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一般社団法人 尾道青年会議所 

2021 年度 第 3 回 理事会議事録 

 

日時:2021 年 3 月 8 日(月) 19:00~ 

場所:尾道国際ホテル 

  

(出席者)安楽城大作・高橋建太・加藤雄大・島田元太・𠮷田雄太・高升純・内海洋平・大

池慎三・沼田剛志・島田昌広・岡本大輔・山本恭平・髙山敦好・吉田嵩正・岡本正也・小

西琢真・中島裕一朗・歌一行・水野春樹・加藤雅崇 

（欠席者）加度亮平・今岡正英・森川陵 

（遅刻）なし 

（早退）なし 

  

次第 

1. 開 会（歌一行） 

2. 点 鐘：（安楽城大作） 

3.  JCI クリード唱和：（山本恭平） 

4.  JCI ミッション並びに JCI ビジョン唱和：（小西琢真） 

5.  JC 宣言文朗読並びに綱領唱和：（大池慎三） 

6.  出席者の確認：（加藤雄大） 

7.  配付資料の確認：（歌一行） 

8.  議事録署名人並びに議事録作成者の指名 ：（安楽城大作） 

9.  議題の確認：（歌一行） 

10.  理事長挨拶 ：（安楽城大作） 

まず 3 月の合同委員会についてですが、多くのメンバーに出席頂き大変嬉しかったです。 

途中から参加される方も多く見受けられました。 

委員会を眺めていると色々な意見を交わしており、すごく良い雰囲気を感じました。 

コロナ禍で飲食等を共にすることが難しい中、ああいう形できちんと話し合いができてい

るところを見ることができ、とても頼もしく感じました。 

3 月に入り、各委員会が事業等に向けて具体的に行動をしている時期だろうと思います。 

そういう中で、改めて私の方から「リーダーとしてどういう風に動いて貰いたいか」を、

お願いをしたいと思います。 

私は何かを成し遂げる際に、リーダーにとって大事なことが３つあると思います。 

１つめは「自分の方針を明確にし、皆にわかって貰うこと」。 

これは、準備段階で色々と動かれている中で、皆さんきちんとできているのではないかと

思います。 
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２つめは「仲間を作ること」。 

これに関しても 3 月の合同委員会を見ると、皆さんできているのではないかと思いまし

た。 

コロナウイルスの影響もあり、今年は特に難しいのではないかと思っていましたが、素晴

らしい動きをしてくれていると感じています。 

3 つめは「人に任せること」。 

これは私が委員長をしたときに難しかったことでもあります。 

JC のメンバーは仲間として一緒に活動をしていますが、何かを任せられることで責任が生

じ、それまで以上に「本気の動き」に変わります。 

そのことで人間関係が変わることも、JC の活動の中には良くあると思います。 

本気で話し合い、本気で行動を共にするとその人の見えてこなかった部分が見えて、より

良い関係になったり、新しい関係を作ることができたりします。 

また、本気の意見を交わすことで事業に対するアプローチも変化し、より良い事業に繋が

るという利点もあります。 

しかし、人に任せると言うことは簡単なことではありません。 

お互いに別の人間であり、考え方や行動スタイル、ライフスタイルも異なります。 

初めはお願いする側である委員長サイドが色々なフォローをすることが必要かと思います

し、自分が動くよりも時間がかかることが多々あるかと思います。 

また、難しいことですが「相手に合わせる」ということもしない方が良いでしょう。 

大変な部分を全て自分が請け負って、相手に合わせてできることしか任せないというよう

では本当の関係は作れません。 

相手がどういう人間なのかを考え、受け入れた上で、一番やりやすい方法を一緒に模索し

ていくことが、人に任せることだと思います。 

私は会社でもそれを実践してきましたし、それが一番重要なことだったと今でも思いま

す。 

大変なことだとは思いますが、そうしていくことで本当の友情関係、信頼関係が築かれて

いきます。 

今後、具体的に事業を進めていく上で、自分だけでできることも沢山あるかもしれませ

ん。 

しかし、人に任せることで、委員長を経験した先の人生の糧になるのではと思いますの

で、是非挑戦してみて欲しいと思います。 

そういう風にしてみんなで事業を達成して欲しいと思います。 

やり方は委員長それぞれで異なるかとは思いますが、一年間終えたときに皆が付いてきて

くれていれば、それが優秀なリーダーである証です。 

色々と困難な場面もあるかとは思いますが、頑張って乗り越えていって欲しいと思いま

す。 
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11. 直前理事長挨拶 ：（加度良平） 

欠席のため割愛。 

  

