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一般社団法人 尾道青年会議所 
２０２２年度 第３回 理事予定者会議議事録 

 
日時：２０２１年１１月１８日（木）１９：００～ 
場所：尾道国際ホテル 
 
（出席者） 
今岡正英・高升純・𠮷𠮷田雄太・歌一行・高橋建太・加藤雅祟・村上康・村橋聡・大池慎三・
平岡良之・内海洋平・村上直弘・加藤雄大・半田祐喜・小西琢真・沼尾一・島田昌広・大西
貴明・中島裕一朗・髙垣悟・安保大輔 
 
（欠席者） 
安楽城大作・島田元太 
 
（遅刻）なし 
（早退）なし 
 
1. 開会：（大西貴明） 
2. 点鐘：（今岡正英） 
3. JCI クリード唱和：（平岡良之） 
4. JCI ミッション並びに JCI ビジョン唱和：（半田祐喜） 
5. JCI 宣言文朗読並びに綱領唱和：（村橋聡） 
6. 出席者の確認：（中島裕一朗） 
7. 配布資料の確認：（大西貴明） 
8. 議事録署名人並びに議事録作成者の氏名：（今岡正英） 
9. 議題の確認：（大西貴明） 
10. 理事長予定者挨拶：（今岡正英） 
皆さんこんばんは。 
本日も理事予定者会議にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。 
まずは先日行われました本年度の事業に関しまして少しお話をしたいと思います。担当さ
れた委員長の皆様、大変ご苦労を重ねての事業だったと思います。そしてそれを支えていた
だいたメンバーの皆さまがあったからこそできた事業だったなとも感じました。 
出席率の面で言いますと人数は 60 名近く出席されており、ほとんどの方が来られたという
ことで久しぶりに青年会議所らしい事業が行えたのではないかと思います。 
事業の後、その事業が成功だったのか失敗だったのかという話が今回も出ていますが、成功
か失敗だったかの判断は、例えメンバー同士の認識では成功だったと思っていても、来てい
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ただいたお客さんに不満があったのであればそれは成功とは言えないと思います。来てい
ただいたお客さんの反応が成功・失敗の判断になると思います。そういった意味では様々な
反響、感動した、ですとかそういった良い意味での反響が多く寄せられたと聞いております
ので、大成功であったと言っても良いのではないかと思います。 
次年度に向けて良い雰囲気の事業をしていただき、つないでいただけたなと思っておりま
す。改めて皆様お疲れさまでした。 
本日は青年会議所の中でよく出てくる言葉に関してお話したいと思います。よく出てくる
言葉として「青春」や「青春時代」という言葉がよく出てきます。大人になって青春ってど
うなの、と思った方もいらっしゃるかもしれません。 
青春時代と聞くと、過去の学生の頃のイメージを持つ人が多いかもしれません。もともと人
生の春という意味ですので間違いではないのですが、内面的には、心が若く、希望に満ち溢
れている状態のことを言います。心の部分だけを考えてみますと、青年会議所で活動するこ
とも「青春時代」と言えるんですね。何に貢献していこうとか、何を企画していこうとか、
期待や希望に満ちているはずです。その中で大切にしてもらいたいことがあります。それは
「自分の再定義」です。自分はどんな人間なのか、どこが強みでどこが弱みなのか、自己分
析をしてみてください。その強みを活かすこともできますし、弱みを克服していこうと心が
けることもできます。ですので改めて自分の性格がどういうものなのかというところを把
握していただいて、是非 1 年間事業に取り組んでいただければと思っております。ぜひ心
がけていただければと思いますのでよろしくお願いします。 
最後になるのですが、上程の話ですが、年によって上程のやり方は変わっていまして、読み
上げる場合もあるのですが、次年度の上程に関しては読み上げを行わずに要点を絞って上
程をしていただきますようよろしくお願いいたします。 
事前に資料の配信をしておりますので、他のメンバーの皆様は読んでこられるということ
を想定しておりますので要点を絞った鑑部分の上程、概要の部分もですが、そういったこと
を心がけて上程していただくようよろしくお願いいたします。 
以上で理事長あいさつとさせていただきます。本日もよろしくお願いいたします。 
 
１１．直前理事長予定者挨拶：（安楽城大作） 
欠席のため割愛 
 
１２．理事長予定者報告：（今岡正英） 
資料にて確認 
 
１３．委員会報告： 
【６５周年特別室】（𠮷𠮷田雄太） 
「６５周年実行特別委員会」（加藤雅祟） 
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記載漏れがございます。11 月 5 日大漁物産さん、11 月 10 日製鐵原料さんで行っておりま
す。新年例会について色々と進めております。 
 
