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一般社団法人 尾道青年会議所 
２０２０年度 第 7 回理事会 議事録 

 
日時：２０２０年 ７月 ６日（月）１９：００～ 
場所：ＷＥＢ上 
 
(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、岡田 貴臣、 
小川 直紀、大本 誠、高橋 洋樹、大前 慶倫、髙山 敦好、小林 暢玄、山本 圭介、岡田 健吾、高橋 建太、 
藤田 祐輔、大池 慎三 
 
(欠席者） 
山北 真也、川崎 耕平、岡田 貴臣、中司 昌克、吉田 嵩正 
 
(早退） 
 
１． 開会 
２． 点鐘 
３． ＪＣＩクリード唱和 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、割愛 
４． ＪＣＩミッション並びにＪＣＩビジョン唱和 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、割愛 
５． ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、割愛 
６． 出席者の確認：藤田理事セクレタリーより 
   理事１７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７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 合同委員会の設営及び運営 事業計画（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 新理事研修 事業計画（案）予算（案）について 
第 ２号議案 新入会員ガイダンスの調査・研究・実践 事業計画（案）予算（案）について 
第 ３号議案 定款変更（理事数変更、例会規定変更）について 
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 第 ４号議案 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 尾道の伝統文化の調査・研究・実践について 
第 ２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） 

皆さん、お疲れ様です。本日もお忙しい中第７回理事会に参加いただきありがとうございます。また、現在
は大雨により警報も出ている状況です。コロナに加え、災害の危険性もありますので、会社やご家族の事に十
分気を使っていただきたいと思います。さて、今回で７回目の理事会となります。もう残りも少なくなってき
ている状況です。今年は特殊ということもありますが、残りの期間にやる事が集中してくることになります。
尾道青年会議所は現時点では８月の総会から活動を本格的に再開していく予定になっているのは皆さんもご周
知の通りですが、正直私は今とても不安に思っています。それはコロナの影響ということではなく、「本当に
活動が再開できるのか」という事です。会員全員が何もやっていないというわけではないとは思いますが、こ
れから活動していく体制が作れているのか、本当に心配に思っています。このような状況で活動を中断しなけ
ればならなかったのは仕方ありませんが、コロナの影響はこれ以上悪くなることはあっても、よくなることは
ないと私は思っています。当初からお伝えしている通り、時代の変化は私たちの都合を待ってはくれません。
私たちがその変化に対応できなければなりません。コロナを言い訳に活動を中止することや簡単にすることは
容易ですが、それは本当に意味のある事なのかと思います。やらない理由をつけるのは簡単ですが、青年会議
所の活動はそういうのではないと思います。８月の総会から本格的に活動を再開できるように、今一度メンバ
ーのモチベーションを上げる行動をしてほしいと思います。そのために、私から一つ皆さんにお願いしたいこ
とがあるのですが、本来開催するはずだった８月合同委員会は中止ですが、開催予定だった８月３日に各委員
会で委員会を開いてください。全員が集まらず、各委員会単位だったら開催もできると思います。場所はどこ
でもいいし、極端に言うと飲み会だけでもいいです。本格始動を間近に控えた今、少しでも活動に向けた行動
をとっていただきたいと思いますので、是非ともご協力をお願いします。それでは、本理事会が、尾道青年会
議所が活動を本格的に再開するきっかけとなる会になる事を祈念して、冒頭のあいさつに代えさせていただき
ます。本日はどうぞよろしくお願いします。 

１１．直前理事長挨拶 
 欠席の為、割愛 

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 合同委員会の設営及び運営 事業計画（案）に関する件 

（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 
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（加 度）こちらの件に対してご質問ご意見等ある方は、よろしくお願い致します。 
 

       ※全会一致で承認可決 
 
１５．協議事項 
第 １号議案 新理事研修 事業計画（案）予算（案）について 

（加 度）大西副理事長よろしくお願い致します。 
（大 西）山本委員長よろしくお願い致します。 
（山 本）※資料参照 
（加 度）大西副理事長補足は御座いますか。 
（大 西）特に御座いません。 
（加 度）こちらの議案に対してご質問ご意見等ある方は、よろしくお願い致します。 
（小 川）西國寺での開催とのことで、会場図を見ますと、椅子に座っての研修でしょうか。 
（山 本）座学での準備を考えております。 
（大 本）新理事研修では、例年卒業生の先輩に講演をしていただいていますが、山本委員長が工夫した点を教

