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2018 年度 1 月通常総会次第 
日時：２０１８年１月１８日（木） 

１８：００～１９：３０ 

場所：河内長野市立文化会館 

（ラブリーホール）ギャラリー 

担当：総務広報交流委員会 

司会：中上 貴洋 

 

1. 開 会 宣 言 

2. 国歌並びにＪＣソング斉唱 

3. ＪＣＩクリード唱和 

4. ＪＣＩミッション及びビジョン唱和 

5. ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和 

6. 新旧理事長バッジ交換 

7. 理 事 長 挨 拶 

8. ロムスローガン発表 

9. 来賓・ゲスト紹介 

10. 入会認証式 

11. 総会成立の報告 

12. 議 長 選 任 

13. 議事録作成者並びに署名人指名 

14. 議   事 

第１号 議案 ２０１７年度事業報告並びに決算報告書承認の件 

第２号 議案 会計監査報告 

第１号 報告 ２０１８年度事業計画並びに収支予算報告の件 

15. 直前理事長に対し感謝状と記念品の贈呈 

16. 会員褒章並びに卒業会員への記念品贈呈と謝辞 

17. 卒業会員より記念品贈呈と謝辞 

18. 直前理事長謝辞（２０１７年度役員を代表して） 

19. スポンサーＪＣ祝辞 

20. 来 賓 祝 辞 

21. シニア幹事長挨拶 

22. 閉 会 宣 言 

 

 

 

 



 

２０１８年度 理事長所信 （案） 

         

      一般社団法人河内長野青年会議所   

      ２０１８年度 理事長 讃岐 巳樹也  

 

 

 

 我々、一般社団法人河内長野青年会議所は、昨年皆様のおかげをもちまして、創立５０周年の節目を迎える事

ができました。これも平素より青年会議所の活動に、ご理解とご協力を頂いております河内長野市民の皆様と、

行政・各種諸団体の皆様、そして(一社)河内長野青年会議所設立より「明るい、豊かな、社会」の実現のため地

域に根ざした活動を続けていただいた先輩諸兄のお陰であります。そして創立以来先輩諸兄が「奉仕」「修練」

「友情」という三信条のもと努力と情熱で築き上げてこられた歴史、伝統を受け継ぎ、今年もまた新たな第一歩

を踏み出すことができましたこと心より感謝御礼申し上げます。 

 

 近年、各地青年会議所では、長引く経済不況や、日本各地で発生する自然災害、政治においても混沌とした状

態が続いております。そして我々を取り巻く環境、また市民の意識や価値観は大きく変化していると感じます。

我々、(一社)河内長野青年会議所は先輩諸兄から５０年間脈々と受け継いだ歴史、伝統、そして様々な事業を展

開してこられた経験や「志」「誇り」「絆」を受け継ぎ、時代にあった新たな仕組み、手法を構築し、今の河内長

野に必要な唯一無二の団体になるよう取り組でまいります。 

  

河内長野市は、金剛山、岩湧山などの山並みに囲まれ、森林が市域の約７割を占め自然が色濃く残り、古くは

高野街道の宿場町として栄え、全国有数の国宝、重要文化財数を誇っています。魅力ある自然、歴史が多く残る

まち、教育立市宣言を掲げ教育に力を注ぎ、活気に溢れるまち、賑わうまちの再興に貢献できる地域活動を地域、

行政、各諸団体そして河内長野だけではなく、活動エリアである大阪狭山市をはじめ近隣市町村の皆様と強いつ

ながりを持って活動して参ります。そして、この風光明媚なまちで、歴史あるこのまちの地域の宝である子ども

たちが、住み暮らす河内長野に誇りを持ってもらえるような、また夢や希望を持ち未来を切り開く力を得ること

が出来るような、青少年の健全な心と身体を育成させる事業を行ってまいります。 

 

我々は、対外に向けた多くの事業、定例会を開催していますがまだまだ広く市民の皆様にその活動を、認知（周

知）していただいていない状況にあります。この状況を改善するためにホームページやソーシャルネットワーク

などのＳＮＳを効率的・効果的に活用し、青年会議所活動の発信を強化し、どのように市民の皆様に伝えること

が出来るか、今までの手法にこだわらず、新たな仕組みを構築し事業、定例会へ市民の皆様が参加していただけ

る広報活動を行います。 

 

(一社)河内長野青年会議所において会員減少は最大の課題です。会員の拡大は組織を維持するために行う活動

ではなく、河内長野市の未来に貢献する人材を増やす活動であり、地域、そして明るい豊かな社会の実現のため

に志高く行動できるリーダーを生み出す最初の一歩になります。大きく会員増強に成功している会員会議所も大

阪府下に多く存在します。そのような情報を集めて調査、検証して(一社)河内長野青年会議所にあった会員の拡

大方法を構築し、メンバーの一人ひとりが会員の拡大を行うという意識をもって積極的に行政や他団体と幅広い

交流を行っていきます。そしてメンバー全員が、地域のオピニオンリーダーとして率先して行動し、「志」「魅力」

を発信してまいります。 



 

 

 「想いを紡ぐ変革」 

 

私たち（一社）河内長野青年会議所は半世紀という、長きにわたり先輩諸兄より切れ目なく、この河内 

長野から運動発信を行ってまいりました。創立当初から５０年間で今の日本は大きく様変わりし、河内長野市に

おいても現在、人口減少、超少子高齢化、空き家の増加などの様々な問題に直面しています。誰もが経験したこ

とのない時代に踏み込んだ今だからこそ時代にあった新たな仕組みを構築し新たな形を創造していく必要があ

ります。新たな仕組みとはすべてを変革することではなく、創立以来受け継ぐ揺るぎない「志」「誇り」「絆」と

いう｢心｣をさらに強固なものとして、形(手法、仕組み)を変え「心」を重ねた変革を行ってまいります。 

 

 最後に、失敗することは受け入れることができ、成功するための道筋を学ぶことができるチャンスになります。

しかし失敗を恐れて挑戦しなければなにも歩むことができません。 

先輩諸兄が築き上げてこられた河内長野を、そして受け継いでこられた熱い想いを次世代に引き継いでいけるよ

うにメンバーが、一丸となり失敗することを恐れず、なにごとにも勇気を持って挑戦し続けてまいります。 

 

何卒、会員並びに先輩諸兄の皆さまのご支援とご協力をたまわりますようお願い申し上げます  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



議  事 
 

 

＜議 案＞ 

第１号 議案  ２０１７年度事業報告並びに決算報告書承認の件 

 

第２号 議案  会計監査報告 

 

 

 

＜報 告＞ 

第１号 報告  ２０１８年度事業計画並びに収支予算報告の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０１７年度 事業報告 

                          一般社団法人河内長野青年会議所 

                             ２０１７年度 理事長 松本 耕輔 

 

 ２０１７年度、（一社）河内長野青年会議所は、皆様のおかげをもちまして、創立５０周年の節目を迎えること

が出来ました。これも偏に平素より我々が掲げ運動を展開しております「明るい豊かな社会」を実現すべく活動

にご理解とご協力、また多大なる支援を頂いております皆様のおかげであると感謝いたします。 

 