「総務広報委員会」（村橋聡） 
記載のとおりです。次回委員会は明日 19 日に行います。 
本日協議案件が 5件、審議案件が 1 件あります。よろしくお願いします。 
 
【地域創造室】（歌一行） 
「共創まちづくり委員会」（平岡良之） 
記載のとおりです。2月例会に向けて話を進めております。 
 
「まちの未来創造委員会」（村上直弘） 
記載のとおりです。ブロックアカデミーについて話をしています。 
 
【人財育成室】（高橋建太） 
「青少年育成委員会」（半田祐喜） 
記載のとおりです。次回委員会は 11 月 24 日を予定しております。 
 
「会員拡大委員会」（沼尾一） 
記載のとおりです。次回委員会は未定ですが近日行う予定です。 
 
１４．審議事項：（大西貴明） 
第１号議案 一般社団法人尾道青年会議所 ２０２２年度 委員会構成図（案）に関する件 
（今岡正英） 
まずは委員会構成図を御覧ください。（資料１－１） 
前回からまた変更になり、まちの未来創造委員会の幹事で入会予定でした山本さんですが
直前に入会できないという話になってしまいました。よってこちら幹事不在となってしま
うのですがこの組織図の通りで行きたいと思います。 
その他には変更はございません。こちらの議案に付きましてご意見・ご質問等ある方はよろ
しくお願いいたします。 
 
無いようですので採決に移ります。こちら人事案件ですので賛成の方は拍手にてお願いい
たします。 
 
*全会一致で審議可決 
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第２号議案 一般社団法人尾道青年会議所 ２０２２年度 委員会事業計画（案） 
      並びに予算（案）に関する件 
（今岡正英） 
こちらは前回皆様から上程いただいた内容と変更はございませんので全体をまとめてご意
見・ご質問等ある方は挙手にてお願いいたします。 
 
無いようですので採決に移ります。賛成の方は挙手をお願いいたします。 
 
*全会一致で審議可決 
 
第３号議案 一般社団法人尾道青年会議所 ２０２２年度 一般収支予算（案）に関する件 
（大西貴明） 
【資料説明】（資料３－１、３－２） 
前回会議での意見とその対応まで飛びまして、ご意見として社会保険料の欄で雇用保険料
と介護保険料の適応ということで 16％から 17％に見直しを行いました。こちらはまた管理
費明細を見てご説明をさせていただきます。 
本日持ち込ませていただいた３－３と３－４、３－６に関しましては持ち込んだ資料にて
ご説明をさせていただきます。修正と、変更があった箇所、前回より詳しくご説明させてい
ただきます。 
一般収支予算内訳表（案）に関しまして会費収入が次年度 63 名のスタートということで 63
名と特別会員が 24 名、OB 会員が 329 名のスタートということでこちら予算に入れさせて
いただいております。 
続きまして管理費支出、こちら管理費明細を見ていただきたいのですが、修正の箇所ですが
項目で言う会議費、こちら次年度の室合同委員会の金額を勘違いして記載しておりました
ので資料の通り修正しました。下に行っていただき社会保険を 17％に適応させていただい
ております。変更があった箇所は雑費の部分で新聞図書費とありまして、尾道新聞の購読費
が入っていなかったのですがこちらを来年から購読するということで入れさせていただい
ております。これらが変更となっておりまして、総額 6,404,480円となります。先程の予算
内訳表に戻っていただき、2. (2)が管理費明細の金額を記載してあります。 
負担金支出に関しまして変更は有りませんが JCI 負担金、日本 JC等それぞれ会費がありま
すがこちらは 63 名分の支出ということでそれぞれ入力をしております。 
まだ本会からはこれで決定という話は降りてきていませんが例年通りの数字を入れさせて
いただいております。 
次期繰越終始差額に関しまして数字が変更になり、最終的には 2,321,009 円のマイナスとな
っております。以上、変更と修正についてご説明させていただきました。よろしくお願いい
たします。 
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（今岡正英） 
ありがとうございます。こちらの議案に関しましてご意見・質問等ある方は挙手にてお願い
いたします。 
 
（加藤雄大） 
表記に関しての意見ですが 2021 年度段階で今の予算を計上し、年明けにもう 1度上程が上
がり、それが 2 月の総会に回るのだと思いますが、先程の JCI 負担金やメンバーの増減な
どによって数字が変わると思いますが、是非 2021 年度段階の数字と 2022 年度に入ってか
らの数字の差異を表記していただけると何が変わったのかわかりやすいと思いますし、メ
ンバーも興味を持ちやすいと思いますのでご検討いただければと思います。 
 
