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一般社団法人 尾道⻘年会議所 
２０２０年度 第９回理事会 議事録 

 
日時：２０２０年 ９月 ７日（月）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、⼤⻄ 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） 
 
(欠席者） 
山北 真也、川﨑 耕平 
 
(早退） 
 
１． 開会 
２． 点鐘 
３． ＪＣＩクリード唱和                 小川 直紀 
４． ＪＣＩミッション並びにＪＣＩビジョン唱和      髙山 敦好 
５． ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和            高橋 洋樹 
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９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：加度理事⻑より 
   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 ９月例会 事業計画（案）予算（案）に関する件 

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）に関する件 
第 ３号議案 夢見る⼤切さ促進事業 事業計画（案）予算（案）に関する件 
第 ４号議案 その他は暗感がないことを確認し削除 
（協議事項） 
第 １号議案 地域と協働する防災教育啓蒙活動の調査・研究・実践 事業計画（案）予算（案）について 
第 ２号議案 １０月例会 事業計画（案）予算（案）について 
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第 ３号議案 １１月例会 事業計画（案）予算（案）について 
第 ４号議案 その他 

   （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６議案にて本会を進行する事とした。 
 

１０．理事⻑挨拶 
（加度 亮平） 

皆さんお疲れ様です。第９回理事会にお集まりいただき、誠にありがとうございます。さて、前回の理事
会、総会で２０２１年度も正式にスタートを切りました。本日参加しているメンバーの中にも、次年度理事と
なられている方もいらっしゃいますので、本年度と次年度、二足の草鞋を履いて進むことになります。例年、
理事の皆さんは今が本当に忙しい時期になります。本年度はこれに加えて、特殊な事まで考えないといけない
ので、さらに⼤変な状況です。そして、次年度はこれから事業構築に向けて⼤事な予算の上程ももうすぐ近く
まで迫っています。それらの状況を知った上で、皆さんにお願いさせて頂きたい。⼤変なのは重々承知です
が、今残っている事業は、是が非でもやり切りたい。皆さんもそうだと思いますが、私も理事⻑を請ける時
は、ああしよう、こうしようと色々考えました。そして、それなりの覚悟を持って進んできたのですが、コロ
ナのせいで考えを変えなければならず、やろうとしていたこととは全く違うものをしないといけない。そして
何より苦労して活動した結果得られるであろう成果も得られないような状況は、ただただかっこ悪いし、本当
に死んでも死にきれない⻭がゆさがあります。コロナで活動できなかったのは仕方がないですが、出来なかっ
た。残念だったね。仕方ないよ。で終わらせずに、コロナで⼤変だったけどやり切った。と胸を張って言える
ような活動を本当にしたいと思っています。人が足りないなら手伝いに行きますし、相談事があるならいつで
も相談に乗ります。決してコロナに負けた１年にはならないように、今一度皆さんにお願いさせて下さい。繰
り返しになりますが、⼤変なのは重々承知です。でも、とにかく頑張って下さい。それでは強い尾道⻘年会議
所になるか、ダサい尾道⻘年会議所になるか。その分かれ道は本日の理事会だと考え、本日の理事会に臨んで
いただければと思います。本日もどうぞよろしくお願いします。 

１１．直前理事⻑挨拶 
欠席の為、割愛 

１２．理事⻑報告 
   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 ９月例会 事業計画（案）予算（案）に関する件 

（加 度）今岡副理事⻑よろしくお願い致します。 
（今 岡）岡本委員⻑よろしくお願い致します。 
（岡 本）※資料参照 
（加 度）今岡副理事⻑補足は御座いますか。 
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（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）オープニングムービーの内容は。 
（岡 本）オープニングムービーのコンセプトは、みんなで頑張ってコロナ過を乗り切ろう、コロナ対策をしっ

かりしてコロナに負けないようにという動画となっております。 
（高 山）講師の先生に事前確認をしていただければと思いますので、宜しくお願い致します。 
（高 山）アンケートのタイミングと締め切り期限は。 
（岡 本）例会終了後、全体の共有チャットで QR コードにて配信し、解答して頂く形にしております。 
（高 山）再度例会終了後、アンケートの案内を徹底して頂ければと思います。 
（高 山）アンケートの結果に対して目標値はありますか。 
（岡 本）皆様が本例会を終えて一つでも自分の会社に持ち帰っていただければ理想と考えております。 
（小 林）初めて ZOOM と使う方もいらっしゃると思いますので、メンバーの皆様に早めに参加できるような

