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一般社団法人 尾道青年会議所 
２０２０年度 第８回理事会 議事録 

 
日時：２０２０年 ８月 ６日（木）１９：００～ 
場所：尾道商工会議所３０１号室 
 
(出席者） 
加度 亮平、山北 真也、川崎 耕平、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、中司 昌克、吉田 嵩正、藤田 祐輔、大池 慎三 
 
(オブザーバー） 
安楽城 大作 
 
(欠席者） 
中谷 純也 
 
(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２０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８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：川崎監事 
   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 ２０２１年 理事長候補者（案）に関する件 

第 ２号議案 ２０２１年 監事数及び理事数（案）に関する件 
第 ３号議案 ２０２１年 監事候補者（案）に関する件 
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第 ４号議案 例会・総会の設営及び運営（定時総会）事業計画（案）に関する件 
第 ５号議案 新理事研修 事業計画（案）予算（案）に関する件 
第 ６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）に関する件 
第 ７号議案 例会・総会の設営及び運営（９月例会日程の変更）事業計画（案）に関する件 
第 ８号議案 定款変更（理事数変更、例会規定変更）に関する件 
第 ９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 ９月例会 事業計画（案）予算（案）について 
第 ２号議案 仮入会員研修の調査・研究・実践 事業計画（案）予算（案）について 
第 ３号議案 夢見る大切さ促進事業 事業計画（案）予算（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 

   （報告依頼事項） 
第 １号議案 熊本ＪＣへマスク寄付について 
第 ２号議案 ２０２１年度 広島ブロック協議会 出向者について 
第 ３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１３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。今回をもちまして第８回の理事会となりました。いよいよ本年度も２／３が終わると
ころになっております。また残りの１／３の間で今まで残っておることをすべてやっていかなければならない
ので、これからは非常に濃厚な時期になるかと思っております。いよいよ本日から次年度の議案も挙がってく
る状況になっておりますので、私たちができることというのは、当然ながら今年やらなければならないことを
しっかり全うする事、コロナ過の中で落ちてしまったモチベーションを次年度に引き継がないことを肝に銘じ
てやっていかなければならないと思います。何かと活動しにくいところが多々ありますが、それに負けないよ
うに我々が中心となって、やっていかなければならないと思っております。やっと皆様の前で、久々に挨拶が
でき、やはり集まって理事会を開催できることはいいことだと思っております。そして、今日から今までの中
止の決定の議案だけでなく、新しいものを作っていける理事会となっておりますので、どうぞ皆様ご協力の程
宜しくお願い致します。是非とも忌憚なき意見をたくさん出して頂いて、少しでもいいものを作っていけるよ
うになることを祈念致しまして、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。 

１１．直前理事長挨拶 
（山北 真也） 

  皆様こんばんは。お久しぶりで御座います。久々に理事会に出席しましたので、直前理事長として少しお話
をさせて頂ければと思います。皆さん２月３月から８月まで新型コロナウイルスの影響で、なかなか活動も思
うようにいかなかったでしょうし、会社としても大変だったと思います。ですが、少し我に返ってほしいので
すが、皆様は２０２０年度の尾道青年会議所の理事です。理事としての責任を予定者段階から学んで、理解し
ていると思いますが、このコロナを理由に、理事の責任を少し放棄していると私は感じております。何かとい
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う正しいことは言いませんが、皆さんに与えられた仕事というのは、この尾道青年会議所を動かすのはこの理
事のメンバーですので、皆さんがそこで理事の責任を放棄してしますと、この尾道青年会議所は動いていきま
せん。２０２０年度、加度理事長が一番歯がゆい思いをしていると思いますので、その理事長の思いを汲ん
で、委員長、副委員長の皆様は、まずは自分の委員会メンバーに対して気を配って、委員会をどういう風に盛
り上げていくのか、自分の所管をどういう風に達成していくのか、もし達成できないのであればどうしてくべ
きなのか、というのをしっかり議論できているでしょうか。恐らくしっかり議論出来ているという方は少ない
と思います。難しいことだとはわかりますが、皆様がそこであきらめてしまったら、この２０２０年度は動き
ませんので、その点をもう一度よく考えてほしいと思います。そして、副理事長と専務理事においては、委員
長副委員長をどうやって動かすかというのをしっかり考えながら、会の運営の舵取りをしなければならないの
は、副理事長と専務理事ですので、これからの４か月間をしっかりと肝に銘じて、皆さんでこの２０２０年度
に皆さんが理事をやったという証をこの残りの４か月間で残して頂きたいと思います。少し苦言を呈する話に
なりましたが、皆様の為を思っていったことですので、是非これからみんなで頑張って頂きたいと思います。
せっかく今日は集まっての開催となっておりますので、一人二回は質問をして頂いて、本日もしっかりと今日
も議論して頂いて、しっかりと頑張っていきましょう。以上で、直前理事長の挨拶とさせて頂きます。本日も
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 ２０２１年 理事長候補者（案）に関する件 

