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１．開   会

２．点   鐘

３．ＪＣＩクリード唱和

４．ＪＣＩミッション唱和

５．ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和

６．出席者の確認

７．配付資料の確認

８．議事録署名人並びに議事録作成者の指名

９．議題の確認

１０．理事長予定者挨拶

１１．直前理事長予定者挨拶

１２．理事長予定者報告

１３．審議事項

第１号議案 一般社団法人 尾道青年会議所 ２０２０年度 理事会構成図（案）に関する件

第２号議案 その他

１４．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 所管業務（案）について

第２号議案 その他

１５．報告依頼事項

１６．連絡事項

１７．監事予定者講評

１８．次回開催日の確認

１９．閉   会

２０．点   鐘



理事長予定者報告

８月２３日（金） 第１回正副理事長予定者会議 於：事務局

８月２７日（火） 新理事研修           於：西山別館

９月  ４日（水） 第１回理事予定者会議 於：グリーンヒルホテル尾道

事務局連絡

９月 ９日（火） 第２回正副理事長予定者会議 於：事務局

上程締切 ９月 ５日（木） １７：００まで

９月１３日（金） 第２回理事予定者会議 於：グリーンヒルホテル尾道

９月１５日（日） 広島ブロック大会        於：庄原市市内

９月２５日（水） 次年度室合同委員会 於：尾道ロイヤルホテル

１０月１０日（木） 全国大会            於：金沢市市内

   ～１０月１３日（日）

１０月１５日（火） 第３回正副理事長予定者会議 於：事務局

上程締切１０月 ９日（水） １７：００まで

１０月２５日（金） 第３回理事予定者会議      於：尾道国際ホテル

１１月 ８日（金） 第４回正副理事長予定者会議 於：事務局

           上程締切１１月 １日（金） １７：００まで

１１月１２日（火） しまなみ３JC 新旧引き継ぎ式  於：グリーンヒルホテル尾道

１１月１５日（金） 第４回理事予定者会議      於：尾道商工会議所 202 号室

１１月３０日（土） 会員会議所会議（新旧）     於：未定

１２月 ５日（木） 第１２回理事会（新旧）     於：尾道国際ホテル

１２月 ９日（月） 第５回正副理事長予定者会議 於：事務局

１２月１２日（木） 第５回理事予定者会議      於：尾道国際ホテル

１２月２６日（木） 第６回正副理事長予定者会議   於：未定



素
そ

にして上質

2020年度理事長予定者 加度 亮平

「素」とは全てを支える根のようなものです。根がしっかりするから、大きく育った幹や枝

を支えることができ、上質な実がなるものです。私たちがいま根を張っている尾道は、敬愛

する先輩方が創ってくれた最高の土壌です。根もまた、良い土壌がないと良い根に育つこと

はありません。私たちを育ててくれた先人への感謝の念を根底とし、私たちには根をさらに

良いものに育て上げ、次代に継ぐ責務があります。

我々青年経済人が自社をしあわせな会社にする事が、まちづくりの根である。

まちは小さなコミュニティーの集合で出来ています。この小さなコミュニティーの 1 つ

として会社が挙げられます。尾道青年会議所は会社の経営者や幹部が会員の９割以上を占

めており、社員やその家族、関連会社の方々も含めると、尾道の経済への影響力は相当なも

のです。人生の大半を過ごすことになる会社をしあわせな会社にすることが青年経済人の

努めであります。自分と自分の周りを明るく豊かにすることが尾道を明るい豊かなまちに

することにつながります。

また関わる人全てをしあわせにするためには、働きやすい環境を整える必要があります。

もちろんツールやシステムなどを揃えるのも重要ですが、会社の根底になるのは人です。人

が育つ環境と、成長を心から喜べる本当の意味での働き方改革を起こせる人づくりも私た

ちに求められています。

橋渡しを担う我々だからこそ出来る魅力ある尾道の創造

２０１８年の西日本豪雨災害をはじめ、多くの災害の発生が「尾道は比較的安全な地域」

という概念を崩し去りました。災害は築きあげてきたものや最も尊い命でさえも一瞬にし

て奪っていきます。災害からの早期復興には地域の連携が不可欠ではありますが、まずは、

単純に「死なない事」が大前提です。防災は大事というのは誰もが思うことではありますが、

その意識を啓蒙することは長期的ビジョンで見ていく必要があります。２０１７年に締結

された四者協定を活かし、地域との橋渡しを得意とする青年会議所だからこそ出来る、子ど

もへの早期の防災教育を推進していかなければなりません。

また、こうした活動の促進にしても、前述のしあわせな会社をつくるにしても同士がいな

いとその活動に限界も出てきます。志を同じくする仲間を増やし、互いを尊敬し切磋琢磨で

きる場をたくさん作ることが、昨今問題視される出席率低下や活動意識の低下という問題

の解決策と考えます。
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ひとりで見る夢は夢でしかない。誰かと共に見る夢は現実だ。

