそうとするという時に、副理事長にすごく怒られ

たという事があります。私も鳴らしてみたいと思った訳ではありませんが、今日このゴングを鳴

らせて、いろいろな意味で過去を振り返りながら、「ああ、とうとう鳴らしたな」と、そんな想い

で今日は鳴らさせていただきました。この一般社団法人岡崎青年会議所の 2019 年度理事長とし

て、皆さんを引っ張っていくという中で、私の理事長所信にもある「やればできるじゃないか」

これは皆さんにとっていろいろな壁があると、諦めるのではなく、しっかりとそれに向かってや

って、続けていけば、必ず自分の思い描いた自己実現ができるという想いで「やればできるじゃ

ないか」という事を皆さんに発信したいなと思います。 

 また今日は議案の本数としても少ないですが、来月からは審議案件、協議案件という形でいろ

いろなものが上がってきます。委員長の皆さんが思い描いたものをしっかりと実現をしていって

いただきたいというふうに思います。 

 今日この後、懇親会というものも山田専務理事補佐が設営をしていただきます。最後までお付

き合いいただき、今日のこの理事会がより身になるものを期待して、挨拶と代えさせていただき



ます。今日は宜しくお願い致します。 

 

8. 直前理事長挨拶                        【竹内博剛直前理事長】 

 皆さんこんばんは。新美理事長候補者をはじめと致します理事役員の皆様、記念すべき 2019 年

度第 1回候補者理事会のご盛会、誠におめでとうございます。 

 役員・委員会スタッフ候補者セミナーの時にお話をさせていただきましたけれども、皆様、2019

年度の理事という重責を担っていただきまして皆様の覚悟とその決断に心から敬意を表したいと

思います。 

 先ほど、新美理事長候補者の方からご挨拶がございました。皆様はメモを取っていらっしゃっ

たでしょうか。なぜこういう事をお話させていただくかといいますと、これから 2019 年度の活動

がスタートしていく中で、新たに理事を担っていただきました委員長の皆様は、委員会というも

のを任せられ、委員会メンバーと 2019 年度の運動のベクトルを一緒に共有しながら活動していた

していただくという必要がございます。理事長から発せられる言葉、行動、そして専務理事から

伝えられる運営の方針、考え方、そして上長である担当の副理事長から引き継がれる言葉や指示

をしっかりと受け入れていただいて、委員会の運営に役立てていただきたいと思います。そして

何より、一般社団法人岡崎青年会議所という組織に所属している一員だという心構えを持ってい

ただいて、2019 年度の活動を進めていただきたいと思います。組織の一員であるという事をお伝

えさせていただきたいと思っております。 

 そしてもう一つ、2019 年度の活動がこれから本格的にスタートしていきます。何よりこの候補

者段階というのが非常に大事になってくるかと思います。どのようにこの 1 年間、委員会運営を

したいのか、どのように事業構築していきたいのか、準備段階であるこの予定者段階という時間

を非常に大切にしていただいて、1 月スタートが切れるように皆さん準備を進めていただきたい

と思います。 

 直前理事長という事ですので、お伝えしたい事は沢山ありますが 2019 年度は新美理事長の発せ

られる言葉をしっかりと皆さんで共有していただいて、スタートを切っていただきたいと思いま

す。 

 最後に理事を受けられた皆様は、メンバーから非常に見られる立場であると思います。かっこ

いいＪＣマンで 500 日を走り続けて、第 13 回の 2020 年 1 月に、私、またお邪魔させていただく

事になると思います。その時に、皆さんと笑顔で会える事を楽しみにしております。500 日頑張っ

ていただきたいと思います。以上で直前理事長挨拶とさせていただきます。有難うございました。 

 