（加 度）山北直前理事長よろしくお願い致します。 
（山 北）６月某日に尾道市内で理事長等選考委員会を開催させていただきました。選考委員会に選ばれた皆様

と話し合いをさせていただく中で２０２１年度理事長候補者に安楽城大作くんを上程させていただき
たいと思いますので、慎重審議宜しくお願いします。 

（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 
   

（加 度）安楽城大作君一言お願い致します。 
（安楽城）本日は、理事会において来年度理事長の承認を頂きありがとうございます。今日はこのような状況の

中、皆様に集まって頂きましたので、来年に対する思いを少しだけ話させて頂ければと思います。ま
ずは理事長としてですが、以前も言ったことがあるのですが、私は長年、尾道青年会議所に所属させ
て頂いております。その中で数々の御恩を頂き、そのおかげで今の社業においても、ＪＣ生活におい
ても成り立っていると思っております。その御恩を返しきれるように、来年邁進していきたいと思っ
ております。こういった状況の中で、先行き不透明な所もあります。もちろん我々も新型コロナによ
って打撃を受けています。自分自身はまだ恵まれたほうだと思いますが、深刻な打撃を受けている業
種の方もいらっしゃいますし、少ない学生生活の中で思い出を残せない子供達も我々以上に苦しい思
いをしているのではないかと思っております。それに対して、青年会議所というのはやはり奉仕団体
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だと思いますので、手を差し伸べていかないといけないと思っております。何が出来るかというのは
中々見えにくく、難しい状況でると思いますが、動き出す以上は、一歩ずつ前を向いて踏み出してい
かなければいけないと思っております。今年度理事の方で、今年卒業する方もいらっしゃると思いま
すが、大多数の方は来年度もいらっしゃると思いますので、是非ご協力の程宜しくお願い致します。 

 
第 ２号議案 ２０２１年 監事数及び理事数（案）に関する件 

（加 度）山北直前理事長よろしくお願い致します。 
（山 北）安楽城大作君お願い致します。 
（安楽城）監事数と理事数を上程させていただきます。監事数を２名、理事数を１８名で宜しくお願いします。 
（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 
 

第 ３号議案 ２０２１年 監事候補者（案）に関する件 
（加 度）山北直前理事長よろしくお願い致します。 
（山 北）こちらも先般の理事長等選考委員会において、今岡正英君と高橋建太君に２０２１年度の監事をお願

いしたいと思います。慎重審議お願いします。 
（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 
   
第 ４号議案 例会・総会の設営及び運営（定時総会）事業計画（案）に関する件 

（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 
    
第 ５号議案 新理事研修 事業計画（案）予算（案）に関する件 

（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。 
（小 川）麻生先輩の話が 20 分となっております。深く濃い内容となると思いますが、新理事の皆様に麻生先
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輩にお聞きしたいことをしっかり質問等して頂ける様にお願い致します。 
（高 山）案内文書の発送の時期はいつでしょうか。 
（山 本）選挙終了後当日に行う予定です。期間が短いですが、新理事の皆様には日程の調整をお願いしたいと

思います。 
（高 山）回答期間が短いため、次年度以降は、新理事の方に事前に伝える工夫等や日程の調整等あればと考え

ております。 
（高 山）会場のレイアウトは西國寺のどこの会場でしょうか。 
（山 本）西國寺の上のほうの会場です。 
（高 山）会食を伴いますので、新型コロナ対策をしっかりと徹底して頂ければと思います。 
（大 前）新理事研修の服装は麻生先輩に失礼のない様に統一されたほうがいいのでは。 
（山 本）服装については、事前に麻生先輩と協議して決めております。 
（岡 本）会食を伴いますので、広島県が感染防止のガイドライン等を出しております。会当日まで、状況を見