12. 理事長報告：（安楽城大作） 

資料にて確認。 

  

13. 委員会報告： 

【社会開発室】（島田元太） 

「未来ビジョン委員会」（内海洋平） 

委員会報告は記載とは別でも行っております。 

報告の不備があり、記載漏れが生じております。申し訳ありません。 

4 月 4 日の Youtuber 体験事業に向けてメンバー一丸となって頑張っております。 

現在発言コーナーに 32 名の応募が来ています。 

20 日までの応募になりますのでよろしくお願いいたします。 

  

「社会開発委員会」（大池慎三） 

委員会報告は記載の通りです。 

別件でみなと祭りについてですが、協賛部会の方から連絡があり、今年については協賛部

会の活動は中止のため、尾道青年会議所がお手伝いできることはないということでした。 

踊り部会の方のみ、ビデオで撮った物を審査だけ行うということで、所謂お祭りという形

では無いとのことです。 

また、赤い羽根募金の件ですが本日社協の方に寄付をさせて頂き、ピンバッヂを預かって

きております。 

3 月例会の時に配ろうと思いますのでよろしくお願いいたします。 

  

【指導力開発室】（𠮷田雄太） 

「地域教育実践委員会」（島田昌広） 

委員会報告は記載の通りです。 

先日、3 月例会の講師の先生と ZOOM で会議を行い、最終的な詰めを委員会メンバーと

行っております。 

本日、協議上程が 1 件、審議上程が 1 件ありますのでよろしくお願いいたします。  

 

「組織活性化委員会」（山本恭平） 

委員会報告は記載の通りです。 

2 月例会に関しては多くの会員の皆様にご出席賜りまして誠にありがとうございました。 
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本事業と夏期講習について話し合っております。 

  

【JC 運動推進室】（歌一行） 

「拡大研修委員会」（吉田嵩正） 

先日は合同委員会にて、拡大会議のお時間頂きありがとうございました。 

委員会報告は記載の通りです。 

なかなか委員会をする時間が無く、例会の後の時間を使い委員会メンバーと話したり、電

話連絡を行ったりして、拡大活動の進捗状況を共有したり、意見を交わしております。 

現在、仮入会員が 5 名です。 

本日は協議事項が 1 件ありますのでよろしくお願いいたします。  

 

「総務広報委員会」（小西琢真） 

委員会報告は記載の通りです。 

本日審議事項が 2 件ありますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

  

14. 審議事項：（安楽城大作） 

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）に関する件 

（小西琢真） 

資料読み上げ（１－１、１－２） 

  

慎重なる審議をお願い致します。 

 

＊全会一致で承認。 

  

第 2 号議案 例会・総会の設営及び運営【定時総会の開催】事業報告（案）に関する件 

（小西琢真） 

資料読み上げ（２－１、２－２） 

  

慎重なる審議をお願い致します。 

 

（髙山敦好） 

これはお願いになりますが、当日は時間に余裕を持って会場に早めに来て頂きたいと思い

ます。 

当委員会がこの後の例会の担当だったのですが、マイクのことなど準備にバタバタしてし

まいましたので、よろしくお願いいたします。 

（小西琢真） 
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集合時間については委員会で話し合って時間を決めたのですが、認識が甘かったと反省し

ております。 

もう少し早めに来て設営をしたいと思います。 

ご迷惑をおかけしました。 

 