郷育推進委員会におきましては、私たちが住まい暮らす河内長野市の現状を研究し、我々メンバー一同が今一

度河内長野市の現状を理解するため、定例会のテーマを「郷土愛を育む」として Ver１～３として開催して頂き

ました。まず３月定例会には河内長野市教育長和田栄氏、７月定例会には河内長野市市議会議員峯満寿人先輩、

また本年度の理事会監事であられます鉾谷祐二先輩、１０月定例会には島田智明市長、桝井繁春副市長、大阪府

府議会議員西野修平先輩をお招きし、ご講演頂きました。 

 また５月に開催されました、河内長野市市民まつり会場内でわんぱく相撲河内長野場所の開催を致しました。

当日はたくさんの選手や保護者の皆様にご参加いただきました。また市民まつり会場内での開催でしたので、多

くの市民の皆様のご声援を頂き大変活気ある大会となりました。 

 １１月には、好評いただいております第１２回 JC 杯小学生ドッジボール大会を市民総合体育館にて開催させ

て頂きました。本年度は、大会有史最多の約４００名もの選手にご参加いただきました。また数々の熱戦を繰り

広げて頂き、熱気溢れる素晴らしい大会となりました。 

  

 次代創造委員会におきましては、２月定例会では宝楽陸寛氏をお招きし「私たちが次代を創造する」をテーマ

にグループワークを行い、「ＪＣの良いところ」をメンバー同士で共有することにより、改めてＪＣ活動における

魅力を確認することができました。５月定例会では、KIFA（河内長野市国際交流協会）様のご協力によりモヒ

ニ・シュレスタ氏（ネパール）、岸本エリ氏（フィリピン）、ネルソン・フィリップ・ アンドリュー氏（アメリカ）

の各講師をお招きし、「あなたの国はどんな国」をテーマに文化や生活習慣の違いをご講演頂きました。また講師

への積極的な質問も飛び交い非常に活発な定例会となりました。 

１１月定例会では「戦略的目標設定とタイムマネジメント」 として、理念浸透診断士の阿部光志氏をお招きしは

目標設定と時間管理や、モチベーションの維持について講演会を頂き、我々メンバー自身が自らの手でよりよい

人生を手に入れる方法を学ぶ機会を頂きました。 

 また２０１７年度は、奥河内♥恋育祭 2017 として千代田神社にて婚活事業を開催致しました。神聖な境内に

て開催させて頂き、カップリング達成率も 30％を越え、参加者の方々も笑顔で帰って頂きました。 

 

 総務広報交流委員会におきましては、２０１７年度も引き続きホームページの運用や、Facebook 等のソーシ

ャルネットワークを積極的に活用し対外に情報発信を行って頂きました。また年末年始の多忙な時期ではありま

したが、１月の通常総会を滞りなく設営・開催いただきスムーズな一年のスタートを切ることが出来ました。ま

た８月の臨時総会並びに定例会では、屋外へ飛び出し奥河内キャンプの森天野山キャンプ場にて「自ら実体験し

て学ぶ災害時の円滑な復旧支援活動」をテーマとして自衛隊信太山駐屯地より第 37 普通科連隊の皆様をお迎え

し災害時の心構えや、実演を伴いながら学び、災害発生時に被災地で起こりうる様々な問題や適切な対応策につ

いての知識を習得しました。 １２月には本年度は８名の卒業生と、また３０名を越える多くの先輩の皆様にご

臨席賜り、笑顔溢れる素晴らしい２０１７年度最後の定例会および追い出し会を盛大に開催致しました。 

 



事務局におきましては、まさにメンバー全員の縁の下の力持ちとして、そして河内長野青年会議所の屋台骨と

して、事務局運営の先頭として活動頂きました。また４月定例会として青木安希氏をお招きし、筝（琴）を使

った演奏指導を行って頂き、伝統や文化・芸術の知識を深める事が出来ました。 

 

５０周年記念事業実行委員会におきましては、６月に昨年度より準備・活動頂きました創立記念式典を開催い

たしました。「挑戦」をテーマに５０周年の節目に相応しい素晴らしい式典を挙行することができました。また１

１月には創立５０周年記念講演会と致しまして、オリンピック３大会連続金メダルを獲得されました吉田沙保里

女史と栄和人監督をお招きし、挑戦とそれに臨む意気込みをご講演いただきました。創立５１年目以降もあらゆ

ることに挑戦をしていく河内長野青年会議所の礎となる事業を開催致しました。 

 

 また、２０１７年度は河内地域合同事業実行委員会委員長として、須田旭君に委員長として出向頂きました。

「河内はひとつ」をスローガンとして大いに活躍頂きました。４月には河内地域合同親睦事業として会員拡大ブ

レーンストーミングの開催や、また９月には現在青年会議所が存在しない空白地域でもございます大阪狭山市に

おいて、青年会議所運動をより知っていただくため、狭山池周辺において市民の皆様を対象とした「さやかフェ

ス」を開催致しました。また年間を通じての会員拡大の結果を検証し、次へ紡いでいくため、河内地域合同例会

を実施頂きました。 

 

 創立５０周年の本年度は「一意専心」～笑顔輝く次代を創る～のロムスローガンのもと、様々な「挑戦」をメ

ンバー一丸となり取り組んで参りました。一途にこの河内長野をより良くしたい思いのもと、一年間に渡り様々

な課題に対し研鑽して参りました。その活動を通じ我々は確信致しました。今後の河内長野に必要な唯一無二の

頼もしく、そして力強いメンバーが揃っております。どうぞ引き続き我々（一社）河内長野青年会議所の活躍に

ご期待ください。 

 

 結びに、河内長野市民の皆様、行政・各諸団体の皆様、そして敬愛いたします先輩諸兄の皆様方の、多大なる

ご支援、ご協力に感謝致しますと共に、２０１７年度一般社団法人河内長野青年会議所第５０代理事長としてお

支え頂きましたメンバーの皆様に感謝申し上げます。１年間本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



総 会 
【 定 時 総 会 】 

日時：２０１７年１月１９日（木） 

場所：河内長野市市立文化会館（ラブリーホール） ギャラリー 

議事 

第１号議案  ２０１６年度事業報告並びに決算報告書承認の件 

第２号議案  会計監査報告 

第１号報告  ２０１７年度事業計画並びに収支予算報告の件 

 

【 臨 時 総 会 】 

日時：２０１７年８月５日（土） 

場所：（一社）河内長野青年会議所 事務局 

議事 

第１号議案  ２０１８年度理事役員承認の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



理事会 
※2016 年 9 月 15 日（木）一般社団法人河内長野青年会議所 第 1 回予定者会議 

審議事項 

① 2017 年度組織図の件 

② 2017 年度構成図の件 

③ 2017 年度担当月例会の件 

④ 2017 年度事業計画 

 

※2016 年 10 月 3 日（月）一般社団法人河内長野青年会議所第 2 回予定者会議 

審議事項 

① 慶弔規定の件 

② 他ロム祝い金の件 

③ その他祝い金の件 

 

※2016 年 11 月 14 日（月）一般社団法人河内長野青年会議所 第 3 回予定者会議 

審議事項 

① 2017 年度収支予算書の件 

② ロムスローガンの推進に務めるの件 

③ 2017 年度会員名簿作成の件 

④ 出向者の件（ＪＣ） 

 

※2016 年 12 月 12 日（月）一般社団法人河内長野青年会議所第 4 回予定者会議 

審議事項 

① 総会の主管を務めるの件 

② 総会の主管を務めるの件（記念品） 

③ ＬＯＭ活性化の研究事業の実施の件 

④ 2 月定例会の件 

⑤ 出向者の件（ＪＣ） 

 

※2017 年 1 月 12 日（木） 一般社団法人河内長野青年会議所 

審議事項 

① 3 月定例会の件 

② 入会審査の件 

③ 委員会配属の件 

 

※2017 年 2 月 16 日（木） 一般社団法人河内長野青年会議所 

審議事項 

① 4 月定例会の件 

② 入会審査の件 

③ 委員会配属の件 



 