極めてガイドラインに準じた形で開催できればと思います。 
 
       ※全会一致で承認可決 
 
第 ６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）に関する件 

（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。 
（高 山）懇親会について中止の決定のタイミングはいつでしょうか。 
（高橋洋）集まって新入会員ガイダンスを開催いたしませんので、懇親会も中止とさせて頂きます。 
（高 山）添付の資料を見ますと JC の紹介の PP 資料はかなり古い資料となっておりますので、JC の資料を直

して頂けたらと思います。 
（沼 田）配信動画の詳しい内容は。 
（高橋洋）配信動画に関しましては、PP 資料を説明する動画とし、概要や事業内容を説明する動画とします。

通常の例年行われている新入会員ガイダンスの内容を動画配信しようと考えております。 
（大 本）上程資料として、会場を使用しないのであれば、審議上程の資料と大丈夫でしょうか。 
（政 成）7 月３０日に尾道市でコロナが発生しております。当議案は協議事項の段階から尾道市でコロナが発

生した場合、配信動画に代えさせて頂くこととなっておりますので、報告議案にて、実施した内容で
説明させていただきたいと考えております。 

（高 山）事業実施、中止の判断の線引きは、会の判断か又は委員長レベルで決定していいのか、今後事業構築
していくにあたりどのラインで判断していくべきか教えて頂ければと思います。 

（政 成）事業の実施、中止の基準ですが、正副理事長会議での共有として、メンバーからコロナ患者が出た場
合、また政府から事業等の活動自粛要請が出た場合において、正副理事長会議内で決定させて頂こう
と考えております。 
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（加 度）こちらの件は中々決めにくい点でもありますし、ある程度スピードも求められますので、一つの定義
として、メンバーからコロナ患者が出た場合、その他、広島ブロック協議会や親会からまたは県、市
から事業等の活動自粛要請が出た場合においては中止とさせて頂きます。それ以外は基本的に実施す
ると考えて頂ければと思います。やり方に関しては WEB に切り替えたりする等で、先程大本副委員
長からあった様に、上程として成立しないのではないかということは、本年度は臨機応変に対応して
いきますので、その様に検討して頂ければと思います。事情をやるべき、やらないべきではという相
談は、副理事長を通して相談して頂ければと考えておりますので、よろしくお願い致します。 

（岡 本）中止、実施の決定は、理事会でみんなの意見を聞いてから判断したほうがいいのでは。 
（政 成）私見ですが、ケースバイケースだと考えております。本議案のように実施までの期間がない場合は、

あらかじめ尾道市でコロナが発生した場合、しなかった場合で事業を組み立てて、委員長副委員長の
意見を聞いて、正副の場において、判断できればと考えております。 

（岡 本）理事会における判断ではケースバイケースには対応できませんか。明確な判断基準が必要ではないか
と考えております。今後活動していくのであれば、理事のメンバーで話し合っていくべきと考えてお
ります。 

（加 度）岡本委員長の意見が本来のやり方だと思います。前例がない話ですので、正副理事長会議で実施、中
止の決定をしておりましたが、やはり皆さんの声を聴きながら、開催の是非を決定していければと考
えております。正副理事長会議は副理事長が委員長、副委員長の代弁者として参加し最終的な決定を
判断する会議ですので、委員長、副委員長の皆様は、副理事長に自分の意見を伝えて頂いていただけ
ればと考えております。また必要に応じて委員長、副委員長の意見を聞く場として、臨時理事会の開
催をしてもいいと考えております。 

（岡 本）尾道青年会議所の決定機関は理事会と考えております。正副理事長会議は理事会に出されるチェック
する機関であると考えておりますが、その認識でよろしいでしょうか。 

（加 度）正副理事長会議はチェック機関でもありますし、決定する場でもあると考えております。 
（小 林）コロナの対応については、会の運営にかかわることだと思いますので、正副事務局の中で再度議論し

て議論ができるしっかりとしたものを出して頂ければと思います。 
（小 林）協議段階で、コロナが発生した際の対応は資料にあったと認識しております。協議の際にその点に関