（髙山敦好） 

ありがとうございます。 

今後 ZOOM の使用などで設えが変わってくるかもしれないので、そういう部分も含めて

密に話し合って頂ければと思います。 

 

＊全会一致で承認。 

  

第 3 号議案 3 月例会 事業計画（案）予算（案）に関する件 

（島田昌広） 

資料読み上げ（３－１、３－２、３－３） 

 

その他の資料について、変更があったところのみご説明致します。 

資料参照（３－９） 

こちらの（２）を「ヨーロッパと日本」という題名から「主体性の育み方」に変更してお

ります。 

ここでは主体性のお話を前面に出して、年齢に応じた発達があり、社会に出てから大人が

どのように主体性を身につけるのか、活かしていくのかをお話し頂きます。 

レジュメの変更は以上です。 

  

資料参照（３－１８） 

会員向けの案内に「本例会には会食はございません」という文言を付け加えました。 

 

以上慎重なる審議をお願い致します。 

 

（小西琢真） 

1 点確認ですが、3 月例会のご案内の資料の時間が１９：２０～となっておりますが、１

９：００の間違いではないでしょうか 

 

（島田昌広） 

ご指摘ありがとうございます。１９：００～が正解になりますので、修正致します。 
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（髙山敦好） 

意見に対してしっかり対応されており、感心しております。 

この例会に対する意気込みをお教え下さい。 

 

（島田昌広） 

会員全員に何か学びを持って帰って頂くのが一番重要であると思っています。 

子育てをされている方は勿論、されていない方でも会社に持ち帰れるような物がある、そ

ういった例会にしたいと思います。 

 

（内海洋平） 

1 点確認ですが、当日丸テーブルを使用されるということですが、国際ホテルには問題無

いのでしょうか。 

 

（島田昌広） 

事前に確認して許可を頂いておりますので問題ありません。 

 

（内海洋平） 

ありがとうございます。 

今後スクール形式も考えているので参考にさせて頂きます。 

 

（𠮷田雄太） 

おもちゃの販売に関して説明がないので、説明をお願いします。 

 

（島田昌広） 

おもちゃの販売に関してですが、講師の先生におもちゃをお持ち頂いて、講演終了後に販

売するということは行いません。 

カタログを頂いて、アンケートを書いて頂いている間に、興味がある方には私の方から説

明をさせて頂こうと思います。 

 

＊全会一致で承認。 

  

15. 協議事項：（安楽城大作） 

第 1 号議案 4 月例会 事業計画（案）予算（案）について 

（吉田嵩正） 

上程の前に、資料４－３の事業収支予算書にエラーがありましたので、正しい物を配布し

ておりますのでご確認下さい。 
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資料読み上げ（４－１，４－２） 

 

資料参照（４－３，４－４） 

続いて、事業収支予算書ですが、講師のご厚意で、講演費用がかかりませんので、記念品

として桂馬蒲鉾商店様の商品の購入代を 10,000 円計上しております。 

 

資料読み上げ（４－５） 

 

資料読み上げ（４－９） 

 

慎重なる協議をよろしくお願いいたします。 

 

（山本恭平） 

資料４－６の対談内容のところで、質問として７つ出されておりますが、対談時間が 25

分と短いので、ポイントを絞って質問された方が良いのではないかと思います。 

どの質問が𠮷田委員長の中で、一番会員の皆さんに知って頂きたいのか、講師の方にお話

し頂きたいのかお教え下さい。 

 

（吉田嵩正） 

一番聞いて頂きたいのは⑥の「ベンチ入りしていない選手全員が全力で応援しているのは

なぜか」という質問です。 

先輩の卒業生スピーチを聞いたり、退会者の方が増えている状況があったりする中で、み

んなで一丸となって取り組むというところが近年上手くできていないのではないかと感じ

ています。 

こういう機会にこういうお話を聞いて、しっかりと組織作りについて考えて頂く機会にな

ればと考えています。 

 

