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一般社団法人 尾道青年会議所 

２０１８年度 第１２回理事会 議事録（案） 

 

日時：２０１８年１２月 ６日（木）１９：００～ 

場所：尾道国際ホテル 

 

（出席者） 

 安本皇、太田雄介、美ノ上仁孝、安楽城大作、山北真也、加度亮平、武田大俊、中島裕一朗、日暮泰広、

新宅正章、井上智仁、河原研介、石森良、𠮷𠮷田雄太、宮地晃二郎、巻幡恭史、鍋島巧、森川陵、歌一行、

岡本正也、川﨑耕平、島田元太、政成啓行、加藤雄大、大前慶倫、小林暢玄 

 

（オブザーブ） 

 池田憲泰、池田友和、高橋建太、原田知晴、岡田貴臣、今岡正英、大西貴明、小川直紀、岡本大輔、 

三浦雄輔 

 

（欠席者） 

 吉原敏兼、高升純 

 

（遅刻） 

  

 

（早退） 

 

 

1. 開会 

2. 点鐘 

3. ＪＣＩクリード唱和              河原研介 

4. ＪＣＩミッション並びにＪＣＩビジョン唱和   井上智仁 

5. ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和          歌一行 

6. 出席者の確認 ： 加藤理事セクレタリーより 

理事２２名 直前理事長１名 監事２名 セクレタリー２名 

7. 配布資料の確認 ：川﨑専務理事より 

第１２回理事会資料       １部 

8. 議事録署名人並びに議事録作成人の指名 ：安本理事長より 

 議事録署名人 ：安楽城大作  

 議事録作成人 ：事務局 

9. 議題の確認 ：川﨑専務理事より  
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（審議事項） 

   第 １号議案 青年経済人の育成事業の調査・研究・実践 事業報告（案）決算（案）に関する件 

第 ２号議案 会員資質向上を目的とした事業の調査・研究・実践 事業報告（案）決算（案）に関する件 

第 ３号議案 地域教育推進事業の調査・研究・実践 事業報告（案）決算（案）に関する件 

第 ４号議案 しまなみ３ＪＣ事業の企画・運営 事業報告（案）決算（案）に関する件 

第 ５号議案 活動記録の整理・保存及び広報活動の実践・検証 事業報告(案)に関する件 

第 ６号議案 地域の安全を目指した社会開発の調査・研究・実践 事業報告（案）決算（案）に関する件 

第 ７号議案 新入会員研修の調査・研究・実践 事業計画（案）予算（案）に関する件 

第 ８号議案 卒業例会行事 事業計画（案）予算（案）に関する件 

第 ９号議案 一般社団法人尾道青年会議所 ２０１９年度 役員承認に関する件 

第１０号議案 一般社団法人尾道青年会議所 ２０１９年度 委員会事業計画（案）予算（案）に関する件 

第１１号議案 一般社団法人尾道青年会議所 ２０１９年度 一般収支予算（案）に関する件 

第１２号議案 一般社団法人尾道青年会議所 ２０１９年度 特別会員への入会（案）に関する件 

第１３号議案 例会・総会の設営及び運営 事業計画（案）に関する件 

第１４号議案 その他 

 その他は案件がないことを確認し、削除 

（協議事項） 

第 １号議案 その他 

その他は案件がないことを確認し、削除 

   以上の結果、上記１４議案にて本会を進行する事とした。 

10. 理事長挨拶 

（安本皇）皆さんこんばんは。ようこそ。新旧理事会にお越し下さいました。まずは２０１８年度理事メン

バーの皆様、２０１８年度の運動に対して大きな力、お時間を割いて頂いて支えてくださり本当

にありがとうございました。まだ少し事業も残っておりますけれども、いよいよ終わりだという

気持ちになってきております。思い起こせばＬＯＭ一丸となって行ったブロックゴルフ大会。皆

さんのお力のお陰でＯＢ、他ＬＯＭの皆様に喜んで頂けたゴルフ大会を設営できました。本当に

ありがとうございまいした。そして委員長をはじめとする委員会メンバーが予定者段階から考え

て構築してきた事業。目標に向けて頑張っている矢先に７月に起こった豪雨災害。本当に今まで

直面したことのない大きな壁にぶつかりました。そんな中、私たちに何が出来るのか考える暇も

ないくらい慌ただしく復興に向けて、尾道市、尾道市社会福祉協議会と連携を取りながら進んで

きたわけです。事務局もマニュアルのない中、経験した事のない状態を手探りで進めていきまし

た。時には言葉足らずで気分を害することもあったかと思いますが、必死になって事務局メンバ
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ーも対応していきましたし、またそれに応えて各委員会のメンバーが尾道の町の為に動いてくだ