9．副理事長挨拶                          【天野慎介副理事長】 

 皆さんこんばんは。私も 3 年前、今委員長の皆さんが椅子に掛けられているように少し緊張し

て、でもやるぞという気持ちで座っていたなという事を今日思い出しました。 

 副理事長挨拶ですが、先週の役員・委員会スタッフ候補者セミナーの時に、三田村監事が青年

会議所はどういった事を行うのか、何のためにやっているのかという言葉をトヨタ自動車株式会



社さんの会社の企業理念と共に説明していただきました。その後、私は自分の会社に戻って、私

の会社はまずは何をしているのかと考えました。私は補聴器販売、補聴器専門店の会社で代表と

してやっております。簡単に言いますと、聞こえづらい方、難聴者の方に補聴器を調整、フィッ

ティングと言いますが、音を合わせて聞こえやすくさせていただいて、笑顔になっていただくと

いう仕事をしています。ただ、私の会社は補聴器を販売するだけの会社かと思った時に、たぶん

違うのではないかと思いまして、大きく言えば、社会を変えるために仕事をしています。どうい

う事かと言いますと、会社で言いますと、私は補聴器をきらきらにデコレーションをするデコ補

聴器というものをやっています。それは子ども達が補聴器を付けているといじめられたりとか、

やはり後ろで何かこそこそ言われたりとか、取り上げられたりとか、そういう事があります。そ

れを 10 年位前にある女の子から聞いて、それはおかしいなと、補聴器は聞こえを助けるもので良

いものなのに、何でいじめられるのだろうと思いました。それはやはり補聴器のイメージが良く

ないのだなと、年寄臭いとか、格好悪いとか、では補聴器のイメージが変わればそんないじめだ

とか、そういった事はなくなるのではないかと考えデコ補聴器を始めました。ＪＣの中で人間力

大賞等でも毎回このデコ補聴器で応募させていただいているという面もあります。なぜかと言い

ますと、それは一つの社会変革として皆さんに知っていただきたいという気持ちがあったからで

す。なぜこういうお話をしたかと言いますと、青年会議所もやはり社会変革を行う団体だと私も

思っております。これからこの 500 日間の間で委員長の皆さんが行う一つひとつの事業、また例

会というものが、間違いなく私は社会変革に繋がると思っています。今後、堤専務理事の運営方

針を読んでいただけると良いですが、堤専務理事も社会変革を行う団体と書かれていると思いま

す。私が尊敬する先輩、株式会社リバーシブルの浅井先輩が私の第一推薦人なのですが、浅井先

輩に最初に言われたのが、「天野君、青年会議所は街づくりをしている団体ではないよ。いつの時

代もゼロから一にする団体だ」と、「地域の困り事、社会の不足している部分、困り事を青年会議

所が一生懸命考えて、事業や例会で表現して次の世代に繋いでいく、こういう団体だよ」とおっ

しゃられていました。自分も 3 年目の委員長の時に、自分がやる事がもしかしたら、自分は青少

年育成の委員長でしたが、子ども達が大きくなった時に、ＪＣのこんな事業や例会に出た時に、

「学びになった、少しでも成長できたな」と振り返っていただけるような例会をしたいと思って

行いました。これも一つの社会変革に繋がるかもしれないです。 

 青年会議所は皆さん方が行って一生懸命やる事で、必ず社会が変わっていくと思います。委員

長さんが書く議案、行動が委員会メンバーさんに伝わり、委員会メンバーさんが各会社、自分の

会社や家族に伝え、そうしますと、もしかしたら市民の方に伝わるかもしれないです。皆さんが

変わる事、一生懸命やる事によって、おかざきの市民の方が変わるかもしれない。ではおかざき

の市民の方が変わったら愛知も変わるかもしれない、日本も変わるかもしれない、大きく言えば

社会が変わるかもしれない、私は、この青年会議所という団体は、そういう可能性があるものだ

と思っております。新美理事長もおっしゃられる「やればできるじゃないか」皆さんも必ず可能

性があって、私もやればできると思っておりますので、500 日間一生懸命突っ走っていただいて、

また、竹内直前理事長がおっしゃたように、最後の時に笑顔で迎えられると良いと思います。 



以上となります。 

 

10.審議事項 司会 深谷竜太副理事長  

 

［10-2］その他は緊急上程がなく、削除。 

 

［10-1］一般社団法人岡崎青年会議所 2019 年度組織図（案）承認の件 

 

堤専務理事   一般社団法人岡崎青年会議所 2019 年度組織図（案）承認の件、

上程させていただきます。 

     

永瀬理事 質  人選の根拠は何でしょうか。 

     

堤専務理事    出席率をベースにして考えております。 

そして、次年度のスタッフメンバーで討論を行った結果で作成して

おります。 

 自分が委員長の時もそうです。人員の配置について自分に対して

の考えをお持ちだと思いますが、あくまでも与えられたメンバーに

対して委員長がどのようにメンバーと交流し実力を引き出せるかも

委員長の役目でもあります。皆様、想うところがあるとは思います

が前向きな気持ちで委員会メンバーと仲良くして下さい。 

     

