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一般社団法人 尾道青年会議所 
２０２０年度 第３回理事会 議事録 

 
日時：２０２０年 ３月 6 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、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、藤田 祐輔、吉田 嵩正 
 
(オブザーバー） 
 
(欠席者） 
山北 真也、川崎 耕平、大池 慎三 
 
(早退） 
 
１． 開会 
２． 点鐘 
３． ＪＣＩクリード唱和                 大前 慶倫 
４． ＪＣＩミッション並びにＪＣＩビジョン唱和      岡田 健吾 
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：藤田理事セクレタリーより 
   理事２０名 監事 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 全般的な庶務の遂行【会員手帳の作成】事業報告（案）決算（案）に関する件 

第 ２号議案 ２月例会 事業報告（案）決算（案）に関する件 
第 ３号議案 ３月例会 事業計画（案）予算（案）に関する件 
第 ４号議案 ２０２０年代活動指針作成 事業計画（案）予算（案）に関する件 
第 ５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 ４月例会 事業計画（案）予算（案）について 
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第 ２号議案 家族会 事業計画（案）予算（案）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６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） 

皆さんこんばんは。まずは、新型コロナウイルスの影響で公私ともに大変お忙しい中、理事会に参加してい
ただきありがとうございます。日本青年会議所や広島ブロック協議会でも多くの事業などが中止や延期をされ
ている状況です。県内の LOM でも委員会を含め、全事業を中止の決定をしている LOM もあります。尾道青
年会議所としては、出来る限り事業を実施する考えではありますが、まだまだ先が見えない事が多々あります
ので、臨機応変な対応をしていきたいと思います。臨機応変に対応していくには、早期に方針の決定をする必
要があります。この早期の決定には、判断する材料が必要で、その判断材料になるのは皆さんの報告によるも
のです。会にとっても、皆さんにとっても最善の方針を決めるためにも是非とも報告はしっかりお願いしま
す。それでは簡単ではありますが、挨拶に変えさせていただきます。本日も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 全般的な庶務の遂行【会員手帳の作成】事業報告（案）決算（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）この件に関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 全会一致で承認可決 

 
第 ２号議案 ２月例会 事業報告（案）決算（案）に関する件 

（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）特に御座いません。 



第３回理事会 議事録 

～ 3 ～ 

 

（加 度）この件に関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）岡本委員長の会社に伺うと、従業員の方が活き活きと働いていると感じられます。そういった影響は

委員長自身が、経営者として社員のしあわせを重きにおいている結果だと考えられていますか。 
（岡 本）経営者として、社員の生活、しあわせを日頃から考え実施するよう努めております。 
（高橋洋）アンケートで、経営者のしあわせの項目がありましたが、岡本委員長としての経営者のしあわせとは

何でしょうか。 
（岡 本）社員とその家族のしあわせと考えております。 
（高 山）アンケートの「働き方改革に取り組まなければならないと思いましたか。」の設問で、どちらでもな

いと回答した５名はなぜどちらでもないと回答したと思われますか。 
（岡 本）回答者は、すでに働き方改革を実施している会社の方であると考えております。 
（小 林）今後、手作り例会を行う委員長に今回実施してみて改良点等アドバイスがあれば教えてください。 
（岡 本）リハーサルを綿密に実施していたが、当日まで読み込めていない等、直前まで不安な点がございまし

た。本番ではメンバーが頑張ってくれて無事に会を円滑に終わることができました。どのような内容
であっても、プレゼンをするメンバーに読み込みをして頂いて、会の進行がスムーズにいくようにし
ていくことが大事であると考えております。 

 
※第２号議案 全会一致で承認可決 

 

第 ３号議案 ３月例会 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）３月例会の件で、中止ご連絡をさせて頂いておりますが、青年会議所の定款上、協議に挙げた議案を

審議に挙げないことはできませんので、今回の審議上程でご承認頂き、次回の理事会で報告上程を挙
げさせて頂く形をとりたいと思いますので、ご理解の程宜しくお願い致します。 

（加 度）大変心苦しいですが、３月例会は中止の決定をさせて頂きます。 
 

第 ４号議案 ２０２０年代活動指針作成 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）高山委員長よろしくお願い致します。 
（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）特に御座いません。 
（加 度）この件に関してご質問ご意見等ある方は、よろしくお願い致します。 
（沼 田）当委員会はビジネス系の人材育成ということで、現役世代を対象とした人材育成ですが、２０２０年

