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一般社団法人 尾道青年会議所 
２０２２年度 第３回 理事会議事録 

 
日時：２０２２年 ３月 ７日（月）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 
３．JCI クリード唱和（小西琢真） 
４．JCI ミッション並びに JCI ビジョン唱和（村橋聡） 
５．JCI 宣言文朗読並びに綱領唱和（加藤雄大） 
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．理事長挨拶：（今岡正英） 
皆さんこんばんは。本日も第３回理事会にお集まりいただきましてありがとうございます。 
以前からコロナウイルスの影響によってなかなか実開催が難しかったですが、ようやくま
ん延防止期間解除ということで本日から集合開催とさせていただきました。未だ感染状況
は下げきっていない、減り切らない状況ですが、社会情勢を見ながら今後もどういう開催を
するのが良いのか検討していく必要があるのかなと思っています。 
 
先日 2 月 26 日に福山で広島ブロック協議会の会員会議所会議が開催されました。この会員
会議所会議にて 6月 11日に尾道で開催しますブロックアカデミーの協議上程がございまし
た。上程自体は、理念共感拡大委員会の平井委員長からでしたが、その場に詳細な質疑を把
握しておくことが必要だということで歌副理事長、村上委員長、加藤副委員長にも同席頂き
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ました。その中で、村上委員長には、すごく緊張感のある会の中で尾道を代表して一言挨拶
もして頂きましたし、なかなか慣れない場ではありましたが尾道の思いをしっかり伝えて
いただきました。理事長会にて理事長の皆さんの意見を伺う機会がありましたが、非常に良
い内容だとポジティブな意見をいただき、多くの参加者を募りたいと言っていただきまし
た。称賛のお言葉を頂きましたのでまずこの場でお伝えしておきます。頂いた意見・質問を
また練り込んでいただき、より精度の高い事業に仕上げていって頂きたいと思います。 
来月尾道での上程がありますのでその際にブロックアカデミーの内容をお伝えすることに
なるかと思いますので、村上委員長、加藤副委員長宜しくお願い致します。 
本日は協議上程としまして４月例会、5 月の 65周年記念式典が上がってきています。 
4 月例会に関しましては現役メンバーへ向けて、拡大のモチベーションを上げるための例会
内容となっているかと思います。ぜひ皆さんに沼尾委員長の想いも含めてお伝えして頂き
たく思っています。 
5 月記念式典に関しましては式典と懇親会と、2部構成となっています。主には村上副実行
委員長が上程となるかと思います。式典に関しましては前回の周年の流れを踏襲すること
になろうかと思いますが、懇親会は独自の色を出してもらって構わない、そういう機会だと
思っておりますので、是非担当委員会の色を出してもらいたいなと思います。コロナ対応の
方も、段階的に分けて内容を考えて頂いてますし、そこも含めて総合的に見て皆さんで議論
して頂ければと思います。 
皆さんが今後事業を構築していく上で、どれだけ準備をしていても心配事は尽きないと思
います。特に委員長経験者ならわかると思いますが、事業というのは用意周到に準備をして
いても終わるまで不安は拭いきれないと思っています。ただそこで考え方を少し変えても
らいたいと思っています。心配事なお良し、という考え方です。心配事というのはマイナス
のイメージがありますが、ある意味新しくものを考え出す一つの機会でもあります。是非し
っかり事業に向き合ってもらい、もし心配事があればそう考えるようにしてもらえば、必ず
新しい考えが見つかると思います。より深みのある事業を構築していくためにも、そうした
考え方をしてみると良いのではないかと思います。是非よろしくお願いいたします。 
本日は皆さんに事前質問は伺っておりません。ですので是非、事業内容を見て頂いてもらっ
ていると思いますので、１人１回は積極的に質問していただければと思います。積極的な意
見・質問を宜しくお願い致します。 
以上で理事長挨拶とさせて頂きます。本日も最後まで宜しくお願い致します。 
 