（大西貴明） 
2 月の総会のときのお話かなと思いますが正確な数字が出て、差異が分かりましたら記載し
て上程するようにいたします。ありがとうございます。 
 
（今岡正英） 
その他意見質問等ございますでしょうか。 
無いようですので採決に移ります。賛成の方は挙手にてお願いいたします。 
 
※全会一致で審議可決 
 
第４号議案 一般社団法人尾道青年会議所 ２０２２年度 諸会議年間スケジュール（案） 
      に関する件 
（今岡正英） 
以前のものから変更はございません。（資料４－１） 
ご確認いただきましてご意見・ご質問のある方は挙手にてお願いいたします。 
 
無いようですので採決に移ります。賛成の方は挙手にてお願いいたします。 
 
※全会一致で審議可決。 
 
第５号議案 ２０２２年度 一般社団法人尾道青年会議所 特別会員への入会（案）に関す

る件 
（大西貴明） 
資料説明（資料５－１、５－２） 
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事業目的を見ていただきまして、本年度卒業される 8 名の方々に関しまして特別会員の入
会をしていただくための議案となっております。内容はご一読下さい。 
 
（今岡正英） 
こちらの議案に関しましてご意見・ご質問等ある方は挙手にてお願いいたします。 
無いようですので採決に移ります。賛成の方は挙手にてお願いいたします。 
 
※全会一致で審議可決。 
 
第６号議案 例会・総会の設営及び運営【１月例会開始時間の変更】事業計画（案）に関す

る件 
（村橋聡） 
【資料説明】（資料６－１、６－２） 
例年通りとなっております。通常 19時からスタートする例会を新年例会があるということ
で 18 時よりスタートさせていただくという内容になっております。慎重な審議をお願いい
たします。 
 
（今岡正英） 
𠮷𠮷田実行委員長、何か補足はございますか。 
 
（𠮷𠮷田雄太） 
ございません。 
 
（今岡正英） 
それではこちらの議案に関しましてご意見・ご質問のある方は挙手にてお願いいたします。 
 
無いようですので採決に移ります。賛成の方は挙手にてお願いいたします。 
 
※全会一致で審議可決。 
 
第７号議案 新年例会 事業計画（案）に関する件 
（今岡正英） 
こちらの議案につきましては協議事項の 5 号議案と関連しますのでそちらも合わせて上程
をよろしくお願いいたします。 
 
（加藤雅祟） 
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新年例会に関する上程を審議・協議させていただきます。 
まずは審議の方から参ります。 
 
【資料説明】（資料７－１、７－２） 
こちらは OB 会員、特別会員の皆様により多く出ていただくために案内書を早めに送って
おりますのでそちらに関する上程となります。12 月 6 日の新旧理事会の追認を受けまして
翌日に案内文を送付したいと考えております。 
(10)の他委員会への依頼事項等ですがより多くの OB の方々にご出席いただきたいので関
係のあります方はお会いされた際や連絡されることが有りましたらぜひ一言お声がけをお
願いいたします。 
 
すみません、審議ですが誤字が有りましたので訂正させて下さい。案内文に関しまして敬具
と中央辺りに書いてあるのですがその上の少し左の「御おい申し上げます」とありますが
「御願い申し上げます」の間違いですので訂正させて下さい。よろしくお願いいたします。
（資料７－３、７－４） 
審議につきましては以上です。 
 
続きまして協議事項に参ります。 
【資料説明】（資料１２－１，１２－２、１２－３） 
まずこの例会に関してですが一番大きなところは宴会がございません。今年と同様にコロ
ナウイルスが収束をしては来ましたが大人数を集めて宴会を行うのは厳しいだろうという
ことでそこから組み立てを始めております。ですので今年のように非常にシンプルな設え
となっております。 
 