して質問、意見等は出てなかったと思いますが、審議事項で、中止の決定でよいか、もしコロナで中
止の対応をするのであれば、今回の議案の経緯を教えて頂ければと思います。 

（高橋洋）中止に至った経緯を説明させていただきますと、候補者で集まった際に、尾道でコロナが出た際に不
安だという候補者もいらっしゃいましたので、これから入会する候補者のリスクを回避する為に、副
理事長にお願いしまして、変更させて頂きました。 

（高 山）コロナの影響での協議からの変更をそのまま審議にかけるのは如何でしょうか。PR 動画について不
安があるのではないかと考えております。PR 動画の説明をお願い致します。 

（高橋洋）協議の段階で、PR 動画をどちらの場合でも実施する形となっておりましたので、PR 動画を配信する
形となっております。 

      
       ※全会一致で承認可決 
 
第 ７号議案 例会・総会の設営及び運営（９月例会日程の変更）事業計画（案）に関する件 
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（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 
 
第 ８号議案 定款変更（理事数変更、例会規定変更）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 
（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。 
（小 林）理事選の出席のパーセンテージの対応の仕方の件で、２０１８年度の例会が中止になった際の対応が

相違していると思います。定款、運営規定で時代に合わせた変更が必要となってくると思いますの
で、正副等で検討して頂いて、次年度に引き継いで頂ければと思います。 

 
       ※全会一致で承認可決 
 
１５．協議事項 
第 １号議案 ９月例会 事業計画（案）予算（案）について 

（加 度）今岡副理事長よろしくお願い致します。 
（今 岡）岡本委員長よろしくお願い致します。 
（岡 本）※資料参照 
（加 度）今岡副理事長補足は御座いますか。 
（今 岡）予算書の内容について説明をお願い致します。 
（岡 本）※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。 
（大 本）メンバーに何を持って帰ってもらいたいのか簡潔にお願い致します。 
（岡 本）人の習慣までも変わったコロナウイルスの中で、今までの経営手法にこだわらず、柔軟性と多様性を

もって会社を経営していく中で、講師の方が実施している具体例を挙げで講演して頂きますので、一
つでも社業に生かせるような手法をメンバーに持って帰ってオタ抱ければと考えております。 

（小 川）講師の先生が講演をしていく中で、チャットで質問を受けつける形ですが、質問の時間は、質問があ
れば随時という形でしょうか。 

（岡 本）チャットでの質問は随時受け付けますが、質問の時間を別に取りたいと思っております。 
（小 林）現在のコロナ過において、岡本委員長が講師を選んだ理由について、他の会社とは違うことをやって

いる等、具体的に教えてください。 
（岡 本）講師の先生は、講演や企業のコンサルタントが仕事をされていますが、実際に大きくコロナの影響を

受けております。講師の先生自身も新たに新しい手法を取り入れられています。各企業へ訪問した際
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の具体例も講演して頂きます。また、打ち合わせした際に、包容力、安心感がある方だと感じ、講師
に選定しております。 

（今 岡）WEB 例会に変更しますと、資料が不足しますので、本協議事項は、内容は変更しませんが再度 WEB
例会に変更した資料を作成して、協議にかけさせていただきたいと思います。 

（大 前）臨時理事会の開催ということですか。 
（加 度）臨時理事会の日時等は追ってご連絡して頂きたいと思います。 

 
※第１号議案を閉じる 
 

第 ２号議案 仮入会員研修の調査・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。 
（小 林）1 事業につき 1 予算が原則と考えておりますが、1 事業につき 2 予算ついている資料となっておりま

すが、決算時また資料として問題はないでしょうか。 
（高橋建）実行したほうの予算えを決算報告という考えでいいと思いますが、雨天時等の問題もありますので、

会として問題がないが、調べてご報告します。 
（小 林）新入会員ガイダンス、仮入会研修とも、仮入会員の方に入会して頂けるか重要な事業となっておりま

す。大事ないずれの開催方法でも、今年度の事業は開催していませんが、出来るだけ新入会員の方に
事業を体験して頂けるような形で実施をして頂ければと思います。また、新入会員の皆様に入会して
よかったと思えるような実施にして頂ければと思います。 

（岡田健）中止の場合の動画配信はリアルタイムではなく配信を選択された理由は。 
（高橋洋）仮入会員研修の目的として、尾道青年会議所のルールやマナーをしっかりと教えていくことが大切だ