総務委員会   理事全員の賛成により、本議案は可決承認されました。 

 

11. 協議事項 司会 堤義明専務理事 

 

［11-1］その他は緊急上程がなく、削除。 

 

12. 報告事項 司会 堤義明専務理事 

 

［12-3］その他は緊急上程がなく、削除 

 

［12-1］一般社団法人岡崎青年会議所 2019 年度諸会議日程の件 

 

堤専務理事    一般社団法人岡崎青年会議所 2019 年度諸会議日程の件、上程さ

せていただきます。 



     

原田議案審査会代表   第 1 回候補者議案審査会の意見と対応は全て対応しています。 

   

堤専務理事   一般社団法人岡崎青年会議所 2019 年度諸会議日程は、次年度の

正副理事長会議、理事会、例会の日程となっておりますので手帳に

記載していただき、メンバーへも周知の方をお願い致します。 

 

［12-2］一般社団法人岡崎青年会議所2019年度活動スローガンの件 

 

堤専務理事   一般社団法人岡崎青年会議所 2019 年度活動スローガンの件を上

程させていただきます。 

 詳細を説明致します。2019 年度活動スローガンは「自己実現～

人は何のために生きるのか～」です。次回の理事会から活動スロー

ガンを唱和していただきます。総務委員会の稲吉委員長は議案の方

にお願い致します。 

 

13. 依頼・要望・確認事項 司会 堤義明専務理事 

 

［13-7］その他は緊急上程がなく、削除 

 

［13-1］直前理事長抱負・監事抱負・議案審査会代表抱負・専務理事補佐抱負原稿依頼の件 

 

堤専務理事   直前理事長抱負・監事抱負・議案審査会代表抱負・専務理事補佐

抱負原稿依頼の件、上程させていただきます。 

     

原田議案審査会代表    第 1 回候補者議案審査会の意見と対応は全て対応しています。 

     

深谷副理事長 意  議案上程スケジュールの本日の理事会の対象が今日の理事会で

す。丸が抜けているので修正して下さい。 

 

［13-2］委員会別議案上程スケジュール作成依頼の件 

 

市田常務理事   委員会別議案上程スケジュール作成依頼の件、稲吉委員長より上

程致します。 

     

稲吉委員長    委員会別議案上程スケジュール作成依頼の件、上程致します。詳



細は議案の通りです。 

 今日の夜か、明日ぐらいに副理事長、常務理事長、専務理事に上

程スケジュールの方をデータで送らせていただきます。その後委員

長さんと連携をとって上程スケジュールを作っていただき、来週火

曜日 18：00 までに上程して下さい。今回フォーマットを例年のデ

ータから更新しております。それは上程スケジュールの変更があっ

たときに更新しやすいように変更しています。もしスケジュールが

変わる際はすぐ変更をして上程をしていただきたいと思っておりま

す。上程案内の方を、総務委員会から送らせてもらうのですけど

も、それがずっと間違ったまま案内流してしまいますのでご注意下

さい。宜しくお願いします。 

     

原田議案審査会代表    第 1 回候補者議案審査会の意見と対応は全て対応しています。 

 

［13-3］理事会出欠席及び遅刻連絡の件 

 

市田常務理事   理事会出欠席及び遅刻連絡の件、稲吉委員長より上程致します。 

     

稲吉委員長    理事会出欠席及び遅刻連絡の件、上程致します。詳細は議案の通

りです。 

 欠席遅刻の連絡がある際は、理事会当日の 12：00 までに私の方

に連絡をしていただきたいと思います。 

 書類の方もありますので、理事会が行われる前までにメール又は

書面で提出していただきたいと思います。宜しくお願いします。 

     

原田議案審査会代表    第 1 回候補者議案審査会の意見ですが、意見の 02 欠席届につい

て、修正がなされておりません。この点の修正をお願い致します。 

     

鈴木理事    議案作成お疲れ様です。特に意見はございません。 

 

［13-4］会員カード（家族状況調査書）管理の件 

 

市田常務理事   会員カード（家族状況調査書）管理の件、稲吉委員長より上程致

します。 

     