まずは予算の説明をさせて下さい。 
事業の繰入収入として 150,000円、予備費の正会員 2,178円が 63名と特別会員の皆様 2,000
円が 24 名で合計 335,214円の予算をいただく予定ということになっております。 
支出に関してですが、まず設営に関してです。例年同様に看板や装花は作成いたします。ま
たスクリーンも 2つ借りる予定となっております。OB の皆さまや現役の皆さまが呼び資料
を見やすい環境を整えたいということで 2つを予定しています。 
次にテーブルクロスに関してですが通常の例会では布製ではないもので無料で借りること
ができるのですが今年の卒業例会に合わせたほうが良いだろうということで布製のクロス
を使う予定にしています。会場費用も 193,600 円かかります。 
その下の新入会員紹介パンフレットに関しても作成を予定しております。資料１２－２２
に添付してありますがこういった形で新入会員の簡単な経歴と一言いただきまして、OB の
机にのみ置く予定です。理由としましては宴会が有りませんので新入会員の方の交流が
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中々新年例会ではできませんが是非新しく入った方を知っていただきたいので、挨拶を新
入会員がしている時にその人がどういった人なのかと言うのを知ってもらいたいという思
いで作成させて頂く予定です。 
その下の企画演出費に関してですが、新入会員ののぼりを作成します。資料１２－１８に今
年ののぼりのレイアウトを載せております。顔、名前と委員会名、バックは手帳と同じ設え
となっておりますがこちらはもちろん来年度のデザインとなります。 
委員会紹介旗に関しましては資料１２－１９をご確認下さい。「守破離」のロゴと背景を利
用し、それぞれの委員会の旗を作成したいと考えております。 
謝礼品、映像作成指導費として 11,000 円計上しておりますが、こちら冒頭のムービーを岡
田健吾先輩に指導していただきながら創ることにしております。本来であれば謝礼金をお
支払いしたいのですが頑なにお金はいらないと今年の新年例会同様に言われていらっしゃ
るのでお礼の品を直接持っていきたいと考えております。 
その下の OB にお出しするお茶に関しましては資料１２－２０の備品一覧に掲載しており
ます。先程の布クロスもこちらに載っていますがお茶に加えてマスク入れも国際ホテルさ
んが無料でご用意してくださるとのことです。その他お金がかからない備品もこちらに載
せておりますのでご確認いただき当日のイメージを固めていただければと思います。（資料
１２－４、１２－５） 
 
続いて概要の方を御覧ください。 
資料説明（資料１２－６、１２－７） 
OB の紹介は一人ずつ行っていただきたいと思います。中には「あけましておめでとうござ
います」という挨拶をされる方もいらっしゃるかと思いますが、全員こんばんはで統一して
下さい。（4. OB 紹介・シニアクラブ会長挨拶） 
 
委員会および理事紹介ですが、こちらでちょっとした工夫として委員会メンバーの名前と
顔が写っている写真をスクリーンに上映します。委員会のときで構いませんのでできる限
り出席率のいいタイミングで各委員会の皆様には写真を撮っていただきたいと思っていま
す。資料１２－１３にイメージを載せておりますので、そこまでカチッとしたものである必
要は有りませんのでよろしくお願いいたします。（5. 委員会及び理事紹介） 
 
その後今年は卒業予定者を紹介したいと思っています。理由としましては OB の方が自分
と関係のある方が卒業というのを把握していないことも今まであったため、それを認識し
ていただくため卒業生の皆さんにご登壇いただき、代表として歴の長い安楽城直前理事長
から一言挨拶を頂いて予定者の紹介をしたいと思います。（6. 卒業生紹介） 
 
最後にコロナウイルス対策に関してですが、検温器が 1 台しか国際ホテルにはありません
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ので別で用意をし、手首にて検温を行います。③に関しましては国際ホテルさんから注意し
たほうが良いとご指摘いただきました。20 時で終了できるようなスケジュールで計画して
おります。他にやったほうが良いというものが有りましたら後ほどご意見下さい。（*コロナ
ウイルス対策について） 
 
続きまして資料１２－１０～１２－１６までが動線図となっているのでご確認いただきた
いのですが資料中に「動線図」という文言がなかったので次回は入れてまいります。（資料
１２－１０～１２－１６） 
 
訂正としましては先程と同様の案内書の敬具の上部の「御おい申し上げます」が「お願い申
し上げます」に訂正となりますのでよろしくお願いいたします。（資料１２－２１） 
 
最後となるのですが、他委員会への依頼事項としまして先程も申したとおり挨拶であると
かコートのスムーズな受け取りであるとか開場から開会までの間での積極的な交流である
など非常に良いと OB の方々から評価いただきましたので次年度も同様にお願いできれば
と思います。非常におめでたい会で本来は宴会があってお酒を飲んで来られる方も沢山お
られると思うのですが今年は宴会が無いということで設営の方がお酒を飲む時間がないの
に他方ではお酒を飲んでいるという状況を不快に思われる方もいらっしゃるかと思います
のでこの１時間だけはお酒はなしで来ていただければと思います。以上となります。 
 
