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一般社団法人 尾道青年会議所

２０２０年度 第３回理事予定者会議議事録

日時：２０１９年１０月２５日（金）１９：００～

場所：尾道国際ホテル

(出席者）

加度 亮平、中谷 純也、今岡 正英、政成 啓行、大西 貴明、岡本 大輔、池田 知和、

沼田 剛志、小川 直紀、大本 誠、高橋 洋樹、大前 慶倫、髙山 敦好、小林 暢玄、

岡田 健吾、高橋 建太、中司 昌克、藤田 祐輔、吉田 嵩正、大池 慎三

(欠席者）

山北 真也、川崎 耕平、岡田 貴臣、山本 圭介、

(早退）

１． 開会

２． 点鐘

３． ＪＣＩクリード唱和                   池田 知和

４． ＪＣＩミッション並びにＪＣＩビジョン唱和        沼田 剛志

５． ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和              大本 誠

６． 出席者の確認 ：藤田理事セクレタリーより

   理事１８名 監事１名 セクレタリー１名

７． 配布資料の確認 ：高橋専務理事より

   第３回理事会資料はメールにて配信

８． 議事録署名人並びに議事録作成者の指名 ：加度理事長より

   議事録署名人 ：中谷監事

   議事録作成  ：事務局

９． 議題の確認 ：高橋専務理事より

  （審議事項）

   第１号議案 事務局職員の選任（案）に関する件

      第２号議案 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 一般社団法人 尾道青年会議所 ２０２０年度 委員会事業計画（案）

並びに予算（案）について

第２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）
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について

第３号議案 一般社団法人 尾道青年会議所 ２０２０年度 諸会議年間スケジュール

（案）について

第４号議案 その他は案件がないことを確認し、削除

以上の結果、上記５議案にて本会を進行する事とした。

１０． 理事長挨拶

（加度 亮平）

皆様、お疲れ様です。本日もお忙しいところお集まりいただき、ありがとうござい

ます。前回の理事会から少し期間が空いての本日になりますが、この 1か月で事業

のイメージは徐々に固まってきているのではないかと思います。本日の議題で委

員長の所信や事業の概要、予算が挙がります。事前に資料は確認していますが、文

章では伝わらない皆さんの想いや意気込みが聞けるのでとても楽しみにしていま

すので、自分の言葉で熱く語っていただければと思います。今、歴代の理事長へ専

務とあいさつに行っているのですが、先輩方は私たちの活動に大きな期待を持た

れております。そのなかでほぼ全ての先輩が言われるのが「思い切ってやれ」とい

うことです。そして、「楽しむことは大事だが、そのうえで成長することが大事」

ということも言われておりました。私も委員長の時には苦労がたくさんありまし

たが、色々な人と話をし、色々な物を調べ、色々な行動をしたことが成長につなが

ったと思っています。時には喧嘩があってもいいと思いますので、成功する事業を

求めますが、失敗を恐れずにとにかく我武者羅に全力で委員長には事業を作って

いただきたいと思います。そして、副委員長、副理事長は委員長が全力を出し切れ

る環境を作ってあげてほしいです。時には委員長を引っ張り、時にはサポートする

ことは委員長にとってはとてもありがたいことだと思いますので、よろしくお願

いします。そのためには、考え方を揃えることが重要だと思います。考え方を揃え

ることは意外と難しい事ですが、ここがしっかり出来ていないとモチベーション

も落ちていきますので、委員長、副委員長、副理事長が話をする機会を大切にして

いただきたいと思います。もちろん意識して報告などはしていく必要があります

が、話をする機会を大切にする事を意識すれば自然と報連相が上手くいくと思い

ます。皆さんなら必ずいい事業がつくれ、実りある青年会議所活動が出来ると信じ

ておりますのでどうぞよろしくお願いします。それでは本日の理事会が有意義な

会になる事を祈念して、冒頭の理事長予定者挨拶に変えさせていただきます。

１１． 直前理事長挨拶

欠席の為、割愛

１２． 理事長報告
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    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 事務局職員の選任（案）に関する件