１１．直前理事長挨拶：（安楽城大作） 
欠席のため割愛。 
 
１２．理事長報告：（今岡正英） 
資料にて確認。 
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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） 
・委員会内容は記載の通りです。 
・本日審議上程が 2 件、協議上程が 1 件、報告上程が 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」（村橋聡） 
・委員会報告は記載のとおりです。 
・本日審議案件が 6 件ありますのでよろしくお願いいたします。 
 
【地域創造室】（歌一行） 
「共創まちづくり委員会」（平岡良之） 
・先月大池副委員長とともに尾道市社協に引き継ぎを含めて訪問しました。その際に本年度
も昨年同様募金をご依頼いただいておりますのでご協力お願い致します。 
・委員会報告は記載のとおりです。 
「まちの未来創造委員会」（村上直弘） 
・委員会報告は記載のとおりです。 
・本日審議事項が 1 件ありますのでよろしくお願いいたします。 
 
【人財育成室】（高橋建太） 
「青少年育成委員会」（半田祐喜） 
・委員会報告は記載のとおりです。 
・本日審議上程が 1 件ありますのでよろしくお願いいたします。 
「会員拡大委員会」（沼尾一） 
・委員会報告は記載のとおりです。 
・本日協議案件が 1 件ありますのでよろしくお願いいたします。 
 
１４．審議事項：（今岡正英） 
第 １号議案 全般的な庶務の遂行【各種表彰】事業計画（案）補正予算（案） 

に関する件 
第 ２号議案 全般的な庶務の遂行【各種表彰】事業報告（案）決算（案）に関する件 
（村橋聡） 
【資料説明 1-1~4、2-1～4】 
直接記念品を渡せなくなったため発送資材や送料が発生しております。また１１月と１２
月に例会欠席が出たため皆出席が２名減ったため費用に差が出ております。最終的に当初
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より 6,221 円ほど費用が増えた形になっております。 
 
（今岡正英） 
両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 ３号議案 全般的な庶務の遂行【１月例会】事業報告（案）決算（案）に関する件 
（村橋聡） 
【資料説明 3-1~4】 
 
（今岡正英） 
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 ４号議案 新年例会 事業計画（案）補正予算（案）に関する件 
第 ５号議案 新年例会 事業報告（案）決算（案）に関する件 
（加藤雅崇） 
【資料説明 4-1～4、5-1~5】 
資料 4-4 の収支補正予算明細書（案）に関しまして会場設営費支出に旗三脚レンタルとあり
ますがこちらは青年会議所では１台しか所有しておりませんでしたので追加で借りたこと
により発生した費用です。また新入会員パンプの部数が増えていますがこちらは OB の先
輩方に見ていただくために JCライフに同封することにしましたので印刷部数が増えていま
す。 
 
（今岡正英） 
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。 
 
（小西琢真） 
今回通常とは異なる形で新年例会を行うことになりましたが実際に実施してみて一番良か
ったと思ったことを教えて下さい。 
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（加藤雅祟） 
様々なやり方で理事長の挨拶の発信をすることができたのは良かったことだと思います。
リアル開催となると参加していただいた方々にしか見ていただくことができないですが、
今回の方法であればリアルタイムで同じ挨拶を視聴し、思いを共有することができたと考
えます。実際に今回現役メンバーには 56 名ご参加いただきこれは約 90％の出席率に当た
ります。遠く離れてはいましたがみんなで同時に新年の初めを共有できた、これが一番良か
ったことです。 
 
（今岡正英） 
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 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 
（村橋聡） 
【資料説明 6-1～3】 
 
（今岡正英） 
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 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 
（村橋聡） 
【資料説明 7-1～2】 
 
（今岡正英） 
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 
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第 ８号議案 ３月例会 事業計画（案）予算（案）に関する件 
（村上直弘） 
【資料説明】 
資料 8-1(5)に関してですが参加人数の外部 37名が誤っており正確には 5名となりますので
修正をお願いいたします。 
資料 8-11に関しましてブロック役員団の人数変更に伴いテーブルが 1テーブルで十分とな
りましたので変更しております。 
 