※2016 年 3 月 16 日（木） 一般社団法人河内長野青年会議所 

審議事項 

① 50 周年記念式典への準備の件 

② 特定預金取り崩しおよび収支予算書補正の件 

③ 5 月定例会の件 

④ 郷土愛を育む事業実施の件 わんぱく相撲実施の件 

⑤ 総会の主管を務めるの件 

⑥ 総会の主管を務めるの件（直前理事長への記念品） 

⑦ 2 月定例会の件 

 

※2016 年 4 月 20 日（木） 一般社団法人河内長野青年会議所 

審議事項 

① 6 月定例会の件 

② 8 月定例会日程変更の件 

③ 3 月定例会の件 

④ 4 月定例会の件 

 

※2016 年 5 月 18 日（木） 一般社団法人河内長野青年会議所 

審議事項 

① 7 月定例会の件 

② 教育推進事業実施の件（ドッジボール） 

③ 入会審査の件 

④ 委員会配属の件 

 

※2016 年 6 月 12 日（木） 一般社団法人河内長野青年会議所 

審議事項 

① 8 月定例会の件 

② 総会の主管を務めるの件 

③ 次世代に向けた環境構築事業・郷土愛を育む事業実施の件 

 

※2016 年 7 月 20 日（木） 一般社団法人河内長野青年会議所 

審議事項 

① 10 月定例会日程変更の件 

② 5 月定例会の件 

③ 9 月定例会 河内地域合同例会実施の件 

④ 河内地域合同事業実施の件 

⑤ 入会審査の件 

⑥ 委員会配属の件 

 

※2016 年 8 月 17 日（木） 一般社団法人河内長野青年会議所 

審議事項 



① 10 月定例会の件 

② ドッジボール大会実施の件 

③ 近畿地区大会 尼崎大会ブース出展の件 

④ 9 月定例会 河内地域合同例会実施の件 

⑤ 入会審査の件 

⑥ 委員会配属の件 

 

※2016 年 9 月 21 日（木） 一般社団法人河内長野青年会議所 

審議事項 

① 郷土愛を育む事業実施の件 わんぱく相撲実施の件 

② 6 月定例会シニアクラブ合同定例会の件 

③ 7 月定例会の件 

④ 8 月定例会の件 

⑤ 8 月臨時総会の件 

 

 

※2016 年 10 月 19 日（木） 一般社団法人河内長野青年会議所 

審議事項 

① 12 月定例会並びに追い出し会実施の件 

② 50 周年記念事業実施の件 

 

 

※2016 年 11 月 16 日（木） 一般社団法人河内長野青年会議所 

審議事項 

① 大阪ブロック大会和泉大会ブース出展の件 

② 10 月定例会の件 

③ 次世代に向けた環境構築事業・郷土愛を育む事業実施の件 

奥河内 恋育歳 2017 

 

※2017 年 12 月 22 日（金） 一般社団法人河内長野青年会議所 

審議事項 

① 理事変更登記手続きの件 

② 特別会員入会の件 

③ 他ロム祝い金の件 

④ その他祝い金の件 

⑤ 優秀な会員並びに優秀な委員会の褒章を行うの件 

⑥ 50 周年記念事業の件 

⑦ ロムスローガンの推進に務めるの件 

⑧ 2017 年度会員名簿作成の件 

⑨ 12 月定例会並びに追い出し会実施の件 

⑩ ドッジボール大会実施の件・50 周年記念事業実施の件 

⑪ 11 月定例会の件 



⑫ ＬＯＭ活性化の研究事業の実施 

⑬ 次世代に向けた環境構築事業・郷土愛を育む事業実施の件 

⑭ 50 周年記念事業・郷土愛を育む事業実施の件（美しの里） 

⑮ 2017 年度収支決算書（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



定例会 
 

１月１９日 木曜日 総務広報交流委員会 委員長 森本潤 

           河内長野市市立文化会館（ラブリーホール）ギャラリー 

通常総会 

≪正会員出席率 100％≫ 

 

２月２日 木曜日 次代創造委員会 委員長 小池智与 

          河内長野市民交流センター（キックス）中会議室ＡＢ 

講 師：宝楽 陸寛 氏 

テーマ：「私たちが次代を創造する」 

≪正会員出席率５８％≫ 

 

３月３日 木曜日 郷育推進委員会 委員長 望月教佳 

          河内長野市市民交流センター（キックス）中会議室ＡＢ 

講 師：和田 栄 氏 

テーマ：郷育～郷土愛を育む～ver,1 

≪正会員出席率７０％≫ 

 

４月６日 木曜日 事務局 土井健司 

          河内長野市市民交流センター（キックス）和室 AB 

講 師：青木 安希 女史 

テーマ：おことはじめ～箏の基本～ 

≪正会員出席率５６％≫ 

 

５月１１日 木曜日 次代創造委員会 委員長 小池智与 

           河内長野市市民交流センター（キックス）中会議室ＡＢ 

講 師：モヒニ・シュレスタ氏、岸本 エリ氏、ネルソン・フィリップ・アンドリュー氏 

テーマ：「あなたの国はどんな国」 

≪正会員出席率５６％≫ 

 

６月１６日 金曜日 50 周年記念事業実行委員会 委員長 讃岐巳樹也 

           河内長野市市民交流センター（キックス）イベントホール 

テーマ：「挑戦」 

≪正会員出席率７１％≫ 

 

７月６日 木曜日 郷育推進委員会 委員長 望月教佳 

          錦渓幼稚園 講堂 

講 師：峯 満寿人 先輩、鉾谷 裕二 先輩 

テーマ：郷育～郷土愛を育む～ver,2 



≪正会員出席率７０％≫ 

 

８月５日 土曜日 総務広報交流委員会 委員長 森本潤 

          天野山キャンプ場 

講 師：自衛隊信太山駐屯地 第３７普通科連隊 

テーマ：「自ら実体験して学ぶ災害時の円滑な復旧支援活動」 

≪正会員出席率５７％≫ 

 

９月１５日 金曜日 事務局 土井健司 

           富田林市民会館中ホール 

テーマ：２０１７年度河内地域合同例会 

 

１０月３日 火曜日 郷育推進委員会 委員長 望月教佳 

           河内長野市市民交流センター（キックス）大会議室Ａ 

講 師：島田 智明 氏、桝井 繁春 氏、西野 修平 先輩 

テーマ：郷育～郷土愛を育む～ver,3 

≪正会員出席率７０％≫ 

 

１１月２日 木曜日 次代創造委員会 委員長 小池智与 

           河内長野市市民交流センター（キックス）中会議室ＡＢ 

講 師：阿部 光志 氏 

テーマ：「戦略的目標設定とタイムマネジメント」 

≪正会員出席率６３％≫ 

 

１２月７日 木曜日 総務広報交流委員会 委員長 森本潤 

           天然温泉 憩いの宿 河内長野荘 

≪正会員出席率８３％≫ 

 

 

 

 

 

 

 
 



【委員会名】総務広報交流委員会 

 

［委員長氏名］  森本 潤 

［副委員長氏名］ 須田 旭 

［委員氏名］      工藤 大基・和田 圭祐・古川 幸 

 

 

《委員会事業報告》 

１．総会の主管を努める 

 

  １月通常総会 

    日 時  2017 年 1 月 19 日 

    場 所  河内長野市市立文化会館（ラブリーホール） ギャラリー 

   参加者合計：63 名《正会員 19 名（委任表決人 6 名）／特別会員 16 名／来賓 22 名》 

             《正会員出席率  100％（委任表決人含む）》 

   

  ８月臨時総会 

    日 時  2017 年 8 月 5 日 

    場 所  （一社）河内長野青年会議所 事務局 

   参加者合計人数：  28 名 ≪正会員   15 名 （委任表決人 13 名）≫ 

              ≪正会員出席率 100％（委任表決人含む）≫ 

 