（今岡正英） 
𠮷𠮷田実行委員長、何か補足はございますか。 
 
（𠮷𠮷田雄太） 
ございません。 
 
（今岡正英） 
それではこちらの議案に関しましてご意見・ご質問のある方は挙手にてお願いいたします。 
 
（内海洋平） 
事業目的の中に「覚悟をお見せする」とありますがその思いを教えて下さい。 
 
（加藤雅祟） 
テーマに込めた思いと通ずるのではないかと思うのですが、ここで言う「Here Comes The 
Sun」は新年例会を通じて俺たちが太陽を昇らせてやるという意図ではなく、来年は尾道 JC
がコロナが治まり思い切り活動して良い１年になるであろうと、その未来を感じてほしい
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という意図でつけました。覚悟というのは私だけではなく会全体としてきっとやってくれ
るだろうという雰囲気を受けてほしいと思っております。 
 
（内海洋平） 
お出迎えや挨拶など皆さんでやっていければと思います。ありがとうございます。 
 
（加藤雄大） 
意見と質問があります。まず意見からですが、審議のご案内に関して登録料の記載が０円と
ありますがなしのほうが良いのではないかと思いますので「登録料はございません」などの
記載にしたほうが良いのではないかと思いますのでご一考下さい。 
続きまして名刺交換に関しまして OB の方が来る時間がまちまちなのでこういった設えに
しているのであろうとは思うのですが、OB の方との交流の機会というのはもう少し内容を
ブラッシュアップしてもらえればと思います。 
ここまでが意見で次が質問なのですが、レイアウトの所で OB の方々の席次は設けるつも
りでしょうか？ 
 
（加藤雅祟） 
まず登録料に関しましては０円としたほうが持って来ない方が増えると思ったので記載し
ましたが加藤副委員長のご意見の方がしっくり来ましたので変更しようと思います。 
次に OB との交流に関してですが、名刺交換は仰るとおりで宴会がない新年例会を組み立
てる際に参考したのが本年度のものだったわけですが、やはり OB の方々との交流が難し
かったなと感じましたので、なるべくOB の方々との交流をと考えてはいました。しかし食
事・お酒がないとゲームや別の交流のスタイルというのを中々イメージができなかったた
めこの形に落ち着かせています。ただそんな中でも新入会員を OB の席に近い部分に配置
するなど工夫は可能かと思いますのでもう少しイメージを膨らませていこうと思います。 
次に質問で上がりました OB の席次に関してですが事務局が案内を出して管理するので席
次表は事務局に一任したいと思います。ただし OB の方へのアテンドができるように事前
に担当を決めるなどして連携していきたいと思っています。 
 
（大西貴明） 
先程の席を決められるのかという事ですが本年度とても良い席次を作っていただいており
ますのでそれを参考に作成したいと考えています。 
 
（村上直弘） 
委員会紹介の写真ですがどうしても出てこないメンバーに関して写真はどのようにするべ
きでしょうか？ 
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（加藤雅祟） 
資料１２－２３の上部に集合写真に来れなかった人たちの顔を乗せることはできるが少し
違和感があるように感じています。委員会紹介の旗に名前は乗せるようにしますのでそち
らでメンバーのアピールは可能かなと思います。写真をどうするかは一度持ち帰って考え
させて下さい。 
 
（沼尾一） 
去年私が下で OB の方の案内、検温の担当をしていたので検討していただければと思うの
ですが、寒い中の検温となるため検温器の表示が Lo となってしまいました。なので国際ホ
テルの検温器を使ったほうが良いと思います。またマスクなどで OB の方々の顔がわかり
にくいこともありますので人員配置は検討していただいたほうが良いかと思います。 
 
（加藤雅祟） 
取り入れて委員会で検討したいと思います。 
 
（半田祐喜） 
審議事項のメールの内容に関して赤字で緊急事態宣言の発令下では中止とありますが判断
は OB の先輩方各自がするのでしょうか。それとも会として何かしら出すのでしょうか？ 
 
（加藤雅崇） 
今年の状況を見るに早めに国からどの程度の長さやるかという案内は出ていましたのでそ
ちらの考えが抜けておりました。この場で決めさせていただきます。緊急事態宣言が出てい
れば中止、その判断は１週間前に会として行い、連絡も会から行うようにします。 
 
（島田昌広） 
卒業予定者の紹介のスライドがありますが写真の撮影・選定はそちらでやられるのでしょ
うか？またコメントに関しては卒業の挨拶と言うにはまだ時期が早いと思いますが想定し
ている内容が有りましたらご説明下さい。 
 
（加藤雅崇） 
写真はご自身が使ってほしいという希望もあるかと思いますので卒業予定者に確認をする
予定です。コメントに関しましては基本的に何を考えていただいても良いのですが、OB・
現役の方の前に出るものなのでそこは意識していただいて、JC 活動を通じて残りの１年へ
の思いをコメントに書いてもらおうと考えております。 
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（内海洋平） 
オープニングムービーに関しては岡田先輩と一緒に作成しているのだと思いますがどのよ
うな内容・イメージを予定しているでしょうか？ 
 