（今岡正英） 
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。 
 
（加藤雅祟） 
協議の議案よりもより我々が身近に感じるような内容になっておりとても良いと思います。
カードゲームの作成費というのが予算に入っておりますがこれはカードゲームを購入する
のではなく手作りで自作するということでしょうか？ 
 
（村上直弘） 
その予定です。 
 
（加藤雅祟） 
つまり元になるフォーマットがネット上に掲載されていると言うことでしょうか？ 
 
（村上直弘） 
上程資料の参考資料に掲載させていただいている物を利用し印刷して当日使用する予定で
す。 
 
（半田祐喜） 
資料 8-3 に関して SDGｓの考え方を元に尾道の街の課題を見つけたとありますが具体的に
はどういったものがあったんでしょうか？ 
 
（村上直弘） 
例えばですが、しまなみ海道がサイクリストの聖地として盛り上がって多くの観光客が来
られるようになったという良いことがあった反面、それが理由で全体的にマナーが悪くな
ってしまったという事案があります。また交通の便が良くなった結果として街の中の道が
混む、交通状況が悪化したという事案も見つけました。 
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（半田祐喜） 
それがどのように SDGｓどのような考え方につながるのかわからないのですがご説明いた
だけますか？ 
 
（村上直弘） 
このゲームの中で用いられている考え方としてトレードオフというのがあります。これは
いい面がある反面何かしらの問題が起きるという考え方になります。例えば先程お話にあ
げた観光客の増加による収入が上昇し、街の活気が上がり尾道のためになったという一方、
迷惑を被っている人たちもいるということです。 
 
（今岡正英） 
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 ９号議案 家族会 事業計画（案）予算（案）に関する件 
（半田祐喜） 
【資料説明 9-1～5】 
資料 9-6 につきまして、竹飯盒の様子を見てもらうという時間をタイムスケジュールに追
加しました。 
資料 9-9 に関しまして延期の場合のスケジュールを記載しました。 
資料 9-15 の会場レイアウトにキッズスペースをしつらえるようにしました。 
資料 9-18 に持ち物を全て必須と記載しました。 
資料 9-20、21で大人用、こども用のアンケートを分けて作りました。こども用のアンケー
トにて竹飯盒について触れるようにしております。 
それ以外に関しましては変更はございません。 
 
（今岡正英） 
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。 
 
（村上康） 
延期についてですが、その場合会場昼食等変更する可能性があるということですがこれは
延期した後の会場はまだ抑えられていないということでしょうか？またその場合どの程度
の変更になる予定でしょうか？大幅な変更の場合は再上程を予定しているでしょうか？ 
 
（半田祐喜） 
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7 月に関しては会場は押さえておりません。また 7 月になると気温の問題もあり会場、昼食
内容を変更する必要があると考えております。ただメインとしては装置づくりですのでそ
ちらは実行していけるようにしたいと思っております。 
 
（村上康） 
その場合はまた上程されるということでしょうか？ 
 
（半田祐喜） 
予算等につきましてはこれ以上上がらないような対応をしていくのですが上程は報告を持
ってさせていただきたいと思っております。 
 
（加藤雄大） 
レイアウトを拝見していて、机等を入れることになるのではないかと思っているのですが
その場合はやまそらの机を使うのでしょうか、それとも外部から借りるのでしょうか？ 
 
（半田祐喜） 
会場のテーブルは外で利用する予定ですが、体育館の中で昼食作りをする際のテーブルは
島田副委員長の施設のテーブルをお借りする予定となっております。 
 
（加藤雄大） 
私がやまそらを利用した際に原状復帰に関して結構ご指摘を頂いたのでもし使われるもの
があればしっかりと原状復帰するようお願いしたいというのと、ゴミも出ると思いますの
で清掃もしっかりしていただくようよろしくお願いいたします。 
 