２．定款及び諸規定の研究  

３．会員名簿の作成 

４．事務局保存資料の整備及び整理 

５．ロムスローガンの推進に務める 

６．各種報告書の作成 

７．対内及び対外的な広報活動の実施 

８．追い出し会の実施 

   

    日 時  2017 年 12 月 7 日 

    場 所  天然温泉 憩いの宿 河内長野荘 

   参加者合計：60 名  ≪正会員 25 名／特別会員 31 名／事務員 1 名／一般 3 名≫ 

               正会員出席率   83%                

 

９．理事会の運営に務める 

１０．次代を担う優秀な会員拡大に努める 

 

  8 月定例会 

    日 時  2015 年 8 月 5 日 

    場 所  天野山キャンプ場 



     テーマ  「自ら実体験して学ぶ災害時の円滑な復旧支援活動」 

    参加者合計人数：18 名≪正会員 16 名／特別会員 1 名／一般 1 名≫ 

             ≪正会員出席率 57％≫ 

 

 

 

《委員長所感》 森本 潤 

総務広報交流委員会は、1 月と 8 月に総会と 8 月定例会、追い出し会を担当させていただきました。1 月と 8

月に開催した総会の設営は大変勉強になり、定例会では自衛隊信太山駐屯地 第 37 普通科連隊をお呼びし、災

害時の心構えや、実際の隊員の方々が行われている活動や訓練などについて学びました。追い出し会では、河内

長野荘で行い 8 名の卒業生を送り出しました。卒業生の皆さんに良い思い出を作っていただけたと確信しており

ます。 

最後になりましたが、本年度委員長として私を、支えてくださいました玉里副理事長、須田副委員長をはじめ委

員会メンバーの皆さん、松本理事長はじめ LOM のすべてのメンバーの皆様、特別会員の皆様のご協力に重ねて

御礼申し上げます。誠にありがとうございました 

 

 

 

【委員会名】 郷育推進委員会 

 

［委員長氏名］  望月 教佳 

［副委員長氏名］ 松本 隆 

［委員氏名］      山本 貴之・町田 樹・山上 喜由・南端 弘鷹・八田 篤志 

 

 

《委員会事業報告》 

１、郷土愛を育む事業実施 

 奥河内♥恋育祭 2017 

  日 時  2017 年 9 月 3 日 

  場 所  千代田神社 

     参加者合計：82 名≪正会員 18 名／特別会員 2 名／一般 62 名≫ 

             ≪参加者内訳：男性 28 名、女性 31 名≫ ≪協力者 5 名≫ 

 

２、小学生ドッジボール大会の実施 

 JC 杯 小学生ドッジボール大会 2017  

（一社）河内長野青年会議所 50 周年記念大会 

 日 時  2017 年 11 月 19 日 

 場 所  河内長野市立市民総合体育館 

     参加者合計：503 名≪正会員 17 名／特別会員 5 名／一般 6 名≫ 

     （ 小学生１～６年生男女／399 名／引率者 31 名／運営スタッフ 31 名 

             大阪府ドッジボール協会委員 12 名／来賓 2 名） 



 

３、わんぱく相撲の実施 

  わんぱく相撲 河内長野富田林場所 

   日 時  2017 年 5 月 14 日 

   場 所  河内長野市赤峰市民広場 

   参加者計：202 名≪正会員 13 名／特別会員 11 名／選手 39 名／一般 124 名≫ 

           ≪富田林 正会員 14 名≫ 

 

４、河内長野市水泳連盟への協力 

 河内長野市市民水泳大会 

  日 時  2017 年 8 月 11 日 

  場 所  菊水スイミングスール 

５、河内長野市市民祭りへの協力 

 河内長野市市民祭り 

  日 時  2017 年 5 月 14 日 

  場 所  河内長野市赤峰市民広場 

 

６、優秀な会員拡大への協力 

７、50 周年実行委員会への協力 

 

3 月定例会 

 日 時  2017 年 3 月 2 日 

 場 所  河内長野市市民交流センター（キックス） 中会議室ＡＢ 

テーマ  「 郷育  ～郷土愛を育む～ ver,1 」 

講 師  和田 栄 氏 

    参加者合計：30 名≪正会員 19 名／特別会員 7 名／一般 2 名／オブザーバー2 名≫ 

           ≪出席率    70％≫ 

 

7 月定例会 

 日 時  2017 年 7 月 6 日 

 場 所  錦渓幼稚園  講堂 

テーマ  「 郷育  ～郷土愛を育む～ ver,2 」 

講 師  峯 満寿人 先輩  鉾谷 祐二 先輩 

    参加者合計：25 名 ≪正会員 19 名／特別会員６名／≫ 

           ≪出席率    70％≫ 

 

   10 月定例会 

 日 時  2017 年 10 月 3 日 

 場 所  河内長野市市民交流センター（キックス） 大会議室Ａ 

テーマ  「 郷育  ～郷土愛を育む～ ver,3 」 

講 師  島田 智明 氏 ・ 桝井 繁春 氏 ・ 西野 修平 先輩 

参加者合計：25 名 ≪正会員 19 名 ／特別会員 ６名／≫ 



           ≪出席率    70％≫ 

 

《委員長所感》  望月 教佳 

  今回、通算で 5 回目の委員長を拝命し郷育推進という課題をいただき、真摯に郷土愛と向かい合う良い機会

を得、河内長野に対する理解を深めることが出来ました。定例会は 1 年間を通して ver,1 ver,2 ver,3 と三段

構えで行い、講師に河内長野市教育長そして河内長野市市長並びに副市長や先輩をお招きし青年会議所なら

ではの定例会を開催し、ＪＣのメリットを最大限に感じられ、メンバーの郷土愛を育むことに繋がったと確

信しております。わんぱく相撲は約 15 年ぶりに河内長野開催となり参加者は少なかったのですが、今後は

大阪府決勝大会のみならず全国大会出場する選手が現れることを期待します。また、わんぱく相撲を観戦し

た方からは好評をいただき今後の青年会議所運動の発信に繋がることも期待いたします。恋育祭に関しては、

メンバーも事業の内容を周知しているので、河内長野の魅力を発信するツールとして今後も継続することを

お勧めします。ドッジボール大会は、過去最大の参加選手を集め、終了時間が遅れるなど反省点がありまし

たが、参加したこどもたちは試合数も多く日ごろの成果を発揮し笑顔溢れる大会となりました。一年間わが

ままに付いて来てくれた委員会めんばー、そして事業や定例会に参加してくれたメンバー、携わったすべて

の人に感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

【委員会名】次代創造委員会 

 

〔委員長氏名〕    小池 智与 

〔副委員長氏名〕   寺村 寛文 

〔委員氏名〕 南端 弘鷹  池垣 亮  尾花 富美雄  竹原 義治  古川 潤卓 

 

 

≪委員会事業報告≫ 

 

1. 研修事業の実施 

  3 分間スピーチ 

 

2. 2 月担当例会 

  日   時  2017 年 2 月 2 日 

  場   所    河内長野市民交流センター（キックス）中会議室 AB 

  テ ー マ    「私たちが次代を創造する」 

  参加者合計  19 名 ≪正会員 17 名／特別会員 2 名≫ 

           ≪正会員出席率 58％≫    

 

3. 5 月担当例会 

  日   時  2017 年 5 月 11 日  

  場   所    河内長野市民交流センター（キックス）中会議室 AB 

  テ ー マ    「あなたの国はどんな国」 

  参加者合計  21 名 ≪正会員 15 名／特別会員 1 名／一般 5 名≫ 

              ≪正会員出席率 56％≫    



 

