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一般社団法人 尾道青年会議所 
２０１９年度 第１２回理事会 議事録（案） 

 
日時：２０１９年１２月５日（水）１９：００～ 
場所：尾道国際ホテル 

 
（出席者） 
山北真也、安本皇、池田憲泰、加度亮平、美ノ上仁孝、安楽城大作、中谷純也、川﨑耕平、池田知和、大

本誠、高橋建太、加藤雄大、𠮷𠮷田雄太、原田知晴、大前慶倫、高升純、小林暢玄、中島裕一朗、岡田貴臣、

岡本正也、今岡正英、大西貴明、小川直紀、岡本大輔、三浦雄輔、 

 
 （オブザーバー） 
政成啓行、中司正克、沼田剛、高橋洋樹、高山敦好、山本圭介、岡田健吾、藤田祐輔、吉田嵩正、大池

慎三 
 
（欠席者） 

石森良、鍋島巧 
（遅刻） 
  
 
（早退） 
  
1.  開会 
2.  点鐘 
3.  ＪＣＩクリード唱和               𠮷𠮷田雄太 

4.  ＪＣＩミッション並びにＪＣＩビジョン唱和    原田知晴 

5.  ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和          岡田貴臣 

6.  出席者の確認 ： 小川理事セクレタリーより 

理事２１名 監事２名 セクレタリー２名 オブザーバー１０名 

7.  配布資料の確認 ：今岡専務理事より 

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 ：山北理事長より 

 議事録署名人 ：池田憲泰、加度亮平 
 議事録作成人 ：事務局 

9.  議題の確認 ： 今岡専務理事より  

（審議事項） 

第 １号議案 会員拡大の調査・研究・実践 事業報告（案）に関する件 
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第 ２号議案 会員拡大の調査・研究・実践 事業報告（案）決算（案）に関する件 

第 ３号議案 災害に強いまちづくり事業の調査・研究・実践 事業報告（案）決算（案）に関する件 

第 ４号議案 １１月例会行事 事業報告（案）決算（案）に関する件 

第 ５号議案 新入会員研修の調査・研究・実践 事業報告（案）決算（案）に関する件 

第 ６号議案 あるべき姿探求事業の調査・研究・実践 事業計画（案）予算（案）に関する件 

第 ７号議案 卒業例会行事 事業計画（案）予算（案）に関する件 

第 ８号議案 一般社団法人尾道青年会議所 ２０２０年度 役員承認に関する件 

第 ９号議案 一般社団法人尾道青年会議所 ２０２０年度 委員会事業計画（案）予算（案）に関する件 

第１０号議案 一般社団法人尾道青年会議所 ２０２０年度 一般収支予算（案）に関する件 

第１１号議案 一般社団法人尾道青年会議所 ２０２０年度 特別会員への入会（案）に関する件 

第１２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１３号議案 新年宴会 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 

 

（報告依頼事項） 

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１３議案にて本会を進行する事とした。 

 
10.  理事長挨拶 

（山 北）皆さんこんばんは。いよいよ第１２回理事会ということで最後の理事会になりました。この

一年間は理事の皆様には色々支えて頂きまして、無事に２０１９年度も終えようとしてい

ます。本当に感謝していますし、この理事のメンバーで良かったなとこの一年を通して改め

て思いましたし、これからもこの一年で経験したことを、今後の尾道青年会議所の活動に活

かしていただきたいなと思います。そして、池田委員長、大本委員長、加藤委員長、原田委
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員長、大前委員長、小林委員長、岡田委員長には、やはり委員長というのは、私も経験した