さった事に感謝しております。そんな中、振り返って頂いて自分の思い描いた委員会運営、事業。

１年間どうだったでしょうか。自分がやりたかった事に近いことが出来た委員会もあれば、自分

が思い描いていた事業に向かえなかった、実施出来なかった委員会もあったと思います。ただそ

れが成功失敗でなく、そこに向かう過程、挫折してしまった時、次に向かう切り替え、改めて向

かっていく強さ。２０１８年度の委員会運営、活動の全てがこれからの人生の糧になる。そんな

時間であったと思います。私自身も本当に理事長として皆さんに支えて頂きながら、多くの発見

もありましたし、学ぶことも多くありました。我々しか出来なかった経験だと思います。このメ

ンバーだったからこそ乗り越えられたと思っています。本当にありがとうございました。しかし

青年会議所はここで終わりではありません。また次年度へさらなる次の年へ脈々とこの経験を伝

えていかないといけません。皆さんの経験を是非、青年会議所だけでなく会社、地域に還元して

頂ければと思います。残りわずかではありますが、今一度気を引き締めて、１２月３１日を迎え

るまで駆け抜けてください。そして駆け抜けながら２０１９年度の山北理事長予定者をはじめと

する理事メンバーへ各理事の皆さんから熱い気持ちとエールを送って下さい。本日は報告上程が

多くございますが、しっかりと検証もしつつ、２０１９年度へ素晴らしいバトンを繋げるように

していきたい思いますので、最後までよろしくお願い致します。 

11. 直前理事長挨拶 

（太田）皆さん、こんばんは。私自身久しぶりに理事会の場に来させて頂いて、またこういった機会を

頂き、ありがとうございます。長くＪＣに携わってきましたけれども、最後の理事会というこ

とで理事会が面倒だと思うときもありましたが、今から思えば早かったなと感じます。そんな

中、今年、直前理事長として皆さんに何を伝えていく事が出来るのか、この１年間考えていま

した。理事長を務めていた際は話をする内容も作り込んできていたのですが、直前理事長とし

て経験を元に皆さんに伝える事ができたらと思い、今年は作り込んでは来ていませんでした。

でも、それは私自身の成長にも繋がったと思いますし、これから先も勉強させて頂かないとい

けないと感じた１年でもありました。先ほど安本理事長から今年は色々とあった年だったとい

う言葉がございました。本当にそうだったと私自身も感じております。最初にここにいらっし

ゃる理事の皆さんにはイレギュラーな事に対して対処できるようになって欲しいとお話しした

と思います。まさにここにいらっしゃる理事の皆さんはそういったイレギュラーな事に対して

も対応されてきたと思いますし、その頑張りがあるからこそ、今年２０１８年度が最後まで駆

け抜けられたと思います。この年に起こった事、思った事を忘れずに次の２０１９年度の理事

の方々に伝えていって下さい。ただ裏を返せば本来の事業を皆さんは経験せずに、次のステッ

プに上がっていくわけであります。事業は本当に苦労するでしょうし、人との付き合いも重要

だと思います。そういった事を忘れずにこれから先、ＪＣ運動に活かして頂きたいと思いま

す。本当にこの１２回理事会までよくやって来られたと思います。今日は忌憚のない意見を聞

かせて頂きながら、最後の理事会を見せて頂きたく思います。また２０１９年度の皆さんにお

いては緊張されることありますし、上手くいくことも上手くいかないこともあると思います。

しかし、俺たちがやるんだという気持ちをもって２０１９年度を盛り上げて行ってください。
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簡単な挨拶となりますが、最後の直前理事長挨拶とさせて頂きます。本日もどうぞよろしくお