（半田祐喜） 
準備物にも掃除用具などを準備してしっかりと掃除していくようにしようと思います。 
 
（加藤雅崇） 
資料 9-8 に時間が許す限り何度も調整を繰り返しながら一つに繋いでいくとありますがこ
れはその場で作り直すということだと思うんですが、その際に完成したもの同士をつなぐ
ために何かしら必要なのかなと思うんですがそのための道具は別で持っていったほうが良
いのではないかと思うのでしょうがどうでしょうか。 
 
（半田祐喜） 
つなぎ目は課題であるとは思っていますが、午前中のレクチャーでスタートとゴールの部
分の作りは一緒に作りたいと思っています。統一されていないと接続ができないので。何か
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を持ってきて作るというイメージだと組みによって使うものが変わったり不平等になって
しまうのでこちらで用意しているもので作成していただきたいと思っています。 
 
（加藤雅崇） 
繋ぐための材料が足りなくなったり一度作ったものを一部壊してつなぎ直すのかと思った
ので質問しました。別で 9-8 に委員会で作成した装置につなぎクライマックスを迎えると
ありますがこれは規模の大きなすごいものを作って来られるということでしょうか。 
 
（半田祐喜） 
はい、ものすごいものを作ろうと思っています。委員会作成のものは他の組が使っているよ
うな材料とは別で使いスケールの大きなものを使って作成してゴールとしたいと思ってい
ます。 
 
（大池慎三） 
トイレットペーパーや牛乳パックなど用意してほしいとありましたがもう揃っているでし
ょうか？必要であればどのぐらい必要など情報があれば協力しやすいです。 
 
（半田祐喜） 
原則当委員会で集めたいと思っていますがもし家に余っているなどのご事情がありました
らご連絡いただければと思います。 
 
（村上直弘） 
怪我がないことが一番だとは思うのですが、子供さんもいらっしゃるので当日の当番医等
は調べておいたほうが良いかと思います。意見です。 
 
（島田昌宏） 
昼食の食材については当日家族で切ったりするのでしょうか？ 
 
（半田祐喜） 
材料は事前に仕込みを終えた状態で配ります。作業としては竹飯盒に詰めるというものに
なります。時間はからくり装置作成にメインでとりたいと考えております。 
 
（島田昌宏） 
昼食備品の費用は炭等火を付ける物がメインということですね。材料を家族分分けるのは
大変かと思いますので事前に衛生管理も含めてしっかりやっていただければと思います。 
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（今岡正英） 
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１０号議案 全般的な庶務の遂行【５月例会時間の変更】事業計画（案）に関する件 
（村橋聡） 
【資料説明 10-1～2】 
 
（今岡正英） 
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１１号議案 創立６５周年記念式典の企画・運営 

【創立６５周年記念式典・懇親会 日時場所】事業計画（案）に関する件 
協議事項 
第 ２号議案 創立６５周年記念式典の企画・運営 事業計画（案）予算（案）について 
（村上康） 
【資料説明 11-1～2】 
【資料説明 13-1～45】 
 
（今岡正英） 
両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） 
事前に合同委員会で周知する、士気を高めるということをやられるというのは良いと思う
のですが全員参加するというのは難しいのではないかと思うのですが、その様子を動画で
取るなり資料を作成するなりした方が良いと思いますがどうでしょうか。 
 
（村上康） 
全員が来るというのは難しいと思いますので動画を作成しようと思います。 
 
（小西琢真） 
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合同委員会の時間を 15分とありますが先程ののろしリレーの説明でもかなり時間を取られ
ていたと思うので 15 分では足りないのではないでしょうか？ 
 
（村上康） 
確かにはじめに予定していたタイミングでは 15分でできると思っていたのですが調べてい
るうちに話したい内容が増えてきていますので時間は再調整しようと思っています。ただ
合同委員会という場で皆さんの時間をいただくことになりますのでそのあたりは考えて調
整しようと思います。 
 