上で一番しんどいポジションだと思います。そのしんどいポジションを一年間やり切った

ということはご自身の成長に繋がっていると思いますし自信にもなっていると思います。

是非、この一年で得た経験と成長を来年以降は理事経験者として皆様から一目置かれる存

在になりますので、この一年で得た経験を還元していっていただきたいなと思います。そし

て２０２０年度理事予定者の方も本日来ていただいておりますが、先日の会員会議所会議

でお伝えしたことを同じようにお伝えしようと思います。これからいろいろ事業を構築し

て行くうえでおそらく自分の持っている範囲のものしか事業構築はできないと思います。

でもそれを一歩超えて、やった事業こそ自身の成長に大きく繋がりますし、そういうものこ

そ見ていて、あいつ頑張っているなと思うと思いますので来年これから考えていくうえで

そういう事を頭に入れて自分の限界を超えた事業構築を目指していただきたいと思います。

いろいろな話をしましたが本年度最後の理事会が２０１９年度の締めくくりにふさわしい

時間となって２０２０年度の引継ぎの時間になりますことをご祈念申し上げまして最後の

理事長挨拶にさせていただきたいと思います。本日も最後までどうぞ宜しくお願い致しま

す。 

11．直前理事長挨拶 

      皆さんこんばんは。まず初めに山北理事長を始めとする理事の皆様、本当にお疲れ様でし

た。私も卒業生としての直前理事長としてあまり出る機会は少なかったのですが本当にい

ろいろな方々から皆様のご活躍をお聞きしていますし、また、市の関係の方々などから本当

にいろいろな方々からお聞きしています。私も卒業生としてすごくうれしく思いましたし、

皆様のご活躍を頼もしく感じました。本当にお疲れ様でした。特に委員長の皆様、去年の今

頃から考えて、各委員会、自分の考えた事業運営できた委員会、またはそうでない委員会も

あるかと思いますが本当に先ほど山北理事長がおっしゃっていたように私も委員長の時は

一番しんどかったイメージしかありませんが、この一年の経験というのが JC のみならず、

会社またはいろんな場面で役立つと思います。この一年で培った経験と人脈をこれからに

繋げていっていただきたいと思っています。本当にお疲れ様でした。また、それを支えた副

委員長の皆様、本当に昨年の理事の経験を活かして支えてくれたと思います。お疲れ様でし

た。そして、２０２０年度加度理事長予定者を始めとする理事の皆様、今日の報告審議を聞

きながら、また、構築している来年度の一年間をイメージすることがこの予定者段階では大

事だと思っています。一か月切りましたけれども２０１９年度中にどれだけ自分の中でイ

メージできるかがスタートに繋がると思います。この残された一か月余りを大切に使って

２０２０年度加度理事長予定者が引き入ります尾道青年会議所を素晴らしいスタートに繋

がるように祈念しております。雑駁な話になりましたが本日は最後まで宜しくお願い致し

ます。 

12. 理事長報告 

資料にて確認 

13. 委員会報告 
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 資料にて確認 

14. 審議事項 

第 １号議案 会員拡大の調査・研究・実践 事業報告（案）に関する件 

（山 北）川﨑副理事長お願いします。 
（川 﨑）小林委員長お願いします。 
（小 林）資料参照 
（山 北）ありがとうございます。川﨑副理事長何か補足はございますか。 
（川 﨑）特にございません。 
（山 北）ではご意見ご質問がある方は挙手でお願い致します。 

 
  ＊全会一致で承認可決 

 

第 ２号議案 会員拡大の調査・研究・実践 事業報告（案）決算（案）に関する件 

（山 北）川﨑副理事長お願いします。 
 （川 﨑）小林委員長お願いします。 
 （小 林）資料参照 

（山 北）ありがとうございます。川﨑副理事長何か補足はございますか。 
 （川 﨑）特にございません 
 （山 北）ではご意見ご質問がある方は挙手でお願い致します。 
 （池 田）どれぐらいの企業を訪問されましたか。また、まだ行かれていない企業はありますか。 
 （小 林）１５０件程度は訪問しています。日本 JC の拡大活動を推進されている方より JC 活動だけ