（山本恭平） 

私も 2 月例会で対談形式を取りましたが、自分の勉強不足もあって色々な方向に話が飛ん

でしまいました。 

資料４－６に書いてある７つの質問を全てぶつけるよりは、今言われた⑥の質問を軸に、

講師の先生と相談しながら組み立てたほうがより伝わりやすいのではないかと思います。 

ご検討下さい。 

 

（吉田嵩正） 
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検討させて頂きます。ありがとうございます。 

 

（岡本大輔） 

実際に迫田先生のご講演を聴かれたことはありますか。 

 

（吉田嵩正） 

実際に聴いたことはないのですが、私自身が如水館の OB なので友人から「こういう話が

あった」ということを聞く機会がありました。 

また、父が講演を聴いたことがあり「素晴らしい講演だった」ということでした。 

 

（岡本大輔） 

尾道青年会議所の例会にお呼びするのであれば、一度どういった内容を講演されるのかな

どをしっかりと打ち合わせと内容の確認をされた方が良いと思います。 

また、資料４－１の事業内容の部分に「今も前進を続ける迫田氏の姿を尾道青年会議所の

メンバーに見て頂き、仕事や青年会議所活動への刺激となるような例会にしたい」とあり

ますが、書き方が抽象的であると感じます。 

迫田氏の「どのような姿から何を学ぶのか」を具体的に記して頂いた方がよりわかりやす

いのではないかと思います。 

続いて、資料４－５の事業概要のところに「閉塞感のある今だからこそ、迫田氏にしかで

きない前向きで明るくなれるようなお話をして頂きたい」とあり、例が色々と書かれてい

ます。 

もう少し会員に何を学んで欲しいのかを的を絞ってやられた方が良いのではないかと思い

ます。 

お話自体は非常に面白い物になるかもしれませんが、的が広すぎると何を学べたのかが曖

昧になるかと思います。 

ご検討下さい。 

 

（吉田嵩正） 

ありがとうございます。検討致します。 

 

（内海洋平） 

本例会の目的は、経営者やリーダーに向けて学びのあるお話を聞くというところにあるか

と思います。 

目的のために吉田委員長の中で、迫田氏にしかできないエピソードなどあればお聞かせ下

さい。 
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（吉田嵩正） 

監督として取り組まれてきたことを聴いて頂きたいと思います。 

前向きに進み続ける迫田氏のお話を聴いて、前向きに物事に取り組む姿勢を学んで頂けれ

ばと思います。 

 

（内海洋平） 

岡本副委員長も言われていましたが、的を絞って学びのある内容にして頂ければと思いま

す。 

また、対談についてですが年齢的にも大先輩になられますが、5 分 5 分で行うイメージな

のか、ファシリテートするイメージなのか、その辺りが気になります。 

時間も 25 分ありますので、何かイメージがあればお教え下さい。 

 

（吉田嵩正） 

例会の目的に沿った内容にしたかったので、25 分という時間を頂きました。 

深掘りできるところはしっかりと質問して、良い対談にしたいと思います。 

 

（髙山敦好） 

こういった講演などで伝えたいことは３つくらいに絞った方が良いと聞いたことがありま

す。 

今のままでは少し詰め込みすぎでは無いかと思いますので、精査する必要があるかと思い

ます。 

資料４－５の講演内容に様々なエピソードが載っていますが、この中で吉田委員長が知っ

ている物や、お話し頂く予定の物はありますでしょうか。 

 

（吉田嵩正） 

「こういったお話をして頂きたい」とお伝えした物を、こちらに記載しております。 

もう少し的を絞り、講師の先生にお願いしたいと思います。 

実際にお話しした際に、「子供の世代間のギャップにどういう風に取り組まれたか」「広

商・如水館・竹原の監督をされたときの印象や目標」などについてはお話しして欲しいと

伝えてあり、資料も作成してお渡ししております。 

 

（髙山敦好） 

ある程度事前にエピソードも聞いた上でどのように伝わるのかも予想して組み立てていか

ないと、予定にないエピソードや知らないエピソードを話されてよくわからないことにな

る可能性もあるのではないかと思いました。 

エピソードを何点か詳しく聞いておいた方が良いのではないかと思います。 
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資料４－１のもう一点質問なのですが、背景と目的がありますが、これは吉田委員長の所