代活動指針作成における人材育成のテーマの対象はどの層ですか。 
（高 山）委員会内で取り組んで頂いている内容で作成して頂ければと考えております。その中で我々が考える

尾道青年会議所としての人材育成というものをブラッシュアップしていければと考えております。 
（高橋洋）現段階で１０年先の未来を考えるとこは描きにくい部分もありますので、10 年先の未来を描くため

に、目指すべきもの等があれば教えて頂ければと思います。 
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（高 山）１０年先を描くのが難しい部分もありますが、我々青年会議所としてあるべき姿、時代に先駆けて行
動し、街から求められている尾道青年会議所とは何か。時代に先駆けて行動することはなんであるか
というテーマで皆様に考えて頂きたいと考えております。１０年後に恐らくこうなるからこうしてお
こうという考えではなく、目指していく行動、活動を考えて頂ければと思います。 

（岡田健）各委員会から上がってきたテーマは、委員会内で精査する際に大幅に変わる可能性はありませんか。 
（高 山）大幅に変わることはない様、委員会で精査していこうと考えております。 
（岡 本）当委員会の地域経済のテーマで、商店街の活性化等、具体的な内容がいいのか、どういった内容であ

げていくべきか教えて頂ければと思います。 
（高 山）具体的に商店街の活性化等を挙げて頂くよりは、先月の例会での働き方改革等の、次代についていく

ような内容のものをまとめて頂ければと考えております。 
 

※第４号議案 全会一致で承認可決 
 
１５．協議事項 
第 １号議案 ４月例会 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。 
（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）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。 
（岡田貴）我々メンバーの本例会を受けて到達すべきゴールをどのように考えていますか。 
（高 山）様々な人の意見を聞いて、取り入れて共に活動していこうということを考え、行動していって頂きた

いと考えております。例えば委員会運営でも出てこられるメンバーや出てこられないメンバー等色々
いらっしゃると思いますが、来ないから駄目という発想ではなく、出てこられないメンバーをどうや
って参加させて委員会運営をやっていくか、来られない中でどうやって参加させていくか、という発
想に切り替えて、今後の委員会運営をやって頂けるような発想を持って頂ける様と考えております。 

（岡田貴）尾道の町や企業の中での、問題、課題等は調査されていますか。 
（高 山）わかりやすい例でいえば、日本も同様ですが尾道では、超高齢化社会ということで、労働生産人口は

減っていない現状があります。労働者を高齢者で賄う等、各企業が対応している状況ですので、尾道
においても高齢化社会において、どのように高齢者や女性の方に街づくりに参加して頂くか、とうい
うことも必要なことではないかと考えております。また尾道の抱える細かい内容に関しても、講師の
先生と打ち合わせをして、尾道青年会議所としての学びをブラッシュアップしていけたらと考えてお
ります。 

（岡 本）いろいろな多様化がありますが、尾道における多様化とは例えばどんなことがありますか。 
（高 山）観光業界ではインバウンドが増えてくるであろうと思います。外国人の観光客が共に楽しめるような

状態を模索していくような可能性があるのではないかと考えております。尾道の観光は障碍者に対し
てどうかという点も、まだまだ取り組めていないこともあると思いますので、我々が街づくりをして
いく中で変えながら、観光業でいえば集客できるような取り組みがあるのではないかと考えておりま
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す。 
 
※第１号議案を閉じる 

 
第 ２号議案 家族会 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）沼田委員長よろしくお願い致します。 
（沼 田）※資料参照 
（加 度）今岡副理事長補足は御座いますか。 
（今 岡）予算の説明をよろしくお願い致します。 
（沼 田）※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。 
（小 川）底引き網体験ですが、船で底引き網を引っ張ってくるのですか。それとも砂浜からの地引網ですか。 
（沼 田）船で網を沖に持って行って、砂浜に設置したロープで地引網のように引っ張る形です。 
（岡 本）ウォークラリーは１１０分の時間を取っていますが距離は適正ですか。また、ベビーカー等が通れる

道でしょうか。 
（沼 田）ウォークラリーは大人の足で３０分のコースです。一部ベビーカーは使用できるかと思いますが、階

段等もありますので、難しい場所も御座います。 
（高 山）1 歳の子供でも楽しめる内容でしょうか。何歳以上の子供が対象の内容でしょうか。 
（沼 田）1 歳の娘を実際に連れて回っております。何歳以上が対象とは現在では想定しておりませんが、小さ