4. 11 月担当例会 

  日   時  2017 年 11 月 2 日 

  場   所    河内長野市民交流センター（キックス）中会議室 AB 

  テ ー マ    「戦略的目標設定とタイムマネジメント」 

  参加者合計  35 名 ≪正会員 19 名／特別会員 5 名／一般 11 名≫ 

              ≪正会員出席率 63％≫    

 

 

  

 

5.  次世代へ向けた環境構築事業の実施 

6. 会員拡大事業の実施 

7.  会員拡大に努める 

 

≪委員長所感≫小池 智与 

本年度、次代創造委員会では 2 月、5 月、11 月に担当例会と、各定例会での 3 分間スピーチ、また、9 月に「奥

河内恋育祭 2017」と銘打ち、次世代へ向けた環境構築事業を実施させていただきました。担当例会ではメンバ

ーの皆さんに興味を持っていただきながら、自身の所属する河内長野青年会議所での活動に魅力を感じ、それを

今後入会していただける見込みのある方に伝えるにはどうすれば良いかということを踏まえながら、1 年間を通

してテーマ選別を行ってまいりました。会員を拡大することが河内長野青年会議所において急務となっている今、

次年度会員拡大を担当される委員会に綿密な引き継ぎをし、年間あるいはさらに長期的な計画を立てて会員拡大

事業を行うべきであると感じています。どんなに素晴らしい事業も人の力無くしては成果を残せないと、私自信

が 1 年間委員長として活動し、痛感しているからでございます。 

また「奥河内恋育祭 2017」では、多くの参加者様に恵まれ、またそれ以上にスタッフとしてご協力いただいたメ

ンバーの皆さんの力に感動いたしました。おかげさまで今年度も多くのカップルが誕生し、また河内長野青年会

議所が運営する婚活イベントの認知度の向上をひしひしと感じることができましたので、ぜひ次年度も感動を生

む事業を計画していただければと考えております。 

最後になりましたが、担当副理事長を始め、支えてくださった委員会メンバーの皆さまに厚く御礼申し上げます。

ありがとうございました。 

 

 

 

【委員会名】５０周年記念事業準備委員会 

［委員長氏名］  讃岐 巳樹也 

［副委員長氏名］ 尾花 富実雄 

［委員氏名］   山本 貴之 竹原 義治 酒井 崇次  古川 潤卓      

 

 

《委員会事業報告》 

１．創立５０周年記念事業の実施 



   

    創立５０周年記念講演会 

    日時 2017 年 11 月 23 日 (木) 

    場所 河内長野市立長野小学校 

 

 

   ６月担当定例会 記念式典 

        日 時  2017 年 6 月 16 日 

        場 所  河内長野市立市民交流センター  キックス イベントホール 

        テーマ  「挑戦」 

       メンバー出席率 71％ 

２．次代を担う優秀な会員の拡大に努める 

    

 

《委員長所感》讃岐 巳樹也 

本年度、５０周年記念事業準備委員会は創立５０周年記念事業の準備といたしまして PR 用の卓上カレンダーを

作成し、５０周年実行委員会に引継ぎました。そして１１月定例会を開催させていただきました。１１月定例会

は、シニアクラブと合同で模擬式典を行い、２部では、４５周年記念事業実行委員長の西尾勝彦先輩に講演して

いただき細やかな引継ぎまでしていただきました。本年度、準備委員会としては、失敗や再考しなくてはいけな

い問題が多くありましたが、そのことを検討、改善し実行委員会に引継ぎができたと思います。 

最後になりましたが、本年度委員長の私を、支えてくださいました理事長、シニアクラブ幹事長、副理事長はじ

め当委員会のメンバーの皆様、ロムのすべてのメンバーの皆様、特別会員の皆様のご協力に重ねて御礼申し上げ

ます。誠にありがとうございました。 

 

 

 

【委員会名】褒賞委員会 

［委員長氏名］  土井 健司 

［委員氏名］     松本 耕輔・玉里 健治・川口 洋子・北尻 広 

         阿部 智彦・大西 慶典 

 

《委員会事業報告》 

１．優秀な会員並びに優秀な委員会の褒賞を行う 

  優秀委員賞  山本 貴之・竹原 義治 

  優秀委員会賞 総務広報交流委員会 

  定例会１００％出席者 ３名 

 

《委員長所感》 

平成２９年度優秀委員、優秀委員会、定例会１００％出席者に対して受賞を行うことが出来ました。受賞された

皆様おめでとうございました。 

ＰＲ報告     



     

  日程 出席者  

北地域会員会議所 4月24日 松本耕、土井、川口、望月、尾花、山本、讃岐 

泉佐野 青年会議所 5月2日 松本耕、望月、讃岐 

和泉 青年会議所 5月2日 松本耕、土井、望月、玉里、和田、讃岐 

河内地域会員会議所 5月10日 松本耕、土井、尾花、須田、山本、竹原、讃岐 

堺高石 青年会議所 5月17日 松本耕、土井、北尻、望月、尾花、山本、讃岐 

泉南 青年会議所 5月17日 松本耕、土井、北尻、望月、尾花、山本、讃岐 

羽曳野 青年会議所 5月18日 松本耕、土井、大西、川口、北尻、望月、尾花、松本

隆、山本、和田、讃岐 

松原 青年会議所 5月19日 松本耕、北尻、望月、松本隆、山本、讃岐 

八尾 青年会議所 5月22日 松本耕、土井、北尻、望月、尾花、讃岐 

貝塚 青年会議所 5月23日 松本耕、大西、望月、松本隆、山本、讃岐 

東大阪 青年会議所 5月24日 松本耕、土井、讃岐 

藤井寺 青年会議所 5月26日 松本耕、土井、川口、望月、山本 

岸和田 青年会議所 5月30日 松本耕、大西、望月、尾花、山本、和田、讃岐 

柏原 青年会議所 6月6日 松本耕、大西、望月、尾花、山本、讃岐 

富田林 青年会議所 6月6日 松本耕、大西、望月、尾花、松本隆、山本、讃岐 

泉大津 青年会議所 6月7日 松本耕、土井、望月、小池、松本隆、山本、和田、讃岐 

 

 

 

  



出向者事業報告 
 

 

【(公社)日本青年会議所 シンギュラリティ研究委員会】 

 

〔委員長〕  硲信康（松原 JC） 

 

〔委員氏名〕 大西慶典・北尻広 

 

《活動報告》 

１．超生産性向上による新たな成長戦略の創出 

２．無限の可能性を秘めた産業の創出 

《委員所感》 

 日本青年会議所の委員会に出向ということで、LOM の期待を背負い臨みましたが、創造を絶するスケールで

展開していく委員会に付いていくのが精一杯でした。企業訪問では大手に訪問させていただき、超生産につい

て学び日本企業が持ち得る無限の可能性を垣間見、その都度その都度驚愕することばかりでした。出向でしか

学ぶことのできない内容、そして、出向しなければ出会えないメンバーがいる。出向の醍醐味を経験した１年

となりました。期待以上の成果は得ることが出来ませんでしたが、このように大変貴重な機会をくださった松

本理事長に感謝いたします。 

 

【(公社)日本青年会議所 財政規則審査会議】 

 

〔議長〕  中村顕人（石岡 JC） 

〔副議長〕 黒川剛志（高岡 JC） 

      翠健治（岐阜 JC） 

      久木原満（酒田 JC） 

      黒田福太郎（宮﨑 JC） 

      松田浩一（下妻 JC） 

      島田悠一郎（東大阪 JC） 

〔小幹事〕 和田圭祐 

 

《活動報告》 

１．財務規律の確保と費用対効果の向上（通年） 

２．公益社団法人としてのコンプライアンスの強化（通年） 

３．公益社団法人としてのガバナンスの強化（通年） 

４．運営面での進展に寄与するための業務（通年） 

５．京都会議「財政規則支援セミナー」（1月 21日） 

６．財政・コンプライアンス意見交換会（7月 22日） 

 