（加藤雅崇） 
動画の前半は６５周年への過去の活動への感謝を、後半は今岡理事長に焦点をあて、それを
見ることでスムーズに挨拶に入れるようにしたいと思っています。「守破離」は一般的な言
葉ではないと思いますのでそのイメージを掴んだ上で理事長の挨拶を聞けるような演出を
したいと思っています。 
 
（加藤雄大） 
出入り口に整列して挨拶をするとか、担当決めをして OB の方へのアテンドをするとか事
前に各メンバーに情報を共有しておいたほうが良いものもあると思いますので、どのよう
にするか委員会メンバーと考えてみて下さい。 
 
（加藤雅崇） 
OB の方々が来られますので全員で作っていかないと行けないと思っています。会として一
体感を持ってやりたいと思っていますので事前にメール等でお伝えし、動線図なども利用
し、現役メンバーがイメージを共有できるようにしたいと思います。 
 
（加藤雅崇） 
すみません、資料に訂正が有りました。 
１２－２０の追加備品に装花がありますが０円となってしまっています。こちら 22,000円
となっております。次に委員会紹介の室名が間違っています。「65 周年特別実行委員会」が
正式名称となりますのでこちらも訂正して参ります。 
 
（今岡正英） 
その他質問等あるでしょうか。 
 
無いようですので最後に補足をさせて下さい。審議事項の案内文のところですが参考資料
としております。今コロナの状況で二転三転するということもありますので文言につきま
しては変更の可能性もあるということも含めまして参考資料としておりますのでご理解よ
ろしくお願いいたします。 
 
それでは審議事項の件の採決に移ります。賛成の方は挙手をお願いいたします。 
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※満場一致で審議可決 
 
協議事項につきましては来月まで揉んでいただければと思いますのでよろしくお願いいた
します。 
 
第８号議案 その他 
削除。 
 
１５．協議事項：（今岡正英） 
第１号議案 活動記録の整理・保存及び広報活動の実践【情報通信技術（ICT）を活用】 
      事業計画（案）予算（案）について 
（村橋聡） 
【資料説明】（資料８－１、８－２） 
予算に関しまして例年と違う部分はアジェンダシステムを導入するという所で 110,000 円
をつけさせていただいております。 
事業内容に関しましてはホームページ、Facebook は例年通りですが今年から Twitter、
Instagram も利用し始めているので来年も継続を予定しています。 
ホームページに関してですが近年スマートフォンでの閲覧者が増えてきているので合わせ
て変更しようと思います。パソコンは横、スマートフォンは縦型ですので利用する写真に関
しましても横長の物ばかりではなく正方形型のものなどを使っていきたいと思っています。 
 
予算につきましてはご覧いただいて、アジェンダシステムに付いて説明させていただきた
いと思います。こちら株式会社アップテラスさんがやっているものなんですが何をするか
よくわからないと思いますので資料としてメリットとデメリットも載せさせていただいて
おります。基本的には事務局の作業軽減、出向した際に同じシステムを使っているのでやり
やすいというのがあります。また差し替えを瞬時に行える、議案ごとのアップロードなので
議案書ができ次第別々に順次閲覧可能です。ですので今までは全ての議案が出るまで資料
を見ることができない、差し替えがあると全て変える必要があり配信が遅くなるという状
態でしたのでそれを解消できるようになります。参考資料などはリンクで飛ぶのでスクロ
ールの必要がないですし、個別に IDやパスワードをかけられるので資料が外に出ていくの
を防ぐことができます。今年のアジェンダURLも載せておりますのでご確認下さい。 
忌憚のないご意見をお待ちしております。（資料８－１１～８－１４） 
 
（今岡正英） 
𠮷𠮷田実行委員長、何か補足はございますか。 
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（𠮷𠮷田雄太） 
ございません。 
 
（今岡正英） 
それではこちらの議案に関しましてご意見・ご質問のある方は挙手にてお願いいたします。 
 
（平岡良之） 
アジェンダシステムについて質問させて下さい。今後のテストスケジュール等決まってい
たら教えて下さい。 
 
（村橋聡） 
予算組の段階では 9 月から 4 ヶ月間を予定していましたが実はお試しのデモ版がありまし
て、3 ヶ月無料で使えるのでそれを手前に付けて６，７，８、これを今年度で使って、例え
ば理事会をやってみるなどの形で使っていきたいと思っています。 
 