（加 度） 高橋専務理事お願い致します。

（高橋建） ※資料参照

（加 度） この件に関して何かご質問ご意見等ある方は、よろしくお願い致します。

第１号議案 全会一致で承認可決

１５． 協議事項

第１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）

並びに予算（案）について

（加 度） 室ごとに区切りながら発表して頂きたいと思います。まずは真のしあわせを知る

経営者育成委員会、岡本委員長からお願い致します。

（岡 本） ※資料参照

（加 度） それではこちらの所管及び事業計画に対して質問・意見はありますでしょうか。

（小 川） 真のしあわせを知る経営者育成事業の調査・研究・実践ですが、開催時期と場所

を教えてください。

（岡 本） 現在の計画では７月２３日に実施できればと考えております。

（加 度） 続きまして、豊かな人材育成委員会、沼田委員長よろしくお願い致します。

（沼 田） ※資料参照

（加 度） それではこちらの所管及び事業計画に対して質問・意見はありますでしょうか。

（大 本） 豊かな人材育成事業の調査・研究・実践ですが、開催時期と場所を教えてくださ

い。

（沼 田） 現段階の計画では、7月頃で予定しております。

（大 本） 事業の内容は、対内向けのセミナー等でしょうか。

（沼 田） 対内向けではなく、体外の方も参加して頂ける事業を考えております。

（大 本） 対外向けの尾道市の市民を巻き込んだ事業ということでよろしいでしょうか。

（沼 田） それも含めて熟考してまいりたいと思います。

（小 林） 所信に関して、「豊かな人材」とは何を意味するだろうか。とご自身に問いかけて

おりますが、沼田委員長の考えておられる「豊かな人材」とは何であるかを教え

て頂きたいと思います。

（沼 田） それを十分理解でき、極められるような1年間にしたいと思っております。

（小 林） この部分が委員会運営等で核になる部分だと思います。是非早い段階で、答えを
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見つけて頂きたいと思います。

（加 度） 続きまして、社会開発委員会、小川委員長よろしくお願い致します。

（小 川） ※資料参照

（加 度） それではこちらの所管及び事業計画に対して質問・意見はありますでしょうか。

（大 前） 地域と協働する防災教育啓蒙活動の調査・研究・実践ですが、これは昨年と同じ

く学校訪問での防災事業と考えてよろしいでしょうか。

（小 川） 基本的には、学校訪問での防災教育事業と考えておりますが、４者協定を結んで

いますので、４者と一緒に何か事業ができることがないかと考えております。各

小学校の先生にお聞きしたところ、学校側のニーズとしても総合教育の授業の中

で防災教育をおとしていきたいという要望もありましたので、各小学校での防災

教育事業をやりたいと考えております。

（大 前） 4者協定の各者ですが、しっかりこちらの思いを伝えないと、協力はしていただ

けるが、深いところまでの協力が難しいので、しっかりこちらの思いを伝えて進

めてい頂ければと思います。

（小 林） 地域と協働する防災教育啓蒙活動の調査・研究・実践ですが、例年防災事業とし

て 30 万円程度の予算立てで計上されていましたが、半額までおとされています

が、その点について説明して頂ければと思います。

（小 川） 学校への訪問における防災教育での支出は、過去の資料から 3校で 7万円程度と

なっております。今回はなるべく多くの学校に訪問したいと考えております。ま

た、学校訪問における防災教育授業をするにあたって、聞きやすく、解りやすい

授業にするために様々な防災ツールが出ておりますので、そういったものも導入

したいと考えておりますので、15 万円で計上させて頂いております。

（小 林） この度の台風被害等、これから先も災害が発生する可能性が増えてくると思われ

ますので、今の現段階で予算を１５万と区切るのではなく、連年通り予算を３０

万程度とって幅をみて考えてもいいのではないかと思います。１５万の計上だと

後々出てくるいい手法が出来ないこと可能性もあると思いますので、一度審議の

段階までに考えて頂ければと思います。

（加 度） 続きまして、会員拡大委員会、高橋委員長よろしくお願い致します。

（高橋洋） ※資料参照

（加 度） それではこちらの所管及び事業計画に対して質問・意見はありますでしょうか。

（池 田） 拡大活動で全会員に動いてもらうために、高橋委員長が考えていることがあれば

教えていただければと思います。

（高橋洋） まず近年の入会者、若い会員からの情報の聞き取り調査を行いたいと思います。

また昨年小林委員長がやっておられた、拡大の進捗状況の写真など、目のつくと

ころに貼り出す等、考えております。また今回拡大の責任者を副理事長とさせて

頂いて、会員へのお声がけをして頂けたらと思います。
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（池 田） 委員会メンバー全員を動かそうと思うと、何かないと難しいのではないかと思い