願い致します。 

12. 理事長報告 

資料にて確認 

13. 委員会報告 

 資料にて確認 

14. 審議事項 

 第 １号議案 青年経済人の育成事業の調査・研究・実践 事業報告（案）決算（案）に関する件 

 （安 本）加度副理事長お願い致します。 

（加 度）𠮷𠮷田委員長お願い致します。 

 （𠮷𠮷 田）資料参照 

 （安 本）ではご意見等ございましたら挙手にてお願い致します。 

 （安 本）無いようであれば、採決に移ります。 

  ＊全会一致で承認可決 

第 ２号議案 会員資質向上を目的とした事業の調査・研究・実践 事業報告（案）決算（案）に関する件 

（安 本）山北副理事長お願い致します。 

（山 北）中島委員長お願い致します。 

（中 島）資料参照 

（安 本）ではご意見等ございましたら挙手にてお願い致します。 

（新 宅）ステッカーの在庫の使い道は考えておられますか？ 

（中 島）クリスマス会や家族会、来年度の事業の際に使って頂ければと思います。 

（𠮷𠮷 田）飲食ブースの具体的な数字などを教えてください。 

（中 島）当日は１２０食から２００食、各店舗に用意して頂くようお願いしていました。売れ行きが良

かったのは尾道ラーメンで、１時間で売り切れました。今回の４０００名程の来場が見込める

イベントであれば３００食くらい用意していても良かったかと思います。 

（安 本）無いようであれば、採決に移ります。 

 ＊全会一致で承認可決 

第 ３号議案 地域教育推進事業の調査・研究・実践 事業報告（案）決算（案）に関する件 

（安 本）こちら続けて山北副理事長お願い致します。 

（山 北）新宅委員長お願い致します。 

（新 宅）資料参照 

（安 本）ではご意見等ございましたら挙手にてお願い致します。 

（森 川）初めて体験を主眼においた防災事業をされたわけですが、講演を聴くことと実際に体験するこ

とでの反応の違いは出ましたか。 

（新 宅）子どもたちが楽しみながら防災について学べたことは非常に意味があったと感じています。 

（安 本）無いようであれば、採決に移ります。 

 ＊全会一致で承認可決 
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第 ４号議案 しまなみ３ＪＣ事業の企画・運営 事業報告（案）決算（案）に関する件 

（安 本）こちら川﨑専務理事お願い致します。 

（川 﨑）歌副実行委員長お願い致します。 

（ 歌 ）資料参照 

（川 﨑）本チャリティーイベントで集められた義援金に関しては後日、尾道市社会福祉協議会に寄付さ

せて頂きたく考えています。 

（安 本）ではご意見等ございましたら挙手にてお願い致します。 

（新 宅）通常、義援金は日本赤十字社にお渡しする形が多いですが、尾道市社会福祉協議会にされた理 

由はなぜでしょうか。またプレスリリースはされますか。 

 （川 﨑）尾道市社会福祉協議会の理由ですが四者協定を結んでいること、また尾道市民のために使われ

るということが理由です。プレスリリースは尾道市社会福祉協議会の方でしてくださいます。 

（安 本）無いようであれば、採決に移ります。 

  ＊全会一致で承認可決 

第 ５号議案 活動記録の整理・保存及び広報活動の実践・検証 事業報告(案)に関する件 

（安 本）武田副理事長お願い致します。 

（武 田）鍋島委員長お願い致します。 

（鍋 島）資料参照 

（安 本）ではご意見等ございましたら挙手にてお願い致します。 

（中 島）尾道商工会議所チラシ同封サービスが無料になる方法を教えてください。 

（鍋 島）適切か検討する会議があるらしいです。青年会議所の行う事業で内容次第ですが打診すれば、 

無料になる可能性があります。 

 （中 島）尾道観光協会のｆａｃｅｂｏｏｋが有効であるようなので、次年度も活用してください。 

（安 本）無いようであれば、採決に移ります。 

  ＊全会一致で承認可決 

第 ６号議案 地域の安全を目指した社会開発の調査・研究・実践 事業報告（案）決算（案）に関する件 

（安 本）加度副理事長お願い致します。 

（加 度）河原委員長お願い致します。 

（河 原）資料参照 

（安 本）ではご意見等ございましたら挙手にてお願い致します。 

（宮 地）防災に関して委員会で気づいた事など次年度への引き継ぎをよろしくお願いします。 

（新 宅）今後、尾道青年会議所に同様の授業を行って欲しいと依頼があるかもしれませんが対応はどう 

されますか？ 

 （河 原）尾道青年会議所として授業を行うという対応はしません。その為のパッケージ化です。 

 （安 本）無いようであれば、採決に移ります。 

  ＊全会一致で承認可決 

第 ７号議案 新入会員研修の調査・研究・実践 事業計画（案）予算（案）に関する件 

（安 本）武田副理事長お願い致します。 
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（武 田）巻幡副委員長お願い致します。 