（村上直弘） 
HPの改装をするとのことですが Twitterとの連動がされていないように見受けられるので
そちらもご検討をよろしくお願いします。 
 
（村橋聡） 
そのように進めさせていただきます。 
 
（村上直弘） 
アジェンダシステムに関して、ブロックアカデミーの件で覗いているんですがタイトルが
全てローマ字になっているため読みにくいと感じています。何かしらの対策は可能でしょ
うか？ 
 
（村橋聡） 
ブロック協議会では規則が決まっているのでそこはつつけないですが中の細々とした資料
はなんとかできるかもしれないのでメーカーに確認します。 
 
（内海洋平） 
アジェンダシステムは大賛成ですが、実際に使用してみてどう感じられたかを教えて下さ
い。 
 
（村橋聡） 
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私は先にブロックに行ったので尾道の LOM の議案をみていませんでした。今尾道の資料
を見てみてやはり見づらいなと感じますし資料の差し替えが会ってギリギリまで議案が見
れないということも有りました。アジェンダシステムを利用すると議案と向き合う時間が
増えるのでそこが良いと思います。 
 
（小西琢真） 
お試し期間中の上程は通常の上程とアジェンダの両方を使っていく予定でしょうか。 
 
（村橋聡） 
事務局と話し合いながら進めていこうと思います。 
 
（小西琢真） 
上程書のフォーマットはどうなっているでしょうか？ 
 
（村橋聡） 
議案自体は Word、Excel で作っていただき html 化してアップするという形式になります。
基本的には簡単にできますが研修は必要であると考えています。 
 
（島田昌広） 
個別に ID とパスワードが割り当てられるとのことですが変更は定期的に行われるのでし
ょうか？ 
 
（村橋聡） 
イメージとしましては各個人が ID とパスワードを持つ形になり、管理は各個人でやってい
ただくことになります。最初は事務局が設定し皆さんにお伝えすることになります。 
 
（半田祐喜） 
JC ライフの電子化の記載がありますがスケジュールはどうなっているでしょうか？ 
 
（村橋聡） 
実際のところ現役メンバーは電子版を配信していたんですが今年は紙で配るという形にな
っています。古株の OB の方々は紙で読みたいという方もいらっしゃいますのでひとまず
現役メンバーだけは電子でと考えています。 
 
（加藤雄大） 
予算に関してですがホームページの写真が最近古い事業が多く変わっていないと思うので
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すが、差し替えるのに費用がかかるでしょうか。 
 
（村橋聡） 
村上先輩には確認していますが写真の変更は費用無しでできるという風に聞いております
ので来年は今年度の事業の写真に差し替えたいと思っています。 
 
第２号議案 活動記録の整理・保存及び広報活動【JC ライフ発行】の実践 事業計画（案）

について 
（村橋聡） 
資料説明（資料９－１、９－２） 
基本的にはこの議案は本年度とは変わっていませんが卒業生スピーチが全員で 13名ありま
すのでそのあたりの掲載方法は悩んでいる所です。全部が載らないという可能性もあるの
で委員会で話し合っていこうと思っております。以上です。 
 
（今岡正英） 
𠮷𠮷田実行委員長、何か補足はございますか。 
 
（𠮷𠮷田雄太） 
ございません。 
 
（今岡正英） 
それではこちらの議案に関しましてご意見・ご質問のある方は挙手にてお願いいたします。 
 
（村上直弘） 
JC ライフの閲覧方法ですが HP、Facebook は例年通りと書いてありますが Twitter を活用
することは考えていらっしゃるでしょうか。 
 
（村橋聡） 
それをすることで効果が期待できそうであれば活用していこうと思います。 
 
第３号議案 全般的な庶務の遂行【会員手帳の作成】事業計画（案）について 
（村橋聡） 
資料説明（資料１０－１、１０－２） 
内容につきましては皆さん JC手帳をお持ちですので新たに何か説明するということはござ
いませんが、すでに情報に変更があるかどうかの確認を始めさせていただいております。現
在 7,8 割方完成している状況までは来ております。今回は定款も含めて一字一句全部見直し
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を行って間違っているところを徹底的に治していきできる限りミスのない完璧な手帳を目
指しておりますのでよろしくお願いいたします。 
 
（今岡正英） 
𠮷𠮷田実行委員長、何か補足はございますか。 
 
（𠮷𠮷田雄太） 
ございません。 
 
（今岡正英） 
それではこちらの議案に関しましてご意見・ご質問のある方は挙手にてお願いいたします。 
 
無いようですのでこちらの議案に関しては閉じさせていただきます。 
 
第４号議案 全般的な庶務の遂行【各種表彰】事業計画（案）予算（案）について 
（村橋聡） 
資料説明（資料１１－１、１１－２） 
例年と違うところですが本年度は 9 年ぶりにブロック会長が排出される LOM となりまし
たので例年と異なり 3名を代表として表彰を行いたいと思っています。 
 