（内海洋平） 
予算に関してベッチャー太鼓の謝礼が 2万円となっていますが過去の事業では 10万円が予
算として上がっており、ベッチャー太鼓さんの謝礼は 10 万円が通例となっていると思うの
ですがなぜでしょうか。 
 
（村上康） 
今回は会場が狭いため 2,3 名のみの手配を予定しており、またリーダーと知り合いだったた
め 2万円で良いというお話になりましたのでこの金額で記載しております。 
 
（内海洋平） 
この年だけ 2 万円となっている理由が見えないのでその旨は記載するほうが良いかと思い
ます。 
 
（加藤雄大） 
予算に関してと感染拡大時の対応に関して質問です。感染拡大の状況に合わせて設えを変
えるという設定になっていますが、日程で言うとレベルは 4 月末までに判断し、そこから
状況が変わればまた都度対応するという話になっていますが、一度目の判断は 2 週間前ぐ
らいになっていると思うのですが手配したもののキャンセルはそのタイミングで間に合う
のでしょうか。 
 
（村上康） 
国際ホテル様は 2 週間前までであればキャンセル料はかかりません。看板に関しては木で
枠組みを作ってしっかりしたものを作る予定なのでそのタイミングではキャンセルが間に
合わない状況です。アトラクションや書道パフォーマンスは直前キャンセルでもキャンセ
ル料なしでよいと話をしております。ただし書道パフォーマンスに関しては資材が必要に
なるのですがそれらに関しては先生がご用意していると思いますのでその部分はお支払い
しようと考えております。それ以外の費用に関してもこのタイミングの判断であればキャ
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ンセルは間に合うとのことですのでほとんどのものはキャンセルが間に合うという理解で
問題ありません。 
 
（加藤雄大） 
警戒レベルによって設えを変えるということなので状況次第で予算が変更になるのではな
いかと思うのですが、例えば、懇親会のみ中止となった場合会場費用が上昇するのではない
かと思いますし、そうなると登録料等も変更になってくるかと思いますので齟齬のないよ
うにしていただければと思います・ 
 
（村上康） 
今後審議に向けて細かい部分もねっていきたいと思います。 
 
（沼尾一） 
書道パフォーマンスに関しまして当日までに練習等はされるのでしょうか。 
 
（村上康） 
一発勝負では怖いということで、先生には事前に入っていただき実際に使う機材で 2 回ほ
ど練習をしていただく予定です。 
 
（加藤雄大） 
司会がプロを雇うわけではないようですが当日の司会進行はどのような形で考えられてい
るでしょうか。 
 
（村上康） 
当日の司会は委員会メンバー2 名体制で考えており、1 名は馬原さんを予定しております。
彼女は 55 周年でも司会を担当しており経験は十分かと思っております。もう 1名に関しま
しては委員会内で調整中です・ 
 
（加藤雄大） 
馬原さんに関してはご経験もあるということですので良いのかなと思いますがこういった
パリッとした事業ですし人手の問題もありますのでどこかで予算に浮きが作れるのであれ
ば外から手配してメンバーのマンパワーを捻出するほうが円滑な運営になるのではないか
なと思います。ちなみに 60 周年の際には外部の司会を雇いましたのでご参考いただければ
と思います。 
 
（村上康） 



第３回理事会 議事録 

13 
 

和泉さんが尾道で懇意にされているちゅぴ com の方をアシスタントで連れてこられるとい
う話を聞いていますので打診をしてみようかと思います。そのあたりも審議までに決めて
きます。 
 
（小西琢真） 
テーマが感謝ということですが、どのように表現しようかなど考えがあれば教えてくださ
い。 
 
（村上康） 
例えば式典の中で物を置いたりという感謝は考えていませんが、合同委員会の中で過去の
先輩方の事業や苦労を紹介させていただき、現役の気持ちに影響を与え、当日のおもてなし、
挨拶や懇親に感謝の気持を乗せられるようにしたいと思っています。みんなで感謝を表現
できたらと思っています。 
 
