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次 第 

１．開   会 

２．点   鐘 

３．JCIクリード唱和 

４．JCIミッション並びにJCIビジョン唱和 

５．JC宣言文朗読並びに綱領唱和 

６．出席者の確認 

７．配布資料の確認 

８．議事録署名人並びに議事録作成者の指名 

９．議題の確認 

１０．理事長挨拶 

１１．直前理事長挨拶 

１２．理事長報告 

１３．委員会報告 

１４．審議事項 

１５．協議事項 

１６．報告依頼事項 

１７．連絡事項 

１８．監事講評 

１９. 次回開催日の確認 

２０．点   鐘 

２１．閉   会 



「１月例会・新年例会 代替案」 

□各コンテンツを伝える手法

①ZOOM を用いた、リアルタイムと事前収録を織り交ぜた形での発信

②OB にも発信力がある JC ライフの 2 月号を利用した発信

③ダウンロード可能なデータと HP を利用した形での発信

の 3 つの形を用いる。 

～1 月例会～ 

・「バッジ授与式」「2021 年度理事長表彰、監事表彰」「例会皆出席表彰」「出向者表彰」 

→事前に動画を作成し、ZOOM 配信にて発信する。

～新年例会～ 

・「理事長挨拶」 

→リアルタイムの理事長挨拶を ZOOM 配信で発信。

現役メンバーにリアルタイムで理事長の挨拶を聞いていただき、理事長の想いを共有す

る。 

・「新入会員紹介」 

→ZOOM 配信で動画を発信し、JC ライフ 2 月号、3 月号でも紹介。

・「理事委員会紹介」 

→ZOOM 配信のエンドロールとＪＣライフで順次紹介。

・「卒業生紹介」→ＪＣライフ 2 月号（新年例会特集号）に掲載。 

□ZOOM 配信について

・日程：1 月 28 日 19:00~（18:50 より入室可能）

・時間：約 20 分

・内容：1 月例会と新年例会の核の部分をパッケージにし、手短に簡潔に実施。

コロナ感染のリスクを極力抑え、見る側にも負担にならず、 

集中して見て頂けるように設える。 

1.オープニングムービー（3 分）

2.今岡理事長挨拶（リアルタイム配信）（10 分）

リアルタイム配信で挨拶して頂く。
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3.バッヂ授与式・各種表彰（動画配信）（3 分）

事前に撮影し、編集。各種表彰は代表者とテロップを使い行う。 

4.新入会員紹介（動画配信）（3 分）

事前に撮影し、編集。1 人 30 秒程度の挨拶をいただく。 

6.エンドロール（1 分）

委員会紹介を画像と文字を使い実施。 

□ダウンロードデータと HP について

・ダウンロードデータについて

→OB 会員、当日 ZOOM 配信を視聴できなかった現役会員には、1 月 31 日に ZOOM 配

信の映像をダウンロードできる環境を整え発信する。 

・HP と SNS 活用について

→2022 年度の活動方針を決定する「今岡理事長挨拶」については尾道青年会議所 HP、各

SNS に掲載し、リアル開催よりも多くの人に見てもらえるような環境作りを行う。 

□JC ライフ 2 月号について

・2 月号は特別に、新年例会特集を行っていただき、

「今岡理事長挨拶（QR コードで HP の挨拶動画へ誘導）」「新入会員紹介（3 月号にもよ

り詳しい内容を記載）」「卒業予定者紹介」を掲載し、新年例会で行いたかった内容を発信

する。 
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理事長挨拶配信イメージ（参考資料） 

時刻 画面 内容 

18:50:00 入室待ち 

18:59:57 

18:59:58 

18:59:59 

19:00:00 

オープニング動画

（新年例会で使う予定だったものを少

し変更して流す） 

LIVE 

配信開始まで 

しばらくお待ちください。 
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19:03:10 

今岡理事長挨拶（生配信） 

テロップ左上

「LIVE」 

今岡理事長挨拶（生配信） 

テロップ左上

「LIVE」 

中央下側 

「第 66 代理事長 今岡正英」 

今岡理事長挨拶（生配信） 

テロップ左上

「LIVE」 

カメラ３台程度で広角狭角の切替

19:11:40 理事長バッチ授与 

19:11:45 2021 年度安楽城理事長より、2022 年

度今岡理事長へ理事長バッチを授与 

2021 年度加度直前理事長より、2022

年度安楽城直前理事長へ直前理事長バ

ッチを授与 

（「感染症対策を十分行ったうえで収

録しています」のテロップの挿入） 

第 66 代理事長  

今岡  正英  

LIVE 

LIVE 

LIVE 
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19:12:30 監事バッチ授与 

19:12:35 今岡理事長より、2022 年度島田監事 

へバッチを授与 

今岡理事長より、2022 年度高升監事 

へバッチを授与 

19:13:15 2021 年度理事長表彰 

19:13:20 今岡理事長が安楽城直前理事長を表彰 

19:14:00 2021 年度監事表彰 
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19:14:05 監事任期満了者表彰 

今岡理事長が高橋監事を表彰 

19:14:40 満期退会者代表表彰 

19:14:45 代表として加度先輩を表彰 

テロップで 満期退会者のみなさま

池田知和先輩、大前慶倫先輩、小川直

紀先輩、加度亮平先輩、髙山敦好先輩、

政成啓行先輩、溝口佳矢先輩、美ノ上

仁孝先輩 

19:15:30 卒業記念品紹介 

「今年度の卒業記念品は職人が一つ一

つ手染めした靴ベラキーホルダーに卒

業生のお名前とメッセージを刻印した

ものを贈呈いたしました。」 

加度先輩に開けていただいて中を撮影 

19:15:45 例会皆出席者表彰 

24 名の名前をテロップで表示 

安保、安楽城、今岡、歌、内海、大池、

大西、大前、大本、岡本大、加度、加

藤雅、加藤雄、小林、島田元、島田昌、

高升、髙山、中島、半田、森川、山本

恭、吉田嵩、𠮷田雄（敬称略） 
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19:15:50 出向者代表表彰 

小林運営専務 

19:15:55 出向者表彰 

出向者名はテロップで紹介 

中国地区協議会 

広島ブロック担当 副会長 加度 亮平 

財政審査会議 委員 政成 啓行 

広島ブロック協議会 

会長 加度 亮平 

運営専務 小林 暢玄 

事務局長 大西 貴明 

財政局長 政成 啓行 

会長幹事長 平岡 良之 

会長幹事 中司 昌克 

会長幹事 沼尾 一 

会長幹事 亀田 康寿 

夢  委員会 委員 内海 洋平 

石岡 由光 

高垣 裕吉 

希望委員会 委員 島田 昌広 

岡本 大輔 

松本 裕太 

憧れ委員会 委員 吉田 嵩正 

半田 祐喜 

髙垣 悟 

総務広報委員会 委員長 岡田 貴臣 

委員長幹事 池田 知和  

委員 大前 慶倫 

村橋 聡 

小西 琢真 

大池 慎三 
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森田 洋一郎 

山本 恭平 

19:16:35 満期退会者の皆様からのお心付け 

と一言 

代表 加度先輩 

19:18:00 新入会員紹介 

19:18:05 一人３０秒×６人 

19:21:05 2022 年度委員会紹介 

左側余白にエンドロール 

該当委員会が流れているタイミングに

合わせて新年例会で使用予定だった委

員会紹介メンバー写真を流す 

19:23:00 
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