では無理があるのでいろいろな会合などに出てたくさんの方との縁を結んでいくほうが良

いとおっしゃっていました。今後はそういう場にも顔を出して円を結んでいくのも課題だ

と思います。 
 
  ＊全会一致で承認可決 
 

第 ３号議案 災害に強いまちづくり事業の調査・研究・実践  

事業報告（案）決算（案）に関する件 

（山 北）中谷副理事長お願いします。 
 （中 谷）大前委員長お願いします。 
 （大 前）資料参照 

（山 北）ありがとうございます。中谷副理事長何か補足はございますか。 
 （中 谷）特にありません。 
 （山 北）ではご意見ご質問がある方は挙手でお願い致します。 
 （小 林）今後、防災系の事業を行っていくうえでアドバイスはありますでしょうか。 
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 （大 前）去年と今年で自助と共助について行いましたので来年はそれより詳しく行っていただけた

らと思います。 
 （小 林）それは地震や水害に特化してでしょうか。 
 （大 前）自助と共助はどの災害でも必要なことだと思います。また、自助や共助よりも必要なことも

あると思いますのでその点も青年会議所として行っていけばいいと思います。 
 （加 藤）反省点で上げていることは事前準備をしておけば大丈夫な部分が多かったと思います。集客

のところでもっとこうしておけば集客が出来ていたのではないかということがあれば教え

てください。 
 （大 前）PR に関してはフェイスブック、ポスター、チラシなどで行いましたが、もっとネットなど

を使い PR をしたり、当日、メンバーを会場の外に配置して呼び込みをするべきでした。 
 
  ＊全会一致で承認可決 

 

第 ４号議案 １１月例会行事 事業報告（案）決算（案）に関する件 

（山 北）安楽城副理事長お願いします。 
 （安楽城）加藤委員長お願いします。 
 （加 藤）資料参照 

（山 北）ありがとうございます。安楽城副理事長何か補足はございますか。 
 （安楽城）特にありません。 
 （山 北）ではご意見ご質問がある方は挙手でお願い致します。 
 （中 島）冊子が非常によく、委員会の一年間の集大成だと思います、もっと委員会メンバーが触れら

れるようにしたらどうでしょうか。拡大活動にも活かせると思います。 
 （岡 田）当初描いていたビジョンとやっていて変化したところやそのままだったのか教えてくださ

い。 
 （加 藤）やりたかったことは子どもたちの健康づくりで行きついたのが食という切り口でした。予定

者断簡で事業が４つだったので副理事長より起承転結でいいのではないかという意見をい

ただき、ひとつの切り口で起承転結で展開できるようにしました。 
  
  ＊全会一致で承認可決 
 

第 ５号議案 新入会員研修の調査・研究・実践 事業報告（案）決算（案）に関する件 

（山 北）川﨑副理事長お願いします。 
 （川 﨑）小林委員長お願いします。 
 （小 林）資料参照 

（山 北）ありがとうございます。川﨑副理事長何か補足はございますか。 
 （川 﨑）特にありません。 
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 （山 北）ではご意見ご質問がある方は挙手でお願い致します。 
 （池 田）委員会では仮入会員が一致団結していたのですが何かされたことはありますでしょうか。 
 （小 林）特にこれといったことはありません。正式入会が決まったことが大きいと思います。また、

自分の役割が決まり責任があるのと同期同士で意見が出しやすい環境であったと思います。 
 
  ＊全会一致で承認可決 
 

第 ６号議案 あるべき姿探求事業の調査・研究・実践 事業計画（案）予算（案）に関する件 

（山 北）中谷副理事長お願いします。 
 （中 谷）原田委員長お願いします。 
 （原 田）資料参照 

（山 北）ありがとうございます。中谷副理事長何か補足はございますか。 
 （中 谷）特にありません。 
 （山 北）ではご意見ご質問がある方は挙手でお願い致します。 
 （小 林）委員会内ではどのような意見が出ていますでしょうか。 
 （原 田）皆に来ていただいて何を持って帰ってもらい、どうすれば喜んでもらえるか意見が出ていま