（今岡正英） 
𠮷𠮷田実行委員長、何か補足はございますか。 
 
（𠮷𠮷田雄太） 
ございません。 
 
（今岡正英） 
それではこちらの議案に関しましてご意見・ご質問のある方は挙手にてお願いいたします。 
 
（加藤雄大） 
細かい話にはなってしまうのですが、特に案内文がついていないのですが 1 月例会の中で
表彰を行うと思うのですが事前のリハーサルが必要になると思いますのでそういった方々
に対して事前のアナウンスはしたほうが良いと思いますのでよろしくお願いいたします。 
 
（村橋聡） 
事前にきちんと周知できるようにしていきます。 
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（小西琢真） 
私が本年度やった際に遅れてこられる方がいらっしゃり、表彰する時にいらっしゃらない
という可能性も有り得なくはないので当日 1 時間前などに連絡などするようにしたほうが
良いと思います。 
 
（村橋聡） 
リハーサルギリギリになるまでいらっしゃらない方がいらっしゃるというのは認識してお
りましたので、資料をしっかり準備して遅れてこられても動きがわかるような設えにして
いこうと思います。例会に来られていないというのは困るので事前連絡をしっかりとする
ようにしていきます。 
 
（沼尾一） 
感謝状に関してですが役職名の途中での改行等違和感があるように感じますのでご検討い
ただいた方が良いかもしれません。 
 
（村橋聡） 
検討します。 
 
（島田昌広） 
記念品に関してですが刻印の内容はどのように考えられていますか。 
 
（村橋聡） 
明日の委員会の中で話し合う予定にしていますが JCから貰ったものであるとわかるような
こととお名前を刻印というのを考えています。 
 
第５号議案 新年例会 事業計画（案）予算（案）について 
審議案件第 7号議案と共に協議済み 
 
第６号議案 その他 
削除 
 
１６．報告依頼事項：（大西貴明） 
特になし。 
 
１７．連絡事項：（中島裕一朗） 
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事務局より 2点連絡をさせていただきます。 
① 次の理事予定者会の上程締切は 12 月 2日となっております。 
② 次の理事予定者会議は 12月 17日となっておりますがその前に 12月 6 日新旧理事会が

ありますのでオブザーバーとして出席をしていただければと思います。 
 
１８．監事予定者講評 
（高升純） 
失礼します。 
今日は一点ずつ私が思ったことをお話させていただければと思います。 
まずは加藤副実行委員長の新年例会に関してですが、私資料を事前に拝見しまして、何をや
るために、これをやるという文言が全て書かれていて見て非常にわかりやすいと率直に感
じましたので今日出た協議の内容を委員会に持ち帰り細部まで話していただければ非常に
いいものになるのではないかと思いました。 
次に村橋委員長の ICT の上程で思ったことですがアジェンダシステムの導入という新しい
ことをされるという素晴らしいことだと思いますので良さを是非伝えていただければ便利
なものになるのではないかと思いますので引き続きしっかり揉んでいただければと思いま
す。 
後 Facebook、Instagram、Twitter の件が出ていますがこちらにいらっしゃる方の中でやっ
ていないという方もいらっしゃるのではないかと思いますのでそういった方々はまず自ら
登録して拡散させる、「いいね」を押す等拡散を足元から進めて行っていただければと思い
ます。 
最後になりますが委員会の構成図や事業計画のことがあると思うんですがここで決まった
ことは委員会に持ち帰って報告していただきたいと思います。今日決まったことに関して
委員会メンバーは実質知らないという状況ですのでどんな話をしてどんなことが決まった
というのをメンバーに報告して巻き込んで行っていただければと思います。小川卒業予定
者は理事会が終了したら全委員会の決定を全て報告していましたので参考にしたらどうか
と思いました。監事講評は以上となります。お疲れさまでした。 
 
１９．次回開催日の確認：（大西貴明） 
１２月 ６日（月）１９：００より。新旧理事会。尾道国際ホテルにて。 
１２月１７日（金）１９：００より。尾道国際ホテルにて。 
 
２０．閉会：（大西貴明） 
 
２１．点鐘：（今岡正英） 
 



第３回理事予定者会議 議事録 

20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議 長  今 岡  正 英 印 
 

署名人  島 田  元 太 印 
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