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一般社団法人 尾道青年会議所 

２０２０年度 第１１回理事会 議事録 

 

日時：２０２０年１１月 ９日（月）１９：００～ 

場所：尾道国際ホテル 

 

(出席者） 

加度 亮平、川﨑 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、 

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） 

島田 昌広 山本 恭平 

 

(欠席者） 

山北 真也、中谷 純也、岡田 貴臣 

 

(早退） 

 

１． 開会 

２． 点鐘 

３． ＪＣＩクリード唱和                 山本 圭介 

４． ＪＣＩミッション並びにＪＣＩビジョン唱和      大本 誠 

５． ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和            岡本 大輔 

６． 出席者の確認：藤田理事セクレタリーより 

   理事１９名、監事 1名、セクレタリー１名、オブザーバー２名 

７． 配布資料の確認：高橋専務理事より 

   第１１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：川﨑監事 

   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 家族会 事業計画（案）予算（案）に関する件 

第 ２号議案 家族会 事業報告（案）決算（案）に関する件 

第 ３号議案 ９月例会 事業報告（案）決算（案）に関する件 

第 ４号議案 仮入会員研修の調査・研究・実践 事業報告（案）決算（案）に関する件 

第 ５号議案 １０月例会 事業報告（案）決算（案）に関する件 
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第 ６号議案 会員拡大の調査・研究・実践（２０２０年度正式入会審査）事業計画（案） 

に関する件 

第 ７号議案 ２０２０年代活動指針作成 事業計画（案）に関する件 

第 ８号議案 豊かな人材育成事業の調査・研究・実践 事業計画（案）予算（案） 

に関する件 

第 ９号議案 例会・総会の設営及び運営（１２月例会時間の変更）事業計画（案） 

に関する件 

第１０号議案 真のしあわせを知る経営者育成 事業計画（案）予算（案）に関する件 

第１１号議案 所管業務 事業計画（案）に関する件 

第１２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 卒業例会行事 事業計画（案）予算（案）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 

（報告依頼事項） 

第 １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１０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。本日も理事会にお集まりいただきありがとうございました。まずは、高

山委員長、花火プロジェクト無事終了お疲れ様でした。様々なメディアや団体にも注目され、

ＪＣ関係者だけでなく、多くの市民からも喜びの声があがっております。本当に大変だったと

思いますが、素晴らしい事業だったと思います。是非ともメンバーにも成果を伝えて、達成し

た喜びを分かち合ってほしいと思います。小川委員長の防災事業においても、授業を見させて

頂きましたが、本当に分かりやすく、教職員の方からも素晴らしい授業であったと声を聴いて

おります。もちろん他の委員長方も今まさに全力で事業の準備をされていると思います。残り

の期間は短いですが、しっかりラストスパートをかけてください。最後の１～２週間で大きく

変わります。私自身が委員長の時もそうでしたが、昨年の大本副委員長の寺フェスも本当に大

きく変わったのを間近で見ました。決して妥協するのではなく、終わりさえよければ全てよし

の考え方で、とにかく委員会メンバー共々頑張ってください。なかなか全員が集まって出来る

事業はありませんが、是非とも事業内容や事業の風景を共有していただきますようお願いしま

す。とにかくあと少し。コロナで何も出来なかった１年にするか、コロナでも大きな成長の機

会を得られた１年とするか。それは残りの期間において委員長にどれだけの想いがあるか、自

分との戦いだと思います。まだ終わっていませんが、高山委員長、小川委員長がいいプレッシ

ャーを与えてくれたと思います。最後まで、どうかよろしくお願いします。それでは、本日も

様々な意見が闊達に出る理事会になる事を祈念して、理事長挨拶に代えさせて頂きます。本日

はどうぞよろしくお願いします。 
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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 家族会 事業計画（案）予算（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）沼田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）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 ２号議案 家族会 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）沼田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）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 ３号議案 ９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。 

（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）実施上で上手くいかなかった点等で、次年度以降へのアドバイスはありますか。 

（岡 本）引継ぎ事項としては、機材の多さ等、システムに慣れた人材が必要だと考えます。各

委員会単位での実施は難しいことが多々ありますので、システムに慣れていく人材を

育成していくことが重要だと考えます。 
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※全会一致で承認可決 