す。 
 （小 林）講師だとどうしても行使任せになってしないどうしても原田さんや委員会メンバーが伝え

たいことなどが十分に伝えられないのではないかと思います。委員会メンバーと最後は一

致団結したなといえるような事業をお願いします。 
 （大 本）日程的に委員会メンバーより参加が難しいと言われています。出席者を増やすために原田さ

んはどのように声掛けを行っていますか。 
 （原 田）全員に電話させていただきました。４０名ぐらいの方から出席できると返答を頂いていま

す。 
 （小 林）出席者が少なくなってしますことがあると思いますので会場レイアウトが今は委員会ごと

のレイアウトになっていますので見栄え的にスクール形式にするはどうでしょうか。また、

レイアウト（案）ではなく参考資料にして流動的に変更できるようにしたらどうでしょう

か。 
 （原 田）参考資料に変更させていただきます。 
 （岡 田）１０月例会の報告上程の中で９０分の講演はタフで聞き手もしんどい時間が来るとありま

したが今回も映像があるとありましたがグループディスカッションなどは盛り込まなかっ

たのでしょうか。 
 （原 田）１０分の映像があり、それに対して委員会内で話し合っていただき発表してもらいたいと思

っています。 
 （岡 田）どのようなレベルでの講演でしょうか。 
 （原 田）会社で社長がどういう取り組みをするのかというところと、飲食であればどういう目線でホ

スピタリティが感じられるのかをしたいと思います。 
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（大 前）このアンケートだと原田委員長の知りたいことが吸い上げきれないと思います。今後どうい

ったことに活用していきたいかなどがあってもいいかと思います。 
（原 田）ホスピタリティマネジメントで会社作りや組織作りの根幹を勉強して理解できたのかを知

りたいのでこのアンケートにさせていただきました。 
（大 前）はい、どちらでもない、いいえ、だけではなく言葉を吸い上げるようにしたらどうでしょう

か。 
（原 田）意識を植え付けることができたのかできなかったかを知りたいのでこの質問で大丈夫だと

思っています。 
 

  ＊全会一致で承認可決 
 

第 ７号議案 卒業例会行事 事業計画（案）予算（案）に関する件 

（山 北）川﨑副理事長お願いします。 
 （川 﨑）岡田委員長お願いします。 
 （岡 田）資料参照 

（山 北）ありがとうございます。川﨑副理事長何か補足はございますか。 
 （川 﨑）事業名を審議ですので関する件に訂正させていください。 
 （山 北）ではご意見ご質問がある方は挙手でお願い致します。 
  
  ＊審議事項の第 8 号議案は全会一致で承認可決 
    

第 ８号議案 一般社団法人尾道青年会議所 ２０２０年度 役員承認に関する件 

第 ９号議案 一般社団法人尾道青年会議所 ２０２０年度 委員会事業計画（案）予算（案） 

に関する件 

（山 北）加度理事長予定者お願いします。 
 （加 度）資料参照 
 （山 北）ではご意見ご質問がある方は挙手でお願い致します。 
  
  ＊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 ２０２０年度 一般収支予算（案）に関する件 

（山 北）加度理事長予定者お願いします。 
 （加 度）高橋専務理事予定者お願いします。 
 （高 橋）資料参照 
 （山 北）ではご意見ご質問がある方は挙手でお願い致します。 
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  ＊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 ２０２０年度 特別会員への入会（案）に関する件 

（山 北）加度理事長予定者お願いします。 
 （加 度）高橋専務理事予定者お願いします。 
 （高 橋）資料参照 
 （山 北）ではご意見ご質問がある方は挙手でお願い致します。 
  
  ＊全会一致で承認可決 
 

第１２号議案 例会・総会の設営及び運営 事業計画（案）に関する件 

（山 北）加度理事長予定者お願いします。 
 （加 度）山本委員長予定者お願いします。 
 （山 本）資料参照 
 （山 北）ではご意見ご質問がある方は挙手でお願い致します。 
  