設えをお願い致します。 
（岡 本）当委員会でもフォローしますが、委員⻑の皆様にもメンバーに早めに例会の ZOOM の中に入って頂

くようよろしくお願い致します。 
（加 度）各委員⻑の皆様はスムーズに例会が開始できるよう、メンバーにご協⼒いただける声掛けをお願い致

します。 
（高橋洋）WEB 例会という初めての試みで、当委員会も参考にしていきたいと思いますので、是非とも成功さ

せて頂ける様、期待しております。 
        

※全会一致で承認可決 
   
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）に関する件 

（加 度）政成副理事⻑よろしくお願い致します。 
（政 成）高橋委員⻑よろしくお願い致します。 
（高橋洋）※資料参照 
（加 度）政成副理事⻑補足は御座いますか。 
（政 成）回覧資料はコロナウイルスによって中止の場合の動画配信の内容となっておりますので、ご確認くだ

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。 
（高 山）前日に中止の決定が前日に起こる可能性もありますが、動画は作成する前提でしょうか。 
（高橋洋）少なくとも 2 週間前には決定したいと考えております。 
（高 山）来年度以降も同事業で使う場合が出てくるとも考えられますし、動画の作成の上である程度作ってお

ける部分もありますので、事前に対応できましたら作成を宜しくお願い致します。 
（小 林）仮入会員が初めて参加される事業ですので、是非とも不安を取り除ける様設えをよろしくお願い致し

ます。またしっかりとリハーサルをして頂いて、仮入会員の模範となれるような、開催を宜しくお願
い致します。 

 
       ※全会一致で承認可決 
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第 ３号議案 夢見る⼤切さ促進事業 事業計画（案）予算（案）に関する件 

（加 度）⼤⻄副理事⻑よろしくお願い致します。 
（⼤ ⻄）高山委員⻑よろしくお願い致します。 
（高 山）※資料参照 
（加 度）⼤⻄副理事⻑補足は御座いますか。 
（⼤ ⻄）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）事業の開催情報については、事前の情報漏洩を徹底しいただければと思います。 
（高 山）日程に関しては、３日前に伝えようと考えております。情報漏洩を徹底して開催し成功させたいと考

えております。 
（池 田）当日の警備人数、翌日の清掃人数はこの人数で⼤丈夫でしょうか。 
（高 山）消防団等と、打ち合わせをして、人数を決定しております。 
（池 田）募集をした人数がオーバーした場合の選定は。 
（高 山）人数が多すぎると目立ってしまい、開催に支障をきたす場合もありますので、当委員会で精査したい

と考えております。 
 

       ※全会一致で承認可決 
   
１５．協議事項 
第 １号議案 地域と協働する防災教育啓蒙活動の調査・研究・実践 事業計画（案）予算（案）について 

（加 度）政成副理事⻑よろしくお願い致します。 
（政 成）小川委員⻑よろしくお願い致します。 
（小 川）※資料参照 
（加 度）政成副理事⻑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。 
（岡 本）災害に対しての意識向上の事業で、近年災害の規模が⼤きくなっている中で、知識と意識は向上して

いるものと考えておりますが、尾道が安全な街という意識の中で、行動が伴わないこともと考えられ
ますので、子供たちが行動を実施できる事業として頂きたと思います。 

（高 山）防災家族会議ノートで、家に持ち帰って記入して頂くということで、部屋の名前で勉強部屋等、各家
にない部屋が出てくる可能性があると思いますが、如何でしょうか。 

（小 川）そこにある危険ということで、部屋を分けさせていただいております。各部屋によっておいて様々な
ものが置いてあるものということで、各部屋で考えられる危険は何かというところをシュミレーショ
ンしてもらう意味を含めて部屋を分けさせていただいております。当該部屋がなければ別の部屋で考
えて頂こうと考えております。 

（高 山）アンケートでの意見抽出で分かりやすかった点を挙げて頂くのは、如何でしょうか。 
（小 川）委員会内で再度検討します。 
（小 林）授業の対象学年はどの学年でしょうか。 
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（小 川）対象学年は低学年用の授業、中高学年用の授業と諏訪先生のもと監修して頂いて、表現方法や備える
知識等違いますので、２種類用意しております。 