（島田昌宏） 
ベッチャー太鼓と書道パフォーマンスを同時に行うような設えだと思うのですがその 2 つ
を合わせるような調整する方法は何か考えられているでしょうか。 
 
（村上康） 
先生が普段東京でベッチャー太鼓が尾道ということでなかなか合わせにくいのですが、先
生の書く時間をまず設定し、それをもとにベッチャー太鼓の演奏時間を調整、さらにそれを
録音したものを先生にお送りし、実際の感覚をチェックしていただき、当日事前練習の際に
最終調整という形を取ろうと考えております。 
 
（小西琢真） 
当日動画を流されるということですが概要を紙などの資料で作成する予定はないのでしょ
うか。動画だと見た瞬間は良いなと思うでしょうが忘れてしまうこともあるかと思います。 
 
（村上康） 
短い時間でたくさんの情報を伝えるには資料もあったほうが良いかと思いますので当日ま
でには資料の作成も進めて行きたいと思います。 
（村上直弘） 
合同委員会の内容の中でのろしリレーを紹介するということでしたが古いものを知るのは
良いと思うのですが新しいものは紹介しないのでしょうか。どういう理由でのろしリレー
を選択したのかというのを教えていただきたいです。 
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（村上康） 
古い、新しいで選んだわけではなく、この事業の規模感、一体感の強さ、調べていて面白か
ったというのがあり選定しました。 
 
（今岡正英） 
第１１号議案に関しまして採決に移ります。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１２号議案 その他 
削除 
 
１５．協議事項：（今岡正英） 
第 １号議案 ４月例会 事業計画（案）予算（案）について 
（沼尾一） 
【資料説明 12-1～32】 
 
（内海洋平） 
アンケートの 3 問目で今まで勧誘をしたことがない人というのがありますがこれでは回答
が少なくなってしまうのではないかと思うのですがどうでしょうか。また意識の変革とい
うのが目的にあるのであれば会員全員がこの例会を聞いて勧誘しに行こうと思ったかどう
かということのほうが検証になるのではないかと思うのですがどうでしょうか。 
 
（沼尾一） 
勧誘に関しては個人的にはしたことがない人がある程度いるのではないかと想定してこの
質問を設えております。勿論もともと勧誘をやられている方たちに関しては今回意識を再
認識していただきより拡大の必要性を改めていく例会にしたいと思っていますが拡大に関
しては全員でやることが大切だと思っていますのでやったことのない人も巻き込める形の
例会にしたいと思っているのでこの質問は残したいと思います。 
 
（内海洋平） 
何年か在籍している人間は勧誘したことあるのではないかと思ったのでどうなんだろうか
と感じたのと、みんなの意識が再認識できたか、行動しようと思ったか、というのと今まで
やったことない人に対しての質問をしたらどうかと思いました。これは意見です。 
 
（平岡良之） 
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パズルに関しては当日配るということでしょうか。 
 
（沼尾一） 
その認識で間違いないです。 
 
（平岡良之） 
であればピースは事前に切って準備しておくのかと思いますが、例会の出席者は当日にな
ってみないとわからないですがその数合わせはどうする予定でしょうか。 
 
（沼尾一） 
委員会単位でメンバーの数だけ委員会ごとに配る予定です。当日来られなかったメンバー
に関しましては幹事にお渡しし、次回委員会などで当日出席していないメンバーにお渡し
いただくという形になります。 
 
（平岡良之） 
メンバーの少ない委員会にはメンバーの人数よりも多い数配られるのでしょうか。 
 
（沼尾一） 
青年会議所メンバーが 63 名ですので 70 ピースのパズルを使用し、1 人 1 ピースと言うか
たちで残った 7 ピースは初めから埋めている状態にします。例会終了時に来ているメンバ
ーにピースを埋めてもらい、現状の拡大の状況を周知し、こういう状況であるという話をす
る予定です。 
 