稲吉委員長    会員カード（家族状況調査書）管理の件、上程致します。詳細は



議案の通りです。 

 こちらの方で変更があれば私ではなくて、事務局のメールアドレ

スの方に連絡していただければ随時変更していきますので、宜しく

お願いします。 

     

原田議案審査会代表    第 1 回候補者議案審査会の意見と対応は全て対応しています。 

 

［13-5］個人データ集約の件 

 

市田常務理事   個人データ集約の件、稲吉委員長より上程致します。 

     

稲吉委員長    個人データ集約の件、上程致します。詳細は議案の通りです。 

 今日か明日中に委員長さん方に個人データ集約確認書を送らせて

いただきます。 

 第 1 回候補者委員会の時にメンバーに渡していただいて、次回の

理事会の時にその署名いただいたものを、私の方に提出していただ

きたいと思います。宜しくお願いします。 

     

原田議案審査会代表   第 1 回候補者議案審査会の意見について確認です。 

個人データ修正確認証で修正を依頼した場合に、会員カードにその

ままリンクされて修正ができるかというような意見の趣旨が記載さ

れているという事で宜しいでしょうか。 

   

稲吉委員長   はい、その通りです。事務局員の今松さんに確認しましたので間

違いありません。 

 

［13-6］委員会記録提出の件 

 

市田常務理事    委員会記録提出の件、稲吉委員長より上程致します。 

     

稲吉委員長    委員会記録提出の件、上程致します。詳細は議案の通りです。 

 こちらのルールをとしまして委員会開催後、5日以内に上程アド

レスに委員会記録を上程していただきまして、その後委員会開催か

ら 10 日以内に事務局のファイルの方に綴っていただきたいと思い

ます。宜しくお願いします。 

     



原田議案審査会代表    第 1 回候補者議案審査会の意見と対応は全て対応しています。 

     

堤専務理事    こちらは、委員長が新入会員の幹事の方が委員会記録の方の作成

し提出すると思います。委員長の皆様の方から幹事の方へのご指導

の方を、宜しくお願い致します。 

 

14．意見交換 司会 堤義明専務理事 

 

［14-1］その他は緊急上程がなく、削除。 

 

15．次回開催日・場所の確認 

 

第 2 回候補者理事会 [2018 年 10 月 16 日(火)19：00～ 岡崎オーワホテル] 

 

16．監事所見 

 

監事 児玉真二君 

  新美理事長第 1回候補者理事会のご盛会、誠におめでとうございます。そして竹内直前理事長、

合原外部監事ご出席有難うございます。そして総務委員会の皆様ご設営本当に有難うございます。 

 それでは、監事所見をさせていただきます。 

今日は初めてこの席に座って、すごく緊張感があって皆さんも同じだと思います。良い意味で

の緊張感。これを第 13 回理事会までしっかり持っていただいて、締まりのある理事会にしていた

だければと思います。そして、ここにいる全員が第 13 回理事会まで誰 1人欠ける事なく、出席し

ていただいて最後にみんな笑顔で終われるようなそんな理事会にしていっていただければと思っ

ております。 

 今日は意見が出るような議案は、そんなになかったかと思うのですけれども、次回から審議案

件があり議案がたくさん出てくると思います。私も委員長時代、ここで意見を言っていただく事

で議案っていうものが非常にブラッシュアップされて、自分もその意見に対応していく事で議案

がよくなって、そして例会事業が非常に良くなっていったそんな経験があります。特に委員長の

皆さん、他の委員長に対して意見を言えるというのはこの理事会でしかないので、しっかり事前

に議案を読んでいただいて意見をたくさん言っていただいて 2019 年度の事業、それから例会がよ

り良くなっていくように頑張っていただきたいと思います。 

 最後に、原田議案審査会代表、議案審査会の意見と対応を述べられる時は、ご起立を宜しく願

い致します。 

  以上で監事所見とさせていただきます。有難うございました。 

 