（巻 幡）資料参照 

（安 本）ではご意見等ございましたら挙手にてお願い致します。 

（日 暮）拡大の事業の中でも特に重要な事業だと思います。成功を祈っています。 

（森 川）頑張って下さい。お疲れ様でした。 

（安 本）無いようであれば、採決に移ります。 

  ＊全会一致で承認可決 

第 ８号議案 卒業例会行事 事業計画（案）予算（案）に関する件 

（川 﨑）鍋島委員長お願い致します。 

（鍋 島）資料参照 

（川 﨑）ではご意見等ございましたら挙手にてお願い致します。 

（安 本）では採決に移ります。 

  ＊全会一致で承認可決 

第 ９号議案 一般社団法人尾道青年会議所 ２０１９年度 役員承認に関する件 

（安 本）山北理事長予定者お願い致します。 

（山 北）資料参照 

（安 本）ではご意見等ございましたら挙手にてお願い致します。 

（安 本）では採決に移ります。 

  ＊全会一致で承認可決 

第１０号議案 一般社団法人尾道青年会議所 ２０１９年度 委員会事業計画（案）予算（案）に関する件 

（安 本）山北理事長予定者お願い致します。 

（山 北）各委員会委員長予定者、上程をお願いします。 

（池田・加藤・高橋・原田・大前・小林・岡田）資料参照 

（安 本）ではご意見等ございましたら挙手にてお願い致します。 

（安 本）では採決に移ります。 

  ＊全会一致で承認可決 

第１１号議案 一般社団法人尾道青年会議所 ２０１９年度 一般収支予算（案）に関する件 

（安 本）山北理事長予定者お願い致します。 

（山 北）資料参照 

（安 本）ではご意見等ございましたら挙手にてお願い致します。 

（安 本）では採決に移ります。 

  ＊全会一致で承認可決 

第１２号議案 一般社団法人尾道青年会議所 ２０１９年度 特別会員への入会（案）に関する件 

（安 本）山北理事長予定者お願い致します。 

（山 北）資料参照 

（安 本）ではご意見等ございましたら挙手にてお願い致します。 

（安 本）では採決に移ります。 
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  ＊全会一致で承認可決 

第１３号議案 例会・総会の設営及び運営 事業計画（案）に関する件 

（安 本）山北理事長予定者お願い致します。 

（山 北）資料参照 

（安 本）ではご意見等ございましたら挙手にてお願い致します。 

（安 本）では採決に移ります。 

  ＊全会一致で承認可決 

第１４号議案 新年宴会 事業計画（案）に関する件 

（安 本）山北理事長予定者お願い致します。 

（山 北）資料参照 

（安 本）ではご意見等ございましたら挙手にてお願い致します。 

（安 本）では採決に移ります。 

  ＊全会一致で承認可決 

15. 協議事項  

16. 報告依頼事項 

17. 連絡事項 

 （川 﨑）会員資質向上委員会の油藤委員が一身上の都合により引き続き休会を申し出ております。こち

らに関しては事務局に一任とさせて頂きます。 

18. 監事講評 

 （美ノ上）お疲れ様でした。１年の締めと言うことで挨拶をさせて頂きます。皆さんはしっかりと１年間率

先垂範されたと思います。そして来年の理事の皆さんはもちろん率先垂範して頂きたく思います

が、ＥＮＧＩＮＥというテーマがありますので、それを忘れずに頑張って行ってください。理事

の皆さん一年間ありがとうございました。お疲れ様でした。 

（安楽城）１１月３日のチャリティーイベントの報告があがっていましたが、私はべっちゃー祭の方に参

加しておりましたので、現場は見ていないですが、本日の報告を見て、ＪＣからの予算が１３

５万円、余剰金が５０万円少々、募金総額が９２万円少々。来場者が４，０００名と素晴らし

い事業だったと思います。べっちゃー祭も人数が限られていましたので、とても大変でしたが

やりきれたことは素晴らしかったと思います。この１年で印象に残る一日になったと思いま

す。お疲れ様でした。総務から報告上程が上がっていましたが、この１年、色んな事業の裏で

総務の方が写真を撮りネット上にアップして大変だったと思います。目立たないところで苦労

されたことと思います。報告の中にありました色んな広告の仕方を調査されていて、素晴らし

い委員会だったと思います。お疲れ様でした。イレギュラーな中で事務局メンバーの方は大変

だったと思いますが、引っ張って頂いてお世話になりました。ありがとうございました。全て

の理事のメンバーの皆様。お疲れ様です。今年の役職が終わられるわけですが、来年以降、今

年行ってきたことを振り返った時、反省することがあると思います。このことが自分の成長に

一番繋がることだと思いますので、いろいろ経験していく中での反省を含めて次年度以降のＪ
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Ｃ活動、さらには仕事に活かして頂きたいと思います。理事をした意味はそういった所にある

かと思います。１年間お疲れ様でした。ありがとうございました。 

19. 閉会 

20. 点鐘 
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議  長      安 本 皇          印 

 

署 名 人                     印 

 

作 成 者      小 林 暢 玄 