《委員所感》 

 本年度、日本青年会議所に初めて出向させていただきました。今までロム以外で財政的なことに携わったこと



がなかったので、公益財団法人として財政のチェックの厳しさ、コンプライアンス遵守の大切さを学ばせていた

だきました。そして何より、この１年間で日本全国に共に活動する仲間と出会えることができました。これは私

自身の一生の財産になりました。 

 最後になりますが、日本出向を後押ししていただいた理事長はじめメンバーの皆様に感謝申し上げます。あり

がとうございました。 

 

【(公社)日本青年会議所 近畿地区 大阪ブロック協議会 主権者意識確立委員会】 

 

〔委員長〕  小野田俊二(松原 JC) 

〔副委員長〕 伊藤一芳（吹田 JC）・福岡喜和（泉佐野 JC） 

       三島洋輔（藤井寺 JC）・岩本優祐（枚方 JC） 

〔委員〕   和田圭祐 

 

《活動報告》 

１．全国一斉！国民討議会 大阪大会（4月 30日） 

２．近畿地区大会 尼崎大会 ブース出展（7月 8日） 

３．大阪ブロック協議会 大納会（12月 5日） 

 

 

《委員所感》 

本年度、大阪ブロックへ２度目の出向させていただきまして、貴重な経験ができました。 

１度目とは見えてくる風景も違い、考えることも幅広くなったように感じます。様々なことがありましたが、他

ロムのメンバーと協力しながら事業を行ったことをロムに還元できるように務めて参ります。 

 最後に出向の機会をいただきました理事長はじめロムメンバーの皆様に感謝申し上げます。ありがとうござ

いました。 

 

 

【(公社)日本青年会議所 近畿地区 大阪ブロック協議会 地域変革者育成委員会】 

 

〔委員長〕  小野寺敦史（貝塚 JC） 

〔副委員長〕 加減光  （岸和田 JC） 

       小林将司 （箕面 JC） 

       北村英之 （寝屋川 JC） 

       本村俊樹 （羽曳野 JC） 

〔委員氏名〕 工藤大基 

 

《活動報告》 

１．ブロックアカデミー・会員拡大セミナーの開催 

２．会員拡大の推進と連携窓口 

３．大阪ブロック大会式典の開催 

４．全国大会でのブース出展 

５．連携推進運動・LOM 重点依頼運動の対応窓口及び LOM 周知及び支援 



６．大阪ブロック大会への協力 

 

《委員所感》 

 本年度、出向のチャンスをいただきましたが、委員会になかなか参加できず、本番の参加ばかりでしたが、出

向メンバーの支えがあり LOM では経験できないアカデミーやセミナーを拝聴することができました。事業で行

われたアカデミーやセミナーの意義を感じ LOM 全体で積極的に参加することが LOM の活性化に繋がり、また

会員拡大の意識が向上することは、今後の JC 活動において重要であり、地域での変革者育成が必要と考える良

い機会となりました。出向の意味・意義を感じ取る機会を与えてくださった松本理事長に感謝いたします。 

 

【(公社)日本青年会議所 近畿地区 大阪ブロック協議会  

                   グローバル意識醸成・ブロック大会運営委員会】 

 

 

〔委員長〕  鈴木雅之 （門真 JC） 

〔副委員長〕 山中紀明 （枚方 JC） 

       中原雄一郎（和泉 JC） 

       畑崎公輔 （東大阪 JC） 

       米田勇一 （豊中 JC） 

〔委員氏名〕 中岡和則 

 

《活動報告》 

１．大阪ブロック大会主管契約締結式の開催 

２．JCI‐ASPAC でのジャパンナイトブース出展 

３．大阪ブロック大会の開催 

４．JCI 世界会議でのジャパンナイトブース出展 

５．大阪ブロック大会主管 LOM との連携調整 

６．地域の新たな価値を発掘する次代の大阪ブロック大会の研究及び方針の策定 

７．インフラ整備の重要性を府民喚起する運動 

 

《委員所感》 

 今回、出向することになり、最初は時間がなかなか合わず委員会に参加することができませんでしたが、鈴木

委員長や畑崎副委員長に助けられ大阪ブロックの事業に参加しました。大阪ブロック大会では、ブロックのスケ

ールメリットを存分に感じ、JC マンとしての意識向上に繋がり、出向の重要性を改めて修得し、委員会名にあ

るグローバル意識も醸成することとなりました。出向にあたり支えてくれた LOM メンバー、そして、出向のチ

ャンスをくれた松本理事長に感謝いたします。 

 

 

【(公社)日本青年会議所 近畿地区 大阪ブロック協議会  

和の道徳心・商都大阪確立委員会】 

 

〔委員長〕  岸上秀生（池田 JC） 

〔副委員長〕 角野孝二（堺高石 JC） 



       山本大輔（摂津 JC） 

       倉本稔 （八尾 JC） 

       飯原清一（大東 JC） 

〔委員氏名〕 北尻広・川口洋子・山本貴之 

 

《活動報告》 

１．合同出陣式の開催 

２．わんぱく相撲大阪府決勝大会の開催 

３．大阪ブロック大会におけるフォーラムの開催 

４．災害支援活動の実施及び日本 JC・近畿地区との支援に関しての連携窓口 

５．連携推進運動・LOM 重点依頼運動の対応窓口及び LOM への周知及び支援 

６．大阪ブロック大会への協力 

７．JC カップ U－１１少年少女サッカー大阪予選大会の実施 

８．デフレ脱却に繋がる経済活性の取り組み 

《委員所感》 

 合同出陣式に始まり、わんぱく相撲大阪府決勝大会、そして、大阪ブロック大会におけるフォーラムの開催と

対内外の重要な事業を行う委員会で、全体委員会また小委員会が数多く開催され大変忙しく活発な委員会でした。

地域ごとに担当事業が振り分けられ集中はできたのですが、他地域と交流が取れず連携においては難がありまし

たが出向メンバーが一丸となり１年間なんとか乗り越えることができました。また、この委員会での特色である、

わんぱく相撲では、大阪府決勝大会で勝ち残った三役を連れて両国国技館で行われる全国大会へ子どもたちを引

率するとともに相撲部屋に泊まることができ、貴重な経験を積み、出向で得ることの多い１年でした。 

 

 

【(公社)日本青年会議所 近畿地区 大阪ブロック協議会 河内地域合同事業実行委員会】 

 

〔委員長〕  須田旭  

〔副委員長〕 山本浩巳（東大阪 JC） 

〔委員氏名〕 玉里健治・阿部智彦・寺村寛文・松本隆・北尻広 

 

《活動報告》 

１．合同事業（４月） 

２．合同例会（９月） 

 