（小 林）家庭に持って帰って、回答するということで、家族の方の自主性に任せる形となっていますが、でき
るだけ家族の中で話し合いをして頂ける設えはありますか。 

（小 川）防災家族ノートを各学校に手渡しで配っていく形としております。7 月に別の案件で、家庭見持ち帰
って考えることがあったと聞いております。その際に各先生から生徒に回答を促していますので、本
事業も先生に資料を渡しに行く際に説明し、お願いする形と考えております。また当委員会でも家庭
に持ち帰り実施しております。デザイン、内容とも高評価を受けております。資料を配る際に、その
補足説明もして回答して頂ける様、希望を持っております。 

（小 林）他人事だと思わず、災害を自分のことと思えるような形で進めていって頂ければと思います。 
 

※第１号議案を閉じる 
 
第 ２号議案 １０月例会 事業計画（案）予算（案）について 

（加 度）今岡副理事⻑よろしくお願い致します。 
（今 岡）沼田委員⻑よろしくお願い致します。 
（沼 田）※資料参照 
（加 度）今岡副理事⻑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 本）本公演は自然災害、コロナにフォーカスを置いた講演でしょうか。 
（沼 田）変革の時代にあらゆる問題を想定して、どんな問題が起きても対応できる多角的視点を養う例会にし

たいと考えております。 
（岡 本）現在のコロナ過、自然災害が多発している状況で、講師の方もこのような経験をしていない可能性も

あるため、ビジネス系の講演は難しいと考えております。講師の先生のサポート事例を見ますとそう
いった点でのサポート事例はありませんので、現在の状況下にあった内容、我々が例会を終えて持っ
て帰れるものがある講演になりますか。 

（沼 田）どういう状況下でもできることがあると考えております。多角的視点を養う意味でこの例会が皆様の
一助になればと考えております。 

（⼤ 前）仮入会員の席の設営をお願い致します。 
（沼 田）拡⼤委員会の席の中に、1 テーブル多く設営させていただきます。 
（高 山）判断⼒は養うというテーマは、どういう形で講演の中で伝えられますか。 
（沼 田）グループワークをやってみてそのグループの中でどういった判断ができたか、それを先生が実際にし

た事例と照らし合わせ、内容を説明して頂こうと考えております。 
（高 山）グループワークの内容も上程資料につけて頂ければと思います。 
（小 林）アンケートに関して、目的を達成したか図れるアンケートでしょうか。 
（沼 田）委員会内で精査してまいります。 
（小 林）目的が達成できたかが図れるアンケートにして頂ければと思います。 
（小 林）グループワークに関して、委員会ごとの実施予定ですか。 
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（沼 田）委員会ごとと考えておりまして、ZOOM で参加者の方は ZOOM 内でと考えております。 
（小 林）ZOOM の参加者と実際に参加しているメンバーに温度差が起きるのではないのかと考えておりま

す。うまく ZOOM 内でもグループワークが進むよう設えをお願いします。 
（小 林）服装はクールビズでよろしいですか。 
（加 度）クールビズで統一しようと考えております。 
（高橋洋）グループワークに関して、1 つの設問に対して時間が⻑いように感じますが、グループワークの内容

は。 
（沼 田）内容は講師の先生と詰めていきますが、講師の先生から導入部分としてグループワークの説明をさせ

ていただきますので、２５分としています。 
（岡田健）ZOOM の参加者のアンケートの回収方法は。 
（沼 田）メールでの配信回収と考えていますが、委員会内で検討します。 
（岡 本）講師の先生に対して、沼田委員⻑の思いを伝えて頂いて、現在の状況、時代に合った講演として頂け

る様、打ち合わせをお願い致します。 
（今 岡）１０月例会は、ブロックの運営団の方も来られますので、なるべく多くの人数の人に参加をして頂け

る様、よろしくお願い致します。 
 

※第 2 号議案を閉じる 
 

第 ３号議案 １１月例会 事業計画（案）予算（案）について 
（加 度）政成副理事⻑よろしくお願い致します。 
（政 成）高橋委員⻑よろしくお願い致します。 
（高橋洋）※資料参照 
（加 度）政成副理事⻑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）拡⼤に関しては、尾道の活動内容だけで知識と学びになりますか。他 LOM の資料等はありますか。 
（高橋洋）他 LOM の資料、データ等現在用意しておりません。 
（高 山）他 LOM の資料等があれば、メンバーの向上心にもつながると考えますので、ご一考お願いします。 
（小 林）タイムスケジュールで活動指針の策定の時間を事務局と相談して入れて頂ければと思います。 
（小 林）資料の中で、会員が減少しているという資料がありますが、仮入会員に対して会員が減少していると