監事 三田村康弘君 

 竹内直前理事長そして合原外部監事、2019 年度の理事会にお越しいただきまして誠に有難うご

ざいます。2019 年度中は、お 2人の席ご用意いたしますので、是非いつでもご参加していただけ

たらなと思います。 

そして、新美理事長候補者、本日の理事会ご盛会、誠におめでとうございます。そして総務委

員会の皆様、初めての理事会というところでございましたが、卒なくこなしていただけたんじゃ

ないかなと思っております。総務委員会さんに限っては、委員会メンバーがいないというところ

で今日の 4 人のメンバーで最後の第 13 回目まで、設営をしていただく事になると思いますので、

最後まで宜しくお願い致します。 

そして、本日のセレモニーと理事会についてです。程よい緊張感の中、理事会が開催されたな

と思います。ただ若干緊張しすぎた部分もあるのかなと思います。議長以外の上程者は起立の上、

発言をするっていう事ですとか、若干返事を待たずに進行が進められているという部分も見えて

おりましたので、緊張感をもって理事会が進んでいくっていうのは大変いい事だと思うのですが

少し落ち着いて、議会進行をしていくのが良いと思います。 

  あとは審議案件の組織図の配布の際、配付資料が 1 枚足りておりませんでした。これは誰が印

刷してこちらに持ってきたっていうのはわかりませんが、資料 1 枚足りてないっていう事だけで

もまずいという事を認識していただいて、印刷してここに持ってくるようにしてほしいと思いま

す。 

 そして、本日の議案の内容に入っていきたいと思います。新しい審議案件が 1 本と報告と依頼

要望というところであったと思います。 

  第 1 回候補者理事会っていうのは、毎年そうですけどもこれぐらいの議案になるところであり

ます。ただ、理事の皆さん、特に委員長の皆さんが、実際手が挙がらなかったっていうのはちょ

っと残念なところではあるかなと思います。特に、委員長さん自身の事であると思います。また

委員会メンバーに今日出た事を、金曜日の最初の委員会に伝えなきゃいけない事も今日含まれて

おりました。委員会の時に説明して、委員会メンバーが分かるように明確に説明してあげなきゃ

いけない責任が理事の皆様にはあります。多分なんとなく今日進行していた中で、どういう事だ

ろうなと思いながらいた理事の方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。もし今日分っ

てなかったら、後でもいいので、これって本当はどういう事だったのかなっていうのは聞いて下

さい。しっかりと対応してほしいと思います。というのも今の理事会っていうのが、一方、一般

社団法人岡崎青年会議所にとって一番の最高決定機関というのが総会になるわけです。総会にお

いては、その 1 年の年間の計画ですとか議案ですとかそういう大きな事を皆さんで決議するわけ

ですけれども、それ以外のほぼ全ての事を理事会において決定します。メンバーを代表して、一

票の権利を持っている重責を認識して理事会に臨んでもらいたいと思います。 

  これから議案が出てくると、最終的に理事の決定によって事業というものが遂行できるかどう

かっていうのが決まってきます。稀に自分のやりたい事っていうのと、理事長から与えられたミ

ッションっていうが隔離されたものを上げてきてしまう事があります。皆さんがやらなきゃいけ



ない事っていうのは、理事長から与えられたミッションが優先であって、理事会での決議ってい

うのが優先であるところであります。ただその中でも、与えられたミッションの中でどんな事を

やっていかなきゃいけないのかというのを達成させる事を必死で考えてほしいと思います。 

  話は変わりまして、引き継ぎに関しまして皆さん、自分が担当するミッションに対して、先に

やられている委員長さんがいると思うのですけれども、引継ぎっていうものを、この日までにさ

れてきたでしょうか。もしやっていなければ、今すぐにでも引継ぎっていうものをしてほしいと

思います。なぜかと言いますと同じ事を今までやってきた人だからわかる事っていうのがあると

思います。同じ事を失敗しないという事と、後はもしかしたら自分がやろうとしている事に、新

たなヒントをいただけるかもしれないという事もありますので、引継ぎっていうものを行って下

さい。 

  最後に、本日の審議案件 1 本でしたけれども、組織図が承認をされました。今日もしくは明日

中にでも自分の下に書かれている委員会メンバーに是非とも電話をしていただいて、できるなら

直接お伺いしていただく事が良いかと思います。是非、来年 1 年宜しくお願いしますという事を

早めに伝えていただけるといいかなと思います。 

以上で、監事所見とさせていただきます。有難うございました。 

 

17．閉会の辞                            【市田侑希常務理事】 

 

 

 

 

 

理事長                     印 

 

 

監事                      印 

 

 

監事                      印 

 

 

議事録署名人                  印 

 

 

議事録署名人                  印 
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