と考えております、リアルタイムでの配信だと配信が途切れる等トラブルがあった場合、復旧しても
時間の制限等あると考えまして、仮入会員の方に尾道青年会議所の教科書として使っていただけるよ
うなしっかりとした資料を事前に作成して、配信するという形にしました。 

（岡 本）録画での配信ということで、その日に活動している臨場感はリアルタイムでしか出ないと思いますの
で、リアルタイムでの配信も検討いただければと思います。 

（高 山）動画配信の構成案は資料として作成しますか。 
（高橋洋）動画配信となった場合、審議までに資料を添付します。 
 

※第 2 号議案を閉じる 
 

第 ３号議案 夢見る大切さ促進事業 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）高山委員長よろしくお願い致します。 
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（高 山）※資料参照 
（加 度）大西副理事長補足は御座いますか。 
（大 西）2 種類のポスターの説明をお願いいたします。 
（高 山）※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。 
（高橋洋）クラウドファンディングを活用して事業をするにあたって、モデルケースや参考にしたものはありま

すか。 
（高 山）各地青年会議所で、クラウドファンディングを活用して事業した事例も御座います。その中で成功事

例、失敗事例見させて頂いていますが、花火を上げてほしいと思いが非常に大事になってくると思い
ますので、検討しながら構成を進めております。 

（高橋洋）クラウドファンディングは、広報等、複合的要素が絡んでくると思います。広報の手法等色々考えて
頂いてより良い事業にしていただきたいと思います。 

（高 山）尾道がより良くなってほしいという人に支援を頂いて、事業を行いたいと思いますので是非ご支援の
程宜しくお願い致します。 

（山 本）寄付金の最低金額の根拠は。 
（高 山）他の事例を見ながら、返礼品との兼ね合いで３０００円からとさせて頂いております。 
（大 本）打ち上げ日を３日間に設定した理由は。 
（高 山）きるだけ多くの方に届けたいと考えまして、尾道のエリアの中で、3 か所で花火を上げることとし、

1 日のみで行った場合、都合により見られない方も出てくると思いまして 3 日間とさせて頂いており
ます。 

（大 本）クラウドファンディングの支援募集期間が短いのではないでしょうか。 
（高 山）日程を逆算していく中で、支援金額が集まらなかった場合、中止にできる限界も考慮して期間を決定

しております。 
（大 前）花火業者の見積もりの開催日がすべて同日になっていますので訂正をお願い致します。 
（高 山）修正しておきます。 
（岡田健）事業後のポスターについて、万が一達成できなかった場合、このポスターは出しますか。また協賛企

業欄についての扱いは。 
（高 山）支援が０の場合は出せないと考えておりますが、1 つでも支援がある場合はこのポスターを出そうと

考えております。協賛企業については、また企業ではなく記載の仕方があると思いますので、掲載の
有無の希望も取って検討できればと考えております。 

（岡田貴）達成した、達成しない等の内容のポスターはださないということですか。 
（高 山）１００％達成したという内容より、皆様の気持ちがどのくらい集まって花火を打ち上げたことの内容

のポスターとしております。 
（高橋洋）雨天の場合の対応は如何でしょうか。 
（高 山）中止と考えており、順延は現在考えておりません。 
（高橋洋）3 日間ありますので、初日が開催できなかった場合等で、2 ヵ所同時等の対応はありますか。 
（高 山）会場と業者の都合によりますが、これから打ち合わせの上、開催できれば開催したいと考えておりま

す。 
（岡田貴）ポスターの掲載について、昨年の総務広報委員会の公開例会の報告の上程でどこにポスターを貼った
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かを一覧にしておりますので参考にして頂ければと思います。また、ＯＢや特別会員の方も当たって
の保険をかけておけば如何でしょうか。Ｆａｃｅｂｏｏｋ等で、リアルタイムで情報を載せてみては
如何でしょうか。メンバーの力が大事だと思いますので、各メンバーに口コミ等頼ってみてはいかが
でしょうか。 

（高 山）インターネット等では弱い部分もありますので、プレスリリース等特別な案内はつけさせて頂いて、
現役会員の皆様には、動ける様下準備はしていますので、是非ご協力お願い致します。 