《委員長所感》 

今年度、松本理事長のご厚意で近畿地区大阪ブロック協議会河内地域合同事業実行委員会に出向させていただ

きました。当初は委員長としての初出向の緊張から思うように活動できませんでした。力不足で出向者としては

ご心配をおかけしたことが多分にあったかと思いますが、私にとっては多くの学びがありました。 

手探りの中、親睦事業としての拡大居酒屋が藤井寺の地、料亭こもだで開催されることになり、議案作成、PR

とメンバーで奔走しました。４月１日というタイトな日程も重なり厳しい状況でしたが、最高の出向メンバーに

恵まれ、動画撮り、ブレーンストーミングによる会議の準備もすすみ、無事開催することができました。拡大居

酒屋で意識を皆で共有した結果、（一社）東大阪青年会議所は褒賞されるほどの拡大に成功されました。 

そして９月には、SAYAKA PARK FES と合同例会（拡大ロールプレイング）の異例の２DAYS 開催の例会



事業となり、河内地域８LOM のすべてのメンバーの協力無くては成し得ない事業が続きました。JC が解散して

存在しない大阪狭山市で後援をいただき開催できたこと、南海電気鉄道株式会社との相互協力で多くの来場者で

賑わい、用意した各地の名産３２００食のふるまいをあっという間に完食していただいたこと、多くの狭山近隣

にお住いの市民にアンケートにも参加いただき JC を知っていただいたこと、ひとえに皆様のご協力の賜物と思

っております。 

LOM とは違い、河内は一つという枠組みに身を置き、厳格かつ、緊張感溢れる会員会議所会議で議案上程さ

せていただくことで、地域や社会を考え、行動しているメンバーがたくさんいるという JC の素晴らしさをあら

ためて感じました。 

（一社）河内長野青年会議所５０周年の節目の年に、このような充実した JC 活動をさせていただいた松本理

事長はじめ、共に出向いただいた阿部さん、北尻さん、玉里さん、寺村さん、松本隆さん、山本さん、LOM の

皆様に感謝申し上げます。 

また、このような私にご指導賜りました、溝渕地区担当副会長、松井会務担当副会長、永田監査、８LOM の理

事長、専務、出向の委員会メンバー、すべての JC の皆様、本当にありがとうございました。 

 

  



２０１７年度 理事長対外活動報告 

 

1月 ４日（水）  （一社）堺高石青年会議所 新年互礼会 

          河内長野市「新年のつどい」 

1月 ７日（土）  （公社）岸和田青年会議所 総会 

1月 ８日（日）  河内長野市消防出初式 

1月１０日（火）  ５ヵ年計画 美しの里事業 表彰式 

1月１１日（水）  （公社）泉佐野青年会議所 新年賀交歓会 

  河内地域定例会員会議所会議 

1月１２日（木）  （公社）泉大津青年会議所 新年互礼会 

1月１３日（金）  （一社）松原青年会議所 総会 

1月１７日（火）  （一社）高槻青年会議所 新年互例会 

1月２０日（金）  京都会議 第 1回近畿地区会員会議所 運営会議 

1月２１日（土）  京都会議 （公社） 日本青年会議所 総会 

1月２３日（月）  （一社）藤井寺青年会議所 総会 

1月２５日（水）  （一社）羽曳野青年会議所 総会 

1月３０日（月）  大阪ブロック 合同出陣式 

           第 1回大阪ブロック会員会議所 運営会議 

 1月３１日（火）  （一社）和泉青年会議所 年賀会 

 

２月 ３日（水）  河内地域定例会員会議所会議 

２月１３日（月）  シニアクラブ幹事会 

 

３月 ４日（土）  河内地域定例会員会議所会議 

３月 ６日（月）  （一社）富田林青年会議所 理事会 

３月 ７日（火）  シニアクラブ 総会 

３月２０日（日）  大阪ブロック アカデミー 

３月２５日（土）  日本青年会議所 総会 

  理事長サミット 

 

４月 １日（土）  河内地域合同親睦事業 

４月 ２日（日）  長野敬老院 総会 

４月 ４日（火）  理事長サミット 

４月 ５日（水）  （一社）富田林青年会議所 理事会 

４月１０日（月）  河内地域定例会員会議所会議 

４月１２日（水）  （一社）東大阪創立 60周年記念コンペ 

４月１８日（火）  （一社）富田林青年会議所 定例会 

          シニアクラブ委員会 

４月２０日（木）  河内長野市商工会議所青年部 総会 

４月２１日（水）  八尾青年会議所５周年記念コンペ 

４月３０日（日）  大阪ブロック 国民討議会 



 

５月 １日（月）  市長・市議会議長 表敬訪問 

５月 ２日（火）  ジェイコム ＰＲ 

５月１０日（火）  河内地域定例会員会議所会議 

５月１２日（金）  大阪ブロック 拡大セミナー 

５月１４日（日）  河内長野市民まつり 

５月２０日（金）  河内長野水泳連盟 総会 

 

６月 ３日（土）  (一社)高槻青年会議所周年式典 

６月 ４日（日）  河内長野市国際交流協会（ＫＩＦＡ）総会 

（一社）東大阪青年会議所周年式典 

６月 ９日（金）  アスパック モンゴル大会 

６月１０日（土）  アスパック モンゴル大会 

６月１１日（日）  アスパック モンゴル大会 

６月１３日（火）  河内地域定例会員会議所会議 

６月１８日（日）  わんぱく相撲大阪決勝 

６月２２日（火）  （一社）羽曳野青年会議所 講演会 

６月２４日（土）  ４クラブ交歓会 

６月２９日（木）  河内長野市教育長表敬訪問 

 

７月 ５日（水）  大阪ブロック 拡大セミナー 

７月 ７日（金）  八尾青年会議所 周年記念式典 

７月 ８日（土）  近畿地区尼崎大会 

７月 ９日（日）  近畿地区尼崎大会 

７月１１日（火）  河内地域定例会員会議所会議 

７月１４日（金）  （一社）豊中青年会議所周年式典 

７月１９日（水）  第２回近畿地区会員会議所 運営会議 

          熊本豪雨災害 街頭募金活動 

７月２８日（金）  河内長野ロータリークラブ 定例会 

 

８月 ９日（水） 河内地域定例会員会議所会議 

８月１１日（金） 河内長野市市民水泳大会 

８月２０日（日） 大阪ブロック シンポジュウム 

８月２３日（水）  河内長野東ロータリークラブ 定例会 

 

９月 ４日（月）  シニアクラブ委員会 

９月１０日（日）  河内地域合同事業 SAYAKA PARKフェス 

９月１５日（金）  河内地域合同定例会 

９月１６日（土）  （一社）箕面青年会議所周年式典 

９月２３日（日）  大阪ブロック大会 和泉大会 

９月２９日（金）  全国大会埼玉中央大会 

９月３０日（土）  全国大会埼玉中央大会 



 

 

１０月１１日（月）  河内地域定例会員会議所会議 

１０月２０日（金）  河内長野市 副市長表敬訪問 

１０月２５日（水）  （公社）泉佐野青年会議所周年式典 

１０月３０日（日）  大阪ブロック アカデミー 

 

１１月 １日（水）  一日消防署長 

１１月 ２日（水）  河内長野市長表敬訪問 

１１月 ８日（水）  じゃがいもゴルフコンペ 

１１月２１日（火）  河内地域定例会員会議所会議、河内地域新旧引継ぎ式 

１１月２３日（木）  創立５０周年記念講演会 

１１月３０日（土）  ４クラブ交歓会 

 

１２月 ５日（火）  大阪ブロック大納会 

１２月２１日（木）  第 3回会員会議所 運営会議 

 

  



         

         

2017 年度（一社）河内長野青年会議所 シニアクラブ 事業報告 

         