い子供が親の負担にならないような設えを委員会内で検討します。 
（高 山）メンバーの奥様が楽しめるような内容、配慮を考えて頂ければと思います。 
（高橋洋）地引網でとれた刺身等の衛生面を考えて頂ければと思います。 
（沼 田）当委員会で食品に携わるメンバーがいますので、そのメンバーの意見を聞いて、衛生管理に十分注意

して実施したいと思います。 
（高 山）雨天時のビーチバレーボールということで、その際の食事の設え等はありますか。また、ビーチバレ

ーボールの他に実施することはありますか。 
（沼 田）仙酔島での実施が望ましいですが、雨天の場合は、予定を変更してビーチバレーボールを考えており

ます。また、食事は弁当等で予定して考えております。 
（高 山）雨天時でも、自然と触れ合えることは可能だと思いますので、雨天対策の内容を考えて頂ければと思

います。 
（高橋洋）雨天時のバレーボールの開催場所はどこでしょうか。 
（沼 田）高須小学校で予定しております。 
（小 林）家族会は事業計画では4月に開催予定ですが、現在の状況では実施がどうなるかはまだわかりません

ので、日程変更、延期等も考えて頂ければと思います。 
（岡田健）ウォークラリーの設えで、QRコードを使用とありますので、仙酔島の電波状況等も調査して頂けれ

ばと思います。 
（山 本）ウォークラリーで、疲れ等による離脱等の取り決め等も考えて頂ければと思います。 
（今 岡）今回の家族会を４月に実施するという前提で、本来本理事会で日程と場所の審議も併せてあげる予定
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でしたが、現在の状況を鑑みて次の理事会で日程と場所の審議を挙げる予定にしております。今回は
案内をまだ流せませんので、予めご家族に日程と場所のよろしくお願い致します。 

（高 山）委員会メンバーにも日時の連絡は伝えますか。 
（今 岡）委員会メンバーにも周知をよろしくお願い致します。 
 

※第２号議案を閉じる 
 

１６．報告依頼事項 
（高橋建）本日は御座いません。 

１７．連絡事項 
（中 司）３月例会について、本理事会後、中止のメールを流させて頂きます。また４月以降の事業の予定につ

いては、３月の正副理事長会議にて議論し、ご連絡させて頂きます。次回上程締め切りは３月２３日
（月）となっていますので、送れない様提出をよろしくお願い致します。 

１８．監事講評 
（中 谷）皆様、お疲れ様で御座います。全体的なことから触れさせていただきますが、まずは会員手帳の作

成、年初から大変忙しい中、大変だったと思います大変お疲れ様でした。そして、２月例会の働き方
改革ですが、世の中では、賃金が上がり休みが増えるということがフォーカスされやすい中で、国が
目指しているゴールを伝えられたことが一番大きかったのではないかと個人的には思っております。
大変お疲れ様で御座いました。次に２０２０年代活動指針作成ですが、なかなか難しいテーマだと思
いますので、委員会メンバーでのフォローをよくして頂ければと思います。そして、４月例会です
が、講師例会になると思いますので、高山委員長の伝えたいことを講師の方に伝えて頂くよう、よく
打ち合わせをして頂ければと思います。そして家族会ですが、私も大変楽しみにしておりますが、雨
天対策も次回の審議までにしっかり委員会内で検討して頂きたいと思います。そして現在コロナウイ
ルス等で打ち合わせが出来ないとか、委員会が開催できない等々あると思いますが、会議アプリ等
色々な便利なツールがありますので、そういったもので委員会を開いてみる等も考え方によってはあ
ると思いますので、講師の方と打ち合わせをする際もこういった状況ですので、そういった話も是非
して頂ければと思います。そうすれば委員会も、集まらずとも開催できると思いますので、是非考え
てみて頂ければと思います。そして、３月例会ですが、中止とのことで大変残念で御座いました。こ
れは私の意見で、正副の皆様で話をして頂かないといけないと思いますが、高橋委員長が講師の方と
打ち合わせをして考えた例会だったと思いますので、メンバーに例会資料を配信し、合同委員会等で
拡大会議があると思いますので、その際に少し時間を割いて、説明、発表等出来る機会があればと考
えております。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） ４月 ６日（月）１９：００～ 尾道国際ホテル 
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 