   

第 ４号議案 仮入会員研修の調査・研究・実践 事業報告（案）決算（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）委員の欠席は予定していた内容が実施できなかったということでしょうか。 

（高橋洋）前日に撮影した動画を当日流して対応しております。 

（高 山）欠席者３名のフォローは如何でしょうか。 

（高橋洋）後日資料を配信して、仮入会員から意見、感想を頂きまして、不安な点やわからない

ことに関しては、解決できたと考えております。 

 

※全会一致で承認可決 

 

第 ５号議案 １０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）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）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）今回のＺＯＯＭと併用しての実施で今後におけるアドバイスはありますか。 

（沼 田）国際ホテルで実施する場合では、例会の同時配信は簡単だと考えますが、グループワ

ークなどを実施した場合には、９月例会と同様にシステムに慣れている人材が必要だ

と思います。 

（高 山）オンライン上でのグループワークをもし実施していたら、実際の集まってのグループ

ワークとの違い効果が望めたものであったと考えますか。 

（沼 田）音の状況が、実際のグループワークと違いますので、様々な意見が飛びあい、収集で

きなくなる可能性があったと考えます。 

        

※全会一致で承認可決 

   

第 ６号議案 会員拡大の調査・研究・実践（２０２０年度正式入会審査）事業計画（案） 

に関する件 
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（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）先月仮入会の承認を頂きました８名の方について、理事の皆様に正式入会の投票を行

っていただきます。運営規定第６条第５項にのっとり、理事の過半数の「不可」が出

ましたら、その方は否決となります。先月に引き続き、公平な審査を行っていただき

ますよう、宜しくお願い致します。それでは高橋委員長、投票の準備をお願い致しま

す。 

（川 﨑）正式入会審査の結果を公表させて頂きます。出席理事数１８名、８名の仮入会者全員

が正式入会となります。以上です。 

（加 度）川﨑監事よりご報告がありました。以上でこの議案を閉じさせていただきます。 

 

第 ７号議案 ２０２０年代活動指針作成 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）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。 

（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。 

        

※全会一致で承認可決 

    

第 ８号議案 豊かな人材育成事業の調査・研究・実践 事業計画（案）予算（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）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）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）２４の小学校が集まるということで、同時に集合して混雑、混乱等はありませんか。

誘導方法で分かりやすいイメージ等あれば教えてください。 

（沼 田）誘導等は他委員会の皆様にお願いしたいと考えております。あらかじめ出欠状況を把

握して、テーブルを配置して小学校単位で集まれるようにしております。 

（高橋洋）私の娘の小学校でバルーンを上げるイベントを行っております。バルーンを拾った方

から素敵なイベントだったと、お礼の手紙が届き、子供たちが非常に喜んだとのこと

です。ですので、バルーンに所在が分かるようなものを添付しては如何でしょうか。 
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（山本圭）他委員会への依頼事項の写真撮影で撮り方、映す場所、場面等、他委員会にイメージ

を共有しておいていただければと思います。 

（高 山）小学生の集合時間は何時ですか。 

（沼 田）１０：３０集合で１１：００開場と考えております。その後で理事長挨拶と予定して

います。 

（高 山）当日のイメージを確認して頂いて、リハーサルをよく実施して頂ければと思います。 

（高 山）天気に関して、予報等確認して頂いて実施して頂ければと思います。 

（小 林）チラシに関してですが、申込用紙で保護者氏名の記載をお願いします。また、雨天時

の対応を記載しては。また、１１：３０からの実施ということで、タイムスケジュー

ルを記載しては。また、申し込みの方法でＱＲコード等を使用してみては。 

（沼 田）保護者の氏名、雨天時の対応、タイムスケジュールの記載、ＱＲコードの記載、また

写真を撮る許可として、一文を入れます。その内容で作成した後日メールにて配信し

て、ご意見いただきたいと考えております。 

（高橋洋）ステージのトラックに関して、このままの設置でしょうか。 

（沼 田）階段を両サイドに設置して、ステージは装飾しようと考えております。 

（大 本）アンケートの実施がありませんので、検証する際に必要だと思いますので、当日色々

な方の感想を聞いて頂くよう宜しくお願い致します。 

（小 林）当委員会の事業でも事前準備をかなりして実施しましたが、思わぬところでのトラブ

ルが起こりえますので、安全面には十分に気を付けて頂いて実施して頂ければと思い

ます。 

（加 度）タイムスケジュール等に関しても、再度委員会のほうで検討して頂ければと思いま

す。こちらの議案に関しては、後日メール配信での審議可決とさせて頂きますので、

こちらを閉じさせていただきます。 

 