えて頂きたいと思います。 
（山 本）この度の研修は、新理事の皆様に楽しんで頂いて、一体感が出る設えにしていこうと考えておりま

す。 
 

※第１号議案を閉じる 
   
第 ２号議案 新入会員ガイダンスの調査・研究・実践 事業計画（案）予算（案）について 

（加 度）政成副理事長よろしくお願い致します。 
（政 成）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）政成副理事長補足は御座いますか。 
（政 成）特に御座いません。 
（加 度）こちらの議案に対してご質問ご意見等ある方は、よろしくお願い致します。 
（高 山）アンケートの内容で、すべて自由記述となっておりますが、対内でも使え、生かせるような設問にす

る設えは如何でしょうか。 
（高橋洋）候補者の本入会につながるようなアンケートにしております。対内にも使えるようなアンケートの設

えは委員会内で検討します。 
（池 田）開催場所の検討でロイヤルホテル以外に検討された場所はどこでしょうか。 
（高橋洋）前年度使用した、しまなみ大会議場、商工会議所の大会議場、ベイタウン、グリーンヒルホテル等検

討しましたが、補助金等の都合や、換気対策の問題もありましてロイヤルホテルに会場を選定してお
ります。 

（池 田）ロイヤルホテルの換気対策は如何でしょうか。 
（高橋洋）窓は１方向しか開きませんが、ドアを開放し、送風機を設置して換気対策を講じております。 
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※第 2 号議案を閉じる 
 

第 ３号議案 定款変更（理事数変更、例会規定変更）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）こちらの議案に対してご質問ご意見等ある方は、よろしくお願い致します。 
      

※第３号議案を閉じる 
 

１６．報告依頼事項 
第 １号議案 尾道の伝統文化の調査・研究・実践について 

（高橋建）小川委員長よろしくお願い致します。 
（小 川）※資料参照 
（高橋建）こちらに対してご質問ご意見等ある方は、よろしくお願い致します。 

 
※第１号議案を閉じる 
 

１７．連絡事項 
（藤 田）先程、加度理事長からありました通り、８月３日（月）に予定されていた合同委員会は、全会員で集

まっての開催は実施しませんが、同日に各委員会単位で開催して頂くよう、宜しくお願い致します。
本理事会終了後、後日その旨の案内を流させていただきます。 
また、２０２１年度 広島ブロック協議会会長に、尾道青年会議所から加度理事長が選ばれましたの
で、改めてご報告させていただきます。また、次回の理事会は尾道国際ホテル２F の会場で予定して
おります。次回上程締め切りは 7 月２1 日（火）１７：００までとなっておりますのでよろしくお願
い致します。 

１８．監事講評 
（中 谷）皆様お疲れ様です。まずは、２０２１年度 広島ブロック協議会会長に加度理事長が選ばれたという

ことで、おめでとう御座います。大変だと思いますが、頑張って頂ければと思います。皆様に一つだ
けお話をさせて頂きたいと思うのですが、コロナの状況の中、委員会等が開催できず委員長の皆様も
大変だと思います。しかし、本日の議題で協議事項が２つ挙がった中で、質問がほとんどありません
でした。皆様は、尾道青年会議所の代表として、この理事会に参加していますので、協議事項ではも
っと質問や話をすることがあるのではないかと思います。理事会がなんとなくうやむやになっている
のではないかと感じましたので、監事として一言言わしていただきたいと思いました。次回理事会以
降、少しずつ事業等で議案が上がってくると思いますので、やはりみんなで議論して、やるからには
いいものを作って頂ければと思います。簡単では御座いますが、監事講評とさせて頂きます。本日も
お疲れ様でした。 

１９．次回開催日の確認 
（高橋建） ８月 ６日（月）１９：００～ 尾道国際ホテル 

２０．閉会 
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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 