（内海洋平） 
全容が少しわかりにくいのですが、ピースを配って 8 月に理事長に夏期講習でお渡しする
というのはわかるんですがその間どのように運用されるのでしょうか。 
 
（沼尾一） 
4 月の例会直前までに全員拡大していただけるとは限らないとは思っておりますので、最終
的に 6 月末の拡大レース終了までに皆さんで 1 人一箇所は訪問してくださいという形にな
ります。 
 
（内海洋平） 
であれば進捗がわかるように 5 月 6 月の合同委員会で状況説明をするなど現状どうなのか
という部分もわかるようにしてもらえればと思います。 
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（沼尾一） 
その部分がわかるような資料を添付します。 
 
（加藤雅崇） 
パズルはなぜ 70 ピースなんでしょうか。特注で作ると思うんですが 63 にできないんでし
ょうか。 
 
（沼尾一） 
63 というピース数のパズルを見つけることができませんでした。ですので今回は 70 ピー
スという人数が近い数字で作成を予定しています。 
 
（加藤雅崇） 
沼尾委員長は木村先生のお話は聞いたことがあるのでしょうか。 
 
（沼尾一） 
はい、あります。委員会メンバーも動画を視聴しています。先生の話はわかりやすく、ご自
分の経験をご自分の言葉で伝えられているので一番うまいなと思っています。是非先生の
話を聞いて皆さんにも拡大の意義を再認識していただける機会になると自信を持って選ば
させていただきました。 
 
（加藤雅崇） 
木村先生は拡大で有名な方だと想うのですが、それは先生が委員長をやられたときに 37名
を入れられたというのが大きな理由だと思うのですが、委員長をやられた際にこの資料に
あるようなことをされて東広島 JC 全体を巻き込んでやられたのか、東広島 JC として拡大
にこれから力を入れようと言う状況だったのか、それとも委員長 1 人が拡大をやろうと決
めてこういった結果を作られたのかどちらなのでしょうか。 
 
（沼尾一） 
3 年おき、4年おきに拡大の意識向上の例会をやっているんですが、過去の例会は手法に重
きを置いた例会が多かったのですが、木村先生の場合は思いの方に重きを置いたお話をさ
れることでした。これが私が今回木村先生を講師に選んだ理由なのですが、先生が特に全体
で盛り上げていくために会として指針をこのようにしましたと考えていたのは青年会議所
がどういった団体なのかというのをキャッチーに伝えるというやり方を使われていたので
すがそのやり方、考え方が良いなと感じたのでそれを皆さんで共有したいと思っています。 
 
（加藤雅崇） 
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内容はいいと思うのですが、木村先生が委員長になって 37 名入れた年と同じような年にし
たいということで呼ばれているのではないかと思うのですが、その時の東広島の状況がわ
かればより活かせるのではないかと思ったので先程の質問をしたので、そのあたりも先生
と打ち合わせをする中で聞けたら面白いのではないかと思いました。 
 
（村橋聡） 
資料 12-17の案内に事前アンケートが入っていますが締切は案内の返答と同じ 4月 15日と
いうことでいいのでしょうか。 
 
（沼尾一） 
講演における先生へのヒントということで講演の内容には影響はないのではないかと考え
ます。 
 
（村橋聡） 
アンケートの内容は先生には当日お渡ししてその場で微修正してくださいとお願いすると
いうことでしょうか。 
 
（沼尾一） 
講演の内容は私と木村先生との間で当日まで話をしていきますがそれまでの間にアンケー
トの内容を共有していくという風に考えております。 
 
（加藤雅崇） 
事前アンケートの最後の質問が他の質問と比べると意図がわかりにくいので教えてくださ
い。 
 
（沼尾一） 
端的にこのままで人数が増えると思っていますかという部分の質問になります。減るとわ
かりきっているのであればやり方を変えないと行けないよねというその意識を知るための
質問です。 
 