信との整合性はありますでしょうか。 

 

（吉田嵩正） 

「とんぼ」が私の所信ですが、とんぼは前にしか進みません。 

しっかりと前向きに一歩が踏み出せるような例会にしたいと思っています。 

また、この例会を経て会員の皆さんが、拡大活動をより一歩進められるような例会にした

いと思います。 

 

（髙山敦好） 

内容的には組織活性化委員会にも合うような内容だと思いますので、より拡大活動に焦点

を当てて、先生と一緒に組み立ててもらえればより良い物になるかと思います。 

 

（吉田嵩正） 

ありがとうございます。検討致します。 

 

（岡本大輔） 

皆さんがおっしゃられたように、的を絞るとよいのかなと思います。 

また、それに伴ってアンケートの内容も変わるのではないかと思いますので、対応をよろ

しくお願いいたします。 

 

（吉田嵩正） 

委員会メンバーと相談してより良い物にできるようにしていきたいと思います。 

 

（島田昌広） 

資料４－８の講師のプロフィールのところに「著書：力がなければ頭を使え 広商野球７

４の法則」とありますが、これは手に入るのでしょうか。 

また、読まれましたでしょうか。 

 

（吉田嵩正） 

書店で購入ができます。 

私も読んで、改めて凄い考えをお持ちの方だという感想を持ちました。 

 

（大池慎三） 

迫田氏は高校野球の監督として凄く有名な方だと思います。 
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迫田氏が監督としているからその高校に入りたいと言う人が沢山いるし、過去にもいたの

であろうと思います。 

その点については拡大活動に通ずるところがあるのではないかと思います。 

尾道青年会議所にも同じような魅力を生み出すヒントになるような例会にできれば良いの

ではないかと思い発言しました。 

 

（吉田嵩正） 

尾道青年会議所に集まって来てもらえるような魅力をどうやって出していくのかというこ

とに繋げられる例会にできないか、検討致します。 

 

（髙山敦好） 

予算に関してですが、6 万円のところがほとんど使われず余っています。 

予算立てをして予算を取っている以上、使う工夫も必要ではないかと思います。 

そのことについては考えられましたか。 

 

（吉田嵩正） 

講師の先生に講演料のお話をしたところ「私はアマチュアなので要りません」と辞退され

ました。 

何か野球関連の物を代わりにお送りできないかと考えましたが、「サイズや好みなどもあ

るから要らない」と言われました。 

それならば、何もわからない野球関連の物をお送りするよりは、記念品を用意する方が良

いと考えました。 

ここにはありませんが、控え室を有料で借りることなども検討しています。 

 

（髙山敦好） 

大先輩ですので、控え室を取れるのであれば取るなどして、丁寧な設えで行って頂ければ

と思います。 

 

（安楽城大作） 

その他、質問等無いようですので、本議案を閉じさせて頂きます。 

 

第 2 号議案 家族会 事業計画（案）予算（案）について 

（島田昌広） 

資料読み上げ（５－１，５－２） 

 

資料参考（５－４） 
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予算の説明をさせて頂きます。収支予算明細書をご覧下さい。 

事業費繰入収入が 100,000 円。 

登録料収入に関しては、正会員が 2,000 円×66 名。配偶者が 1,000 円×51 名です。 

こちらの管理は会員カードで配偶者の人数を集計しております。 

収入の分の合計が 283,000 円です。 

続いて支出の部に移ります。 

会場設営費支出が合計で 41,040 円計上しております。 

施設使用料が 14,040 円となっておりますが、4 月からマリンユースの経営者が変わるそう

です。 

大幅な金額や利用規約の変更は無いだろうということでしたが、 

4 月に入ってすぐに、金額や利用規約に変更が無いか確認を致します。 

企画演出費支出が合計で 239,928 円計上しております。 

クレープ材料一式（200 名分）の 110,000 円と、昼食備品の 43,000 円を登録料でまかなわ

せて頂く予算組みとなっております。 

資料作成費支出が 153 円。 

事業予備費支出が 1,879 円。 

合計で 283,000 円となっております。 

 