 
※第３号議案を閉じる 
 

１６．報告依頼事項  
第 １号議案 熊本ＪＣへマスク寄付について 

（高橋建）※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 
 

第 ２号議案 ２０２１年度 広島ブロック協議会 出向者について 
（高橋建）中司事務局長よろしくお願い致します。 
（中 司）※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２号議案を閉じる 
 

１７．連絡事項 
（中 司）先程審議可決となりましたので、明日１０時から２１日の１１時まで総会の事前投票を行います。そ

の点につきましては明日案内を流させて頂きますが、事務局のお盆休みが１３日から 16 日までとな
りますので、その点を注意して事前投票を行う方は、宜しくお願い致します。また現時点で９月２４
日から２７日まで札幌で全国大会が開催される予定ですが、LOM としての参加は不参加と決定して
おりますが、個人的に参加されたい方がいらっしゃいましたら、登録は事務局で行いますので、お申
し出ください。ブロックアカデミーに日程が 9 月１９日となっておりますが本日の KKK で１０月１
１日に変更になりましたので、日程についてご承知いただければと思います。次回上程締め切りは８
月２４日（月）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 
（川 崎）皆様お疲れ様です。今日の議案で２０２１年度の理事長、またブロックの役員の方も決まりました。

改めましておめでとうございます。ブロックの役員の方もおめでとうございますと言いたいですが、
やはり今年度の事業も残っておりますので、２足の草鞋を履くことは大変ですが、頑張って頂きたい
と思っております。そして各議案についてお話しさせて頂こうと思います。まず拡大ですがコロナ過
の中で、７名の仮入会員のか方を確保されているということで、大変だと思いますがお疲れ様でし
た。ただ、今日の議案の中で新入会員ガイダンスの話もありましたが、いろんな意見は出ましたが、
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目的としては、仮入会候補生が 7 名全員来られること、そして本入会できることなので、仮入会候補
生どうやったら参加しやすいかをメインに考えてください。その中で一人でも不安があれば、本日の
ガイドラインとは別に拡大としての対応も必要だと思いますので、宜しくお願い致します。そして、
９月例会ですが、思ったよりも意見が出なかったかなと思います。手法や背景が多すぎて、本来この
コロナのホットな情報というのは、コメンテーターなども様々な意見を言っておりますが、結果この
コロナで何が起こるか、今後何が起こっていくか、誰もわからない状況の中で、それぞれが方向性を
見出すのに一生懸命です。尾道の地域経済において、特に尾道の観光等は非常にダメージが大きい部
分もあります。会の人間がどのくらい影響を受けているのか、それぞれの業種があり、それぞれ影響
の大きさは違うと思いますので、そちらを調査して頂いて、それに見合った講演の内容であり、何を
この講演によって持って帰ってもらうのかを明確に打ち出したほうがいいのではないかと思いまし
た。その中でもう少し質問をして意見が出ればより良いものができると思いますのでよろしくお願い
致します。そして、仮入会研修ですが予算の話もありました。仮入会員研修は予算が２つついていま
すが、新入会ガイダンスは同様の動画配信の内容で、1 つの予算となっております。結果として予算
は 1 つだと思います。雨天時等も雨天の予算を含めて満額をその予算内で賄うのが理想です。よく見
ると CD―R が予算に入っているだけですので、それであれば予算を一つにまとめていくのが正しい
と思います。新入会ガイダンスが 1 つの予算で仮入会員研修が 2 つの予算であることは、準備不足か
見落としかと思います。他の議案も、誤字脱字等もありましたので、皆様忙しいと思いますが、ケジ
メをつけて頑張って頂きたいと思います。そして、花火についてですが、色々意見があったと思いま
すが、花火を上げることが目的ではないですし、クラウドファンディングを使って資金を集めること
が目的ではなくて、結果として花火を上げたことで市民の皆様が元気になって頂くことが目的ですの
で、それに見合った参加型の事業としていただきたいと思います。山北直前理事長からもあった通り
残りは濃厚な 4 か月となりますので、大変だと思いますが皆様頑張って頂きたいと思います。以上
で、監事講評とさせていただきます。 

１９．次回開催日の確認 
（高橋建） ９月 ６日（月）１９：００～  

２０．閉会 
２１．点鐘 
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