※第８号議案を閉じる 

        

第 ９号議案 例会・総会の設営及び運営（１２月例会時間の変更）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。 

（山本圭）※資料参照 

（加 度）大西副理事長補足は御座いますか。 

（大 西）案内文でＯＢと特別会員の皆様には、ＺＯＯＭでの参加者の場合、登録料はいりませ

んという一文を追記させてください。 

（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１１回理事会 議事録 

7 

 

第１０号議案 真のしあわせを知る経営者育成 事業計画（案）予算（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。 

（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）当時の体調で訪問を見送った方には後日プレゼントを配達する予定でしょうか。 

（岡 本）当日体調不良等で伺えなかった家庭に関しては、後日本人から渡して頂く形で考えて

おります。 

（小 林）事業目的に関して、お子様がいない家庭には目的は達成できないとなりますが、岡本

委員長の考えを教えて頂ければと思います。 

（岡 本）独身者の皆様、お子様がいない家庭に関しては、メンバー一人につき一件の親族への

対応とさせていただいております。 

        

       ※全会一致で承認可決 

 

第１１号議案 所管業務 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 

（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 卒業例会行事 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。 

（山本圭）※資料参照 

（加 度）大西副理事長補足は御座いますか。 

（大 西）セレモニー時のレイアウトで、OB 特別会員の皆様が来られた際は、空欄の席に座って

頂く対応としております。 

（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）山本委員長が力を入れた部分はどちらでしょうか。 

（山本圭）このような状況下の中、ＯＢの方と、交流が出来ておりませんので、直接会って話を

することはコミュニケーションを深め、絆を深めることにおいて効果的であると考え

ておりますので、その点を重点的にと考えております。 

（高 山）ＺＯＯＭでの参加における、カメラは固定でしょうか。 
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（山本圭）現段階では、カメラは固定でステージを映そうと考えております。 

（高 山）事前に撮影を行う動画に関しては、ｙｏｕｔｕｂｅ等動画配信サービスを利用してみ

ては如何でしょうか。 

（高 山）ＵＳＢメモリは消しやすいと思いますので、消されない対応は。 

（山本圭）ＵＳＢデータには、バックアップを取って保存しておきたいと考えております。 

（高 山）ビールや飲み物を注いで回らない対応は。 

（山本圭）飲み物については一人一人用意していこうと思います。注意喚起は開始前に案内を流

そうと考えております。 

（沼 田）マスクを忘れた際の対応で、ホテルのマスクだけでなくこちらで用意されては。 

（大 本）懇親会実施のガイドラインをすべて守るわけではなく、会場と打ち合わせをして 

（山本圭）ガイドラインを参考にして、ホテルで行っている要望、対策を考慮して実施していこ

うと考えております。 

（大 本）ホテルの要望が上がってきてからの周知ということでよろしいでしょうか 

（山本圭）ホテルとの打ち合わせが終了し次第、案内を徹底していきます。 

（大 前）ＺＯＯＭでの対応で、岡田副委員長がいませんので、そちらの対応は。 

（山本圭）事務局と連携をして実施しようと考えております。 

（小 林）懇親会に関して、１００％ガイドラインに沿うことは、不可能な状況もあると思いま

すので、会場と打ち合わせの上、コロナ対策を実施して頂ければと思います。 

（山本恭）入場時の対応で測定の実施ですが、ホテル側の対策も加味して入場制限をかけたらど

うか。 

（池 田）動画の内容、イメージは。 

（山本圭）つながりが見えるような演出を卒業生の紹介を含めて柵瀬精していこうと考えており

ます。 

（池 田）岡田副委員長は卒業予定者ですので、ほかの委員会メンバーで副委員長を驚かせるこ

とができるような動画を作成して頂きたいと思います。 

 

※第１号議案を閉じる 

 