伝えるのは如何でしょうか。 
（高橋洋）仮入会員に対しては、現在会員が減少しているという事実は伝えた上で、ピンチをチャンスに変えて

いけるような例会にしていきたいと思います。 
（小 林）PP 資料を次年度以降のガイドライン、指針となるようにメンバーに配布しては如何でしょうか。 
（高 山）実施概要ですが、高橋委員⻑がほとんど話す内容ですか。 
（高橋洋）私がメンバーに 1 年拡⼤活動を頑張ってきた思いを伝えたいと思います。 
（高 山）仮入会員が暗い雰囲気にならないよう、最後に盛り上げるような設えにして頂ければと思います。 
（⼤ 本）是非ともこの例会で高橋委員⻑の思いをメンバーに伝えて頂ければと思います。 
（高 山）２０２０年代活動指針の策定の中で、拡⼤についても取り上げています。拡⼤で、様々な意見をまと
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めて使えるものもありますので活用して頂ければと思います。 
（高橋洋）是非参考にしたいと思いますので、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  
   報告依頼事項なしの為、割愛 
１７．連絡事項 
  （高橋建）前回の臨時理事会の中で、事業中止の判断基準を皆様で意見を頂きながら提案させていただきました

が、最終校正版を資料配信しております。内容をご確認頂いて問題がないようであれば、事務局から
全メンバーに配信させていただきます。 

（中 司）全国⼤会は WEB で開催されますが、登録の案内を流させていただきますので、早めの返信をお願い
致します。次回上程締め切りは９月２３日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。まず事業について講評させて頂きたいと思います。まず 9 月例会ですが、初めて

の ZOOM と使った例会で、⼤変だとは思いますが、やってみたらわかるということが多くあると思
います。今後につながるようにそれをよく検証して頂きたいと思います。続きまして、仮入会員研修
ですが、仮入会員の方が絶対入ると思って頂けるように、よくリハーサルをして、設営して頂きたい
と思います。続いて、花火の打ち上げの事業ですが、私もクラウドファンディングの事業に携わって
いるので、これは一つの意見ですが、クラウドファンディングは一日目で焼く３０％以上集まると、
成功率が９７％あると統計が出ておりますので、一日目が⼤切だと思いますので、少しでも目につく
ようにして、是非資金を集めて頂きたいと思います。続きまして、防災事業ですが、私も委員会メン
バーとして参加させて頂いて、小川委員⻑も⼤変な中、学校を訪問し、やっていらっしゃる中で、学
校側のニーズもその中で違うこともあると思いますので、さらにニーズをよく確認して、事業に反映
して、みんなが理解できるような事業を作り込んでいって頂ければと思います。続きまして、１０月
例会ですが、私も福山ビジネスサポートセンターに、3 年ほど前から通っておりまして、話を聞いて
いますと、コロナ過において、企業の⼤小、悩みの⼤小等色々ありますが、様々な方が相談に来られ
ていると聞いております。講師の方はコロナ過の中の相談を受けている経験があると思いますので、
よく講師の方のお話を聞いて、皆様に伝えられるような設えをして頂ければと思います。続きまし
て、１１月例会ですが、高橋委員⻑の思いが詰まった例会になると思いますので、思いが空回りしな
い様、来年の拡⼤活動につながる様に、作り込んでいただければと思います。冒頭に加度理事⻑が、
人手が足りなかったら率先して私が行動するとおっしゃられていましたが、理事⻑の意気込みを皆さ
ん聞かれたと思います。会のトップがそこまで言って⼤変な中、会を盛り上げていこうとおっしゃた
ことを皆様は、自分の中に落とし込んでいただいて、事業を一つ一つ頑張って頂きたと思います。以
上、簡単では御座いますが、監事講評とさせて頂きます。 

１９．次回開催日の確認 
（高橋建） １０月 ６日（火）１９：００〜  

２０．閉会 
２１．点鐘 
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