資料読み上げ（５－５、５－６、５－７、５－８，５－９） 

 

資料参照（５－１２） 

この赤い矢印に沿って、海辺へ移動して頂きます。 

駐車場を移動すると危ないだろうというのと、海を見ながら移動して貰う方が楽しんで貰

えると思い、こうしております。 

貝殻を拾って体育館に戻る際もこの矢印を帰る形になります。 

 

資料参照（５－１５） 

ご案内についてですが、参加されるご家族のお名前と年齢とアレルギーを明記して頂きま

す。 

また、添付画像を参考に、当日作成したい物の番号も書いて頂くようお願い致します。 

 

資料参照（５－１８） 

アンケートについてですが、当日ではなく、後日ご家庭で家族会を振り返りながらゆっく

りと書いて頂ければと思います。 

家族会後の合同委員会で回収したいと思いますので、委員長の皆様には取りまとめをお願

いしたいと思います。 
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慎重なる協議をお願い致します。 

 

（中島裕一朗） 

貝殻は事前に購入して用意されるのでしょうか。 

 

（島田昌広） 

事前に集めていますので、それを撒いておいて、子供達に拾って貰いたいと思います。 

また、購入も一部しようと考えています。 

当日は拾っておいた物と、購入した物を両方使いたいと思います。 

 

（中島裕一朗） 

当日は雨天や潮の満ち引きによって状況は変わると思います。 

潮がどの辺りまでくることが予想されるのかはきちんと調べておかれた方がよいかと思い

ます。 

もう一点質問ですが、昼食のクレープですが生地に卵や牛乳が使われていた場合アレルギ

ーで食べられないというお子さんもいると思います。 

そういう人のために、何か別の物も準備しておくと良いのではないかと思いました。 

 

（島田昌広） 

アレルギーには十分注意したいと思います。 

卵がだめな場合は、春巻きの生地を使用すればよいと管理栄養士の方にアドバイス頂きま

したので、それで対応したいと思います。 

アレルギーには十分配慮して、準備したいと思います。 

 

（中島裕一朗） 

マリンユースの遊具が古く、危険な状態の物があります。 

今は一部のみ使えるようになっているかと思いますが、使用禁止のところまで子供が入っ

てしまう可能性もあり危険だと思いますので、 

当日は全面的に使えないようにしておいた方が良いのではないかと思います。 

 

（島田昌広） 

委員会で話し合います。ありがとうございます。 

 

（髙山敦好） 
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おもちゃのワークショップですが、種類が沢山ありますが、全てできる時間があるのでし

ょうか。 

 

（島田昌広） 

こちらは種類は多いですが、低年齢のお子さん用のおもちゃも含めております。 

それらのおもちゃは、4 歳以上のお子さんはおそらく遊ばないのではないかと想定してい

ます。 

幅広い年齢層のお子さんに楽しんでもらえるように種類を用意しますが、全てのおもちゃ

で遊ぶことは考えておりません。 

それぞれの子供が興味を持った物で遊んでもらいたいと思います。 

 

（髙山敦好） 

それでしたら、年齢別で分けてもらう方がわかりやすいのではないかと思います。 

また、これらのゲームは勝ち負けが出るようなゲームなのでしょうか。 

悔しくて子供が泣いてしまったり、嫌な思い出になってしまうこともあるのではないかと

思います。 

 

（島田昌広） 

これらのゲームは勝ち負けがはっきりする物ばかりですが、年齢や知識が必要なわけでは

なく、運に左右されるゲームが多くあります。 

なので、何度もやってもらえれば勝ったり負けたりが起こると思いますので、楽しんでも

らえればと思います。 

 