（村上直弘） 
沼尾委員長の考える尾道青年会議所の魅力とは何でしょうか。 
 
（沼尾一） 
尾道青年会議所の魅力はまちづくりにおいてお祭りや伝統文化に触れることのできる委員
会があるというのは尾道ならではではないかと思います。祭りに対する思い、伝統に対する
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思いが強い団体であり、それが魅力ではないかと感じます。 
 
第 ２号議案 創立６５周年記念式典の企画・運営 事業計画（案）予算（案）について 
審議１１号議案と共に上程済み 
 
第 ３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：（大西貴明） 
・平岡委員長より報告のあった社協への寄付の件ですが全会員より 1,000 円特別会費より
徴収をさせていただきますので委員会メンバーへの周知をお願い致します。例会にて皆様
には私から説明をします。 
（中島裕一朗） 
・先程の募金に関しましてはまた周知します。 
・次回上程が 3 月 18 日（金）ですので期日までによろしくお願いいたします。 
・迷惑メールが最近尾道青年会議所のメールアドレスから送られているようですのでご注
意ください。皆さんには明日事務局より注意喚起を送らせていただきます。 
 
１８．監事講評 
（高升純） 
本日は久しぶりに集まっての理事会ということでお疲れ様でした。 
冒頭の理事長の挨拶にあった通り 1 人 1 問ということで本日は活発な意見交換ができたの
ではないかと思います。私からは今日は一点ずつお話させていただければと思います。 
まずは村上委員長の 3 月例会ですが、資料としては上程としてしっかり揃っていて素晴ら
しかったと思います。協議の段階で私が欠席していたのもあるのですが、私個人として少し
思うのは、髙山先輩が卒業されて 1 年経つと思うのですが、髙山先輩に SDGｓの講師とし
て来ていただくというのはそこまで難しいことではないのではないかなと個人的には思い
ました。村上委員長の色を出せた SDGｓを含めた例会にしていただければ非常に良い例会
になるのではないかと思いますので頑張っていただければと思います。 
半田委員長の家族会に関してですが、私達親も子供もコロナ禍で事業がない中良い事業に
なるのではないかなと思いました。事業としては失敗せずにメインのからくり装置で子供
たちにいっぱい失敗させて、そして成功を重ねて、半田委員長の目的の想像力、その成長に
なる事業になればいいなと思います。 
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65 周年の式典ですが、村上副実行委員長、上程資料としまして副実行委員長の思いが伝わ
る、そういうプレゼンテーションの場になったのではないかと思います。私自身も高橋副理
事長が開催された 60 周年の記念事業の記憶がありますが、この 65 周年の事業も大変大き
な物になると考えています。5 月の合同委員会で理事長の言われる守の部分を事前に共有す
るということですが、この 65 周年という年数の重みを学んで、この先の時代につながる事
業だと思いますので、しっかりと委員会として士気が高まるように頑張っていただければ
と思います。 
沼尾委員長の 4 月例会ですが、私も拡大のメンバーとして動画を見ていますが、こちらの
講師の動画は非常にわかりやすくスルッと入ってくるのですが、こちらも沼尾委員長の思
いと、講師の思いがリンクした、沼尾委員長の例会になれば良いものになるのではないかと
思います。本日出ました意見をしっかりと反映して審議につなげていっていただければと
思います。 
最後に、最近テレビを付ければロシア、ウクライナ、コロナの感染者数とそういったニュー
スばかりですが、こうして久しぶりに集まって皆で顔をあわせて話をできる機会ですので、
こういう世の中の私達が尾道青年会議所メンバーとしてどうやっていけるのかということ
を話す場にこれからもなっていけばいいと思いました。本日はお疲れ様でした。 
 
 
１９．次回開催日の確認：（大西貴明） 
４月 ６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） 
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