ますので、色々とこれから考えて頂ければと思います。

（小 林） 会員拡大の委員長には、ここに計上されていないお金がかかってきております。

拡大の委員長だけではなく、拡大活動を頑張れば頑張るほど、自己負担が大きく

なるという現状が例年続いてきております。是非、会としても考えて頂ければと

思います。

（加 度） 小林副委員長の意見は、正副理事長会議でも検討させて頂きたいと思います。

（加 度） 続きまして、夢・希望・憧れ委員会、高山委員長よろしくお願い致します。

（高 山） ※資料参照

（加 度） それではこちらの所管及び事業計画に対して質問・意見はありますでしょうか。

（大 本） 夏期講習の出席率に関して、早めの案内など工夫をして頂ければと思います。

（高 山） ご意見を参考にし、出席率に着目した設えも考えて行きたいです。

（大 前） どこで夏期講習を行うよう考えていますか。

（高 山） 現段階では、尾道市内で考えています。

（岡 本） 夏期講習の宿泊に関して、尾道市内で宿泊する意味があるのか等の意見が考えら

れますが、尾道市外での開催は考えておられないですか。

（高 山） 交流を深める意味でも泊まりでの事業ですので、ご指摘のあった出席率や宿泊の

是非、尾道市外の場所選定など選択肢を残しつつ考えて行きます。

（岡田健） ２０２０年代活動指針作成の流れを教えて下さい。

（高 山） 合同委員会や委員長会などで全体の意見を聞きながら、調整を図りつつ綿密に作っ

ていく予定です。

（加 度） 続きまして、総務広報委員会、岡田副委員長よろしくお願い致します。

（岡田健） ※資料参照

（加 度） それではこちらの所管及び事業計画に対して質問・意見はありますでしょうか。

（小 川） 新しい広報ツールを考えておられますか。

（岡田健） 定例的には考えていませんが、広告・集客に関しては新しい方法を考え中です。

（高橋洋） 先輩方からご指摘があったのですが、女性会員の入会を促すような広報は考えて

おられますか。

（岡田健） 女性会員に現在の所、フォーカスはしていませんが、会員拡大に関しては委員会

で考えさせて頂きます。

（沼 田） HPの SSL 化について教えて下さい。

（岡田健） SSL 化とは通信を暗号化する事です。暗号化することによって情報流出を防いで

います。SSL 化していないサイトは検索エンジン側も検索優先度を下げる傾向に

ありますので必要なものです。

（高 山） Facebook の UP に関して、安い金額で他社に依頼するということも考えられます

が、どうでしょうか。
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（岡田健） 現段階でその部分に関しては、委員会に持ち帰らせて頂きます。

（高 山） 予算立てに関わる事ですので、是非ご検討下さい。

（加 度） その他ご質問がないようでしたら、協議事項１号議案を閉じさせて頂きます。

第２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）

について

（加 度） 高橋専務理事よろしくお願い致します。

（高橋建） ※資料参照

（加 度） それではこちらの議案に対して質問・意見はありますでしょうか。

（加 度） ご質問がないようでしたら、協議事項２号議案を閉じさせて頂きます。

第３号議案 一般社団法人 尾道青年会議所 ２０２０年度 諸会議年間スケジュール

（案）について

（加 度） 高橋専務理事よろしくお願い致します。

（高橋建） ※資料参照

（加 度） それではこちらの議案に対して質問・意見はありますでしょうか。

（加 度） ご質問がないようでしたら、協議事項３号議案を閉じさせて頂きます。

1６． 報告依頼事項

（高橋建） 本日はございません。

1７． 連絡事項

（中 司） １１月４日（月）に西國寺にて１４；００より小林和作先生４５回忌法要並びに

先生を偲ぶ会が開催されます。当日は祝日ということもありますし、大変お忙し

いところと存じますが、先輩より是非参して頂きたいとお声をかけて頂いており

ますので、ご参加の程よろしくお願い致します。続きまして上程資料を読み上げ

る際、PCの画面を見ながらですと、大変読みづらいと思いますので、上程がある

際にはご自分の上程の部分を印刷して是非ご持参頂ければと思います。次回の理

事会は、会場の都合上尾道商工会議所 2階での開催となっておりますので、お間

違えの無いようよろしくお願い致します。

18． 監事講評

（中 谷） 皆様お疲れ様です。本日は皆さんの所信が出てきたということで、皆様意気込み

をテーマにいれられていると思いますので、これから後１年２か月やっていく際

に、苦しい時、方向に迷った時等には是非自分の所信を読み返して頂ければと思

います。そして一つ残念なことですが、本日理事長が質問をして下さいと促して

名指しで指名おりましたが、皆様一つだけ肝に銘じて頂きたいのが、皆様は会の

代表としてこの理事会に参加しておられます。その事をよく理解して予算を計上
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する際には、例年通りだからいいのか等、よく考えていないと予算というのは計

上できないものだと思います。そういった点も議論すべきであると思います。皆

様は会の代表ですのでそういった点を意見して、活発に議論して頂きたいと思い

ます。そして２０２０年度の予算も出てきましたが、潤沢に予算があるわけでは

ありませんので、尾道市や教育委員会等から資金を集めるといった方法も中には

ありますので、色々な方法で予算をとって頂くということも考えて頂ければと思

います。以上簡単では御座いますが監事講評とさせて頂きます。本日はお疲れ様

でした。

1９． 次回開催日の確認

（高橋建） １１月１５日（金）１９：００～ 尾道商工会議所にて。

２０． 閉会

２１． 点鐘
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議 長    加 度  亮 平    印

署名人    中 谷  純 也    印

作成者    藤 田 祐 輔