（髙山敦好） 

資料５－８に「主体性の大切さ」についてのお話が 10 分あると言うことですが、話す人

が原田知晴さんに限定されていますが、他の人でも対応は可能なのでしょうか。 

 

（島田昌広） 

こちらは「委員会メンバーより」と言う表記に変更したいと思います。 

 

（吉田嵩正） 

貝殻やグラスを用意しておくということでしたが、範囲を絞り撒くのか、広範囲に撒くの

か、どうお考えでしょうか。 

範囲が広がるとケガ等のリスクも出てくるのかなと思います。 

また、貝殻を収集する人達もいると思いますが、撒くタイミングについてはお考えでしょ

うか。 
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（島田昌広） 

毎週拾いに行っているのですが、人が多い日もありますので、撒くタイミングは当日に早

めにいって撒きたいと思います。 

範囲についてですが、写真撮影やコロナウイルス対策等も考慮して、なるべく広い範囲で

撒きたいと思っています。 

 

（沼田剛志） 

拾った貝殻を木工用ボンドで付けるという風にありますが、作成してイベント終了までの

2 時間できちんとくっつくのか疑問があります。 

貝殻は木よりも気孔率が低く水を吸いませんので、くっつく確立が低いと思います。 

万が一、当日が雨等で湿気が高ければ乾燥時間にも影響すると思います。 

接着方法をもう少し検討した方が良いかと思います。 

 

（島田昌広） 

こちらの写真の物は実際に私が家で作成した物なのですが、乾燥した状態であれば 1 時間

半～2 時間程度で乾いたのですが、状況によっては沼田副委員長のおっしゃるとおり、乾

燥時間が変わってくるかと思います。 

例えばペーパータオルを使用するなどして、なるべく乾きやすいように配慮したいと思い

ます。 

 

（岡本正也） 

うちの子は今 3 歳なのですがマスクができません。 

体育館で密集してのワークショップになると思いますが、マスクができないこの参加は難

しいでしょうか。 

気にされる方もいらっしゃるかと思いますし、マスクが着用できないのであれば参加しな

い方が良ければ、そのように記載して頂きたいと思います。 

ご検討よろしくお願いいたします。 

 

（島田昌広） 

持ち帰って委員会で検討致します。 

 

（安楽城大作） 

その他、質問等無いようですので、本議案を閉じさせて頂きます。 

 

16. 報告依頼事項 ：（歌一行） 
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拡大研修委員会の魚谷香緒里委員より、2 月 2 日に退会届の提出がありました。 

本理事会の報告を持って受理させて頂きたいと思います。 

  

17.連絡事項 ：（加藤雄大） 

次回の上程締め切りですが、3 月 19 日（金）の 19 時までとさせて頂きます。 

また、尾道 JC のポロシャツを作成したいと思います。 

なるべく 4 月 4 日の内海委員長の事業までに間に合わせたいと思います。 

事務局の方でとりまとめしたいと思いますので、ご一任頂ければと思います。 

また、先日合同委員会で大塚製薬様から「健康社長」のプレゼンテーションがありました

が、是非ご協力頂ければと思います。 

 

18.監事講評： 

（高橋建太） 

皆様、お疲れ様です。監事講評をさせて頂きます。 

本日の理事会ですが報告審議 2 件、3 月例会審議、4 月例会、家族会の協議が上程されまし

た。 

多くの意見が出て非常に良い理事会だったと思います。 

本日のように多くの意見が出れば、より良い事業になっていくと思いますので今後も引き

続き宜しくお願いします。 

また、今後、多くの事業が展開されると思います。冒頭、理事長のお話しでもあったように、

事業は委員長一人の力ではできないものばかりです。 

多くの委員会メンバーを巻き込んで素晴らしい事業を作り上げていただければと思います。 

 

以上、簡単では御座いますが監事講評とさせていただきます。 

 

19.次回開催日の確認：（歌一行） 

 4 月 6 日（火）19:00 より 国際ホテルにて 

 

20.閉会：（歌一行） 

  

21. 点 鐘：（安楽城大作） 