「夢」がない者に「計画」はありません。「計画」がない者に「行動」はありません。「行

動」がない者に「反省」はありません。「反省」がない者に「成長」はありません。「成長」

がない者に「しあわせ」はありません。まずは夢を描き、その夢を語り合えるつながり作り

が実現への第一歩です。そして、その描いた夢を目に見える形にし、共有することが最も大

事です。その共有するためのツールとして、２０２０年代の活動指針を策定し、次代に引継

いでいきます。

また、私たちの活動や、尾道青年会議所の魅力を発信することは、会員拡大にも効果的で

す。対外への発信力の強化には、ＳＮＳをはじめ多くの情報発信ツール活用する事で、従来

の広報の手法を現代にあわせていかなければなりません。

むすびに

未来のことは誰にもわかりません。しかし、誰かが未来を思い描き、創造し、行動するこ

とで、未来が創られていきます。辛い事、嫌な事もあると思います。しかし、それらを乗り

越えた先に成長があり、喜びがあるのだと思います。そして、そこに苦楽を共にし、切磋琢

磨し、笑いあえる仲間がいたならそれがどれたけしあわせな事でしょう。そのような活動を

私は皆さんとしたいと思いますし、尾道青年会議所の活動をそんな経験が出来る場にした

いと思います。基本を大切に根幹から強くあり続けるビジョンを持ち、強くてユニークな尾

道青年会議所を創っていきましょう。
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大池 慎三

池田 知和 岡田 貴臣 大本 誠 大前 慶倫 小林 暢玄 岡田 健吾

副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長

事務局長

中司 昌克

委員長 委員長 委員長 委員長 委員長 委員長 理事セクレタリー

大西 貴明

真のしあわせを
知る経営者育成

委員会

豊かな人材育成
委員会

 社会開発
委員会

会員拡大
委員会

夢・希望・憧れ
委員会

総務広報
委員会

岡本 大輔 沼田 剛志 小川 直紀 高橋 洋樹 髙山 敦好 山本 圭介 藤田 祐輔

吉田 嵩正

セクレタリー

２０２０年度　一般社団法人　尾道青年会議所　理事会構成図（案）

総　　会

監　　事

中谷 純也

川﨑 耕平 理事会

夢見る大切さ
推進室

専務理事

高橋 建太

副理事長 副理事長 副理事長

理事長

加度 亮平

直前理事長

山北 真也

人が育む
経済活性化室

魅力ある
尾道創造室

今岡 正英 政成 啓行
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所管業務

【 人が育む経済活性化室 】

◆真のしあわせを知る経営者育成委員会

真のしあわせを知る経営者育成事業の調査・研究・実践     通年

例会行事                          ○月

例会行事                          ○月

しまなみ３ＪＣへの参画                   通年

クリスマス会                        １２月

会員拡大の実践                       通年

◆豊かな人材育成委員会

豊かな人材育成事業の調査・研究・実践            通年

家族会                           ４月

ゆかた会                          ７月

例会行事                          ○月

会員拡大の実践                       通年

【 魅力ある尾道創造室 】

◆社会開発委員会

地域と協働する防災教育啓蒙活動の調査・研究・実践      通年

尾道の伝統文化の調査・研究・実践              通年

新年宴会                          １月

例会行事                          ○月

会員拡大の実践                       通年

◆会員拡大委員会

会員拡大の調査・研究・実践                 通年

例会行事                          ○月

例会行事                          ○月

新入会員ガイダンスの調査・研究・実践            ７月

仮入会員研修の調査・研究・実践               ９月
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【 夢見る大切さ推進室 】

◆夢・希望・憧れ委員会

夢見る大切さ促進事業の調査・研究・実践           通年

根幹から強くあり続ける JCの創造を目指した

「２０２０年代活動指針」の策定               通年

夏期講習                          ８月

例会行事                          ○月

会員拡大の実践                       通年

◆総務広報委員会

例会・総会の設営及び運営                  通年

全般的な庶務の遂行                     通年

新理事研修                         ８月

例会行事                          ○月

卒業例会                          １２月

活動記録の整理・保存及び広報活動の実践           通年

会員拡大の実践                       通年
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