１６．報告依頼事項  

報告依頼事項なしの為割愛 

１７．連絡事項 

（中 司）先日、日本青年会議所の総会におきまして、２０２１年度よりＪＣ宣言文が改訂され

ることが承認されました。お手元の資料となりますので、委員会メンバーに周知して

頂ければと思います。また、１１月例会が１８：３０開始となりますのでお間違えの

ない様宜しくお願い致します。 

１８．監事講評 

（川 﨑）皆様、お疲れ様です。次回の第１２回理事会は、理事の皆様が今年１年間を振り返り

所感を述べられます。しっかりとした監事講評は、これが最後の機会となりますの
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で、ひとつひとつ議案を振り返らせて頂ければと思います。まずは家族会ですが、今

年はコロナの影響で色々な事業がなくなりました。家族会も非常に残念ながら中止に

なりましたが、ここまでせっかく現調を含めしっかりとした準備をされてきたものを

次年度以降に引き継いで頂ければと思います。また最後にバルーンリリースの大きい

事業がありますので、こちらの事業を悔いのない様に実施して頂ければと思います。

続いて９月例会ですが、コロナ明けの初っ端の例会ということで、大変だったと思い

ますが、これもいい経験だったと思いますし、コロナの影響で不完全燃焼だった部分

もあると思いますが、この後も事業が残っていますのでそちらに向けて頑張って頂き

たいと思います。続いて、仮入会員研修並びに正式入会審査ですが、新入会員の方が

８名ということで、高橋委員長、大前副委員長、本当にお疲れ様でした。新入会員の

方もコロナの影響で、なかなか事業に出られないことや会員とのコミュニケーション

が取れにくい部分も多々あると思いますが、１１月のバッジ授与式を全員で迎えられ

るように、会員拡大委員会だけではなく、メンバー全員で一丸となり新入会員の方の

フォローをして頂きたいと思います。続いて、２０２０年代活動指針作成ですが、活

動指針は１０年ごとに変わっていきますが、企業や団体もそうですが、根幹となる社

是や経営理念のような不変の部分も大事ですが、その時代に応じて変化していく可変

の部分もあると思います。この１０年の間に西日本豪雨、新型コロナ感染など、大き

な環境の変化があったように思います。その中で前面に立っている理事のメンバー皆

さんで考えたものが２０２０年代の活動指針であると思います。この２０２０年代活

動指針を今後１０年間のバイブルになる様、ここにいらっしゃる理事の皆様がしっか

りとメンバーに伝えて頂きたいと思います。続いて卒業例会ですが、本年度は９名の

方がご卒業されます。ラストイヤーの年にコロナ禍で、京都会議も全国大会等も行け

ずに不完全燃焼だった部分もあると思います。その中で山本委員長を中心に、特に本

年度ご卒業される方は色が濃い方ばかりですので、コロナ対策の設えも重要ですが、

ご卒業される方々が最後に花道を飾られる様、ＪＣをやってよかったと思われるよう

な設えが第一優先だと思いますので、そのような設えをお願いしたいと思います。９

月から卒業スピーチが行われました。卒業生予定者の皆様が年ごとの委員会の思い出

を振り返られると思います。今年は、新型コロナというなかで、なかなか満足いくよ

うに動けなかった部分もあろうかと思いますが、残り２ヵ月間、是非精一杯悔いのな

い様活動して頂き、記憶に残る２０２０年の委員会であったといわれるようにしても

らえたら良いと思います。最後に、次回は最後の理事会となります。皆様理事になら

れて、今期は新型コロナという未曽有の環境下で大変だったと思いますが、皆さま

は、会員のなかでも、その環境下において、前線に立ち、対応に追われた方々だと思

います。そのなかで、見えてきた課題や今後の事業のヒントなどを次回の理事会は、

新旧合同ですので、是非次年度理事の皆様に、思いとエールを伝えて頂ければと思い

ます。雑駁な話となりましたが、監事講評とさせて頂きます。本日もお疲れ様で御座

いました。 
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１９．次回開催日の確認 

（高橋建） １２月 ７日（月）１９：００～  

２０．閉会 

２１．点鐘 
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議 長    加 度  亮 平    印 

 

署名人    川 﨑  耕 平    印 

 

作成者    藤 田  祐 輔 

 

 