  ＊全会一致で承認可決 
 

第１３号議案 新年宴会 事業計画（案）に関する件 

（山 北）加度理事長予定者お願いします。 
 （加 度）小川委員長予定者お願いします。 
 （小 川）資料参照 
 （山 北）ではご意見ご質問がある方は挙手でお願い致します。 
 
  ＊全会一致で承認可決 

 
15. 協議事項 

16. 報告依頼事項 

  （今 岡）４名から退会届が出ています。三浦雄輔くん、石森良くん、油藤正博くん、二反田恭子さ

んの４名です。 

       コメフェスタと防災事業で集めました義援金をまとめて尾道市の社会福祉課に提出して

おります。 

   

17. 連絡事項 

  （大 西）懇親会を鳥皮権兵衛でさせていただきます。       

18．監事予定者講評 
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（池 田）２０１９年度最後の理事会、新旧理事会ということで皆様大変お疲れ様でした。本日は理事

会全体について講評をさせていただきたいと思います。まず、本年度の報告議案から始まっ

たのですが、皆様だんだんウォームアップされた感じがしました。特に報告の資料を揃えて

頂いておりましたし、新旧理事会ということで新年度理事の方もいらっしゃいましたので

もっともっと意見があればより来年の方に引き継げるようなことがあったのではないかと

思います。そして原田委員長と岡田委員長はまだ事業が残っておりますが私は最後まで JC
をやり抜きたいと思っておりますので是非宜しくお願い致します。そして本年度の理事の

皆様、各事業お疲れ様でした。そして新理事の皆様山北理事長の話でもありましたが背伸び

をしていただきたいなと思います。卒業生スピーチでも失費しても許されるのが JC という

話をさせていただいたのですが、今日は反対の話をさせていただきたいと思います。新理事

の皆様に委員長として事業を組み立てて実施する前は是非、大成功して喜んでうれし泣き

するぐらい、そういう具体的なイメージをもって、事業に当たって頂きたいと思います。聞

いた話ではソフトバンクの孫さんや長嶋茂雄さんはやる前から成功したイメージを持って

大成功されているそうです。是非、そういったことを心掛けて JC の事業をやって頂きたい

なと思います。私自身、入会から８年とちょっと JC ライフがある中でセクレタリーから始

まって５年間この理事会に携わらせて頂きました。この最後の理事会で皆さん所感述べら

れるのですが、本年度理事のやり切った晴れ晴れとした顔、そして、新理事の緊張した顔が

非常に心に残っております。私も本年一年と四か月監事として講評を述べる中で私自身も

成長させていただいたと思っています。本年度理事の皆さん本当にありがとうございまし

た。この感謝の気持ちを述べさせていただきまして本日の監事講評にさせていただきます。

皆様お疲れ様でした。 
（加 度）一年間理事の皆様お疲れ様でした。監事をやってみて振り返って話をさせていただきたいと

思います。今まで私も委員長、副委員長、副理事長とやってきましたが今までは自分の委員

会の事ばっかり見ていたのですが今回、俯瞰的に皆さんの議案を見られたのが非常に勉強

になったなと思います。広い視野で見られたなと自分の中で思っています。これを２０２０

年度に活かしていければと思っています。大変、成長させていただける機会を与えてもらっ

たと思っています。先ほど、池田監事からも長嶋さんが成功のイメージを持っていたとおっ

しゃっておりましたので、そういえば昨日、山北理事長はシニアクラブで相当成功したよう

にニコニコ笑っていたので私もそういう風な理事長になって終われたらなと思っておりま

す。一年間お疲れ様でした。 

19. 次回開催日の確認 

20. 閉会 

21. 点鐘 
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議  長      山 北 真 也          印 

 

署 名 人      池 田 憲 泰          印 

          加 度 亮 平          印 

           

作 成 者      三 浦 雄 輔 