【201７年度 年代別幹事】      

卒業年度 生年度 氏 名 卒業年度 生年度 氏 名 卒業年度 生年度 氏 名 

Ｓ49 9 年組 溝上 計延 Ｈ1 24 年組 成山 茂司 Ｈ18.19 

41,42 年

組 嶋田 宗明 

Ｓ50 10 年組 木下 昌治 Ｈ2.3 

25,26 年

組 谷 政人 Ｈ20 43 年組 玉田 光 

Ｓ52 12 年組 宮坂 元善 Ｈ4 27 年組 井戸 清明 Ｈ21.22 

44,45 年

組 

北東部  賀

規 

Ｓ54 14 年組 楠本 正隆 Ｈ6 29 年組 木村 慶治 Ｈ23.24 

46,47 年

組 安原 聡 

Ｓ55 15 年組 北浦 雍猛 Ｈ7 30 年組 土井 昭 Ｈ25 48 年組 

赤瀬  宗一

郎 

Ｓ56 16 年組 辻 知昭 Ｈ8 31 年組 岩本 義之 Ｈ26 49 年組 福田 卓也 

Ｓ57 17 年組 中野 克也 Ｈ9 32 年組 牧野 仁志 Ｈ27 50 年組 赤嶺 和弘 

Ｓ58 18 年組 井元 宏司 Ｈ10 33 年組 中浦 正文 H28 51 年組 土井 克紀 

Ｓ59 19 年組 竹田 昌史 Ｈ11 34 年組 上堂 友義       

Ｓ60 20 年組 木ノ本 寛 Ｈ12 35 年組 綾塔 京二       

Ｓ61 21 年組 古谷 一彦 Ｈ13 36 年組 稲谷 光央       

Ｓ62 22 年組 浅川 徹 Ｈ14.15 

37,38 年

組 芝本 智一 
      

Ｓ63 23 年組 森浦 好男 Ｈ16 39 年組 前田 良二       

      Ｈ17 40 年組 稲本 克己       
         

       【201７年度 担当幹事】（４６・４７年

組） 
    

中才 弘達・荒川 武彦・小谷 隆冨・高比良 昌也・森 貞夫    

西尾 勝彦・西野 修平・峯 満寿人・安原 聡(幹事長)    

         

    【201７年度 活動報告】       

日時 場所 内容     

平成 28 年 12 月 10 日 JC 会館 前年度よりの引継ぎ    

平成 29 年 1 月 15 日 JC 会館 46.47 年組幹事会（第１回世話人会打合せ）  

平成 29 年 1 月 19 日 ラブリーホール 現役新年総会    

平成 29 年 1 月 25 日 JC 会館 46.47 年組幹事会（第１回世話人会打合せ）  

平成 29 年 2 月 3 日 JC 会館 46.47 年組幹事会（第１回世話人会打合せ）  

平成 29 年 2 月 13 日 JC 会館 第一回シニアクラブ世話人会(2017 年度報告・2018 年度計画） 

平成 29 年 3 月 7 日 おばな旅館 冨貴亭 
2017 年度シニアクラブ総

会 

   



平成 29 年 4 月 26 日 JC 会館 46・47 年組幹事会（じゃがいも、合同例会他打合せ） 

平成 29 年 6 月 16 日 キックスイベントホール シニア・現役合同定例会（創立 50 周年記念式典）  

平成 29 年 9 月 29 日 JC 会館 46・47 年組幹事会（じゃがいも、他打合せ） 

平成 29 年 11 月 8 日 天野山カントリークラブ 2017 年度じゃがいもゴルフコンペ   

平成 29 年 12 月 15 日 JC 会館 第二回シニアクラブ世話人会 次年度への引継ぎ  

         

    【2017 年度 弔事関連報告】      

 1 月 14 日 御逝去        新宅 雅文様  シニア会員様         家族葬  

 2 月 10 日 御通夜        相宅 宏光様     御母堂  延子様  愛華Ｈ  
    11

日  御葬儀告別式       

11 月 13 日 御通夜       南 昌伸様           御尊父  文一様    長野メモリアルＨ  
  14 日 御葬儀告別式       

         

         

    【2017 年度 幹事長所感】 安原 聡    
 

 初めに松本理事長はじめ現役メンバーの皆様、一年間本当にお疲れ様でした。シニアクラブにおきましても、総会、定

例会、シニアじゃがいも合同コンペと、本年度も通年の事業を無事終える事が出来ました。これもシニアメンバーの皆

様、そして現役メンバーの皆様のご協力のお陰と感謝致しております。シニアクラブ例会としては、創立 50 周年記念式典

を盛大に、また滞りなく開催させて頂きました。そして、じゃがいもコンペでは現役、シニアを含め多数のご参加を頂

き、今回も現役との懇親を深める良い事業になったと感じています。                                                                                                                                                

本年度も多数のメンバーが卒業され、次年度は新入会員や経験年数の浅いメンバーが多数を占め活動されます。そのよう

な年を迎える 2018 年度も、シニアクラブは現役と特別会員の橋渡し的存在として、更に重要度が増すものと思われます

ので、何卒より一層の御協力をお願い致します。本年度一年間誠に有難う御座いました。 

 

  



【部会名】じゃがいも部会 

 

〔部長氏名〕       讃岐 巳樹也 

〔キャプテン氏名〕    北尻 広 

〔シニアクラブ幹事長氏名〕安原 聡 

 

《部会開催報告》 

 

１．2017 年シニアクラブ、じゃがいも部会合同コンペ  

  11 月 8 日 (水) 天野山カントリークラブ 

【参加者】15 名  【優勝者】中岡 和則 

 

《部長所感》讃岐 巳樹也 

本年度、じゃがいも部会は、シニアクラブと合同で開催しました。合同コンペ開催にあたりまして、 

シニアクラブの皆様にご協力いただき心より感謝申し上げます。ゴルフを通じて先輩と現役メンバーが交流でき

て、参加していただいた皆様が笑顔で楽しめる部会であることを改めて感じることができました。 

 最後になりますが、シニアクラブ幹事の皆様、御参加いただいた皆様に感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

 

  



2017年度一般社団法人河内長野青年会議所収支決算書（案） 
     

2016年 12月 1日から 2017年 11月 30日まで 
     

収入の部    単位：円 

科     目 決算額 予算額 差異 備    考 

１．会費収入 3,860,000 3,805,000 55,000   

    正会員会費収入 3,185,000 3,250,000 -65,000  予算 130，000×25名 

         決算 130，000×23名 

             195,000（新入会員） 

    特別会員会費収入 525,000 555,000 -30,000  予算 15,000×37名 

         決算 15,000×35名 

          

    正会員入会金収入 150,000 0 150,000  30,000×5 

         30,000×1（未収） 

２．寄付金収入 690,000 690,000 0   

    その他寄付金収入 690,000 690,000 0  卒業会員より     90,000 

         事務委託費     200,000 

         シニアクラブより  100,000 

         シニアクラブ（50周年） 300,000 

３．補助金収入 100,000 0 100,000  シニアクラブ（50周年 協力金） 

  50,000   50,000  河内長野市 

４．雑収入 21,410 1,000 20,410   

    受取利息 2 1,000 -998   

    その他雑収入 21,408   21,408  アサヒ飲料 

５．特定預金取り崩し収入 3,500,000 3,500,000 0   

当期収入合計（Ａ） 8,221,410 7,996,000 225,410   

前期繰越金 490,568 490,568 0   

収入合計（Ｂ） 8,711,978 8,486,568 225,410   

     

     

支出の部     

科     目 決算額 予算額 差異 備    考 

1．事業費 4,831,605 5,430,000 -598,395   

    例会事業費 398,897 600,000 -201,103   

    総会及び総務広報交流事業費 530,768 500,000 30,768   

    次代創造事業費 101,655 500,000 -398,345   

    郷育推進事業費 447,154 500,000 -52,846   

    褒章事業費 30,000 30,000 0   

    50 周年記念事業実行委員会 3,323,131 3,300,000 23,131   

２．管理費 2,856,459 3,025,012 -168,553   

 ①負担金支出 632,014 575,449 56,565   



    日本ＪＣ会費 172,500 155,000 17,500 予算 30,000+5000×25名 

        決算 30,000+5,000×28+2,500 

    ＪＣI会費 34,415 31,500 2,915 予算 1,260×25名 

        決算 1,375×3+1,165×26 

    日本ＪＣ 国際協力資金 52,925 45,625 7,300 予算 5×365日×25 名 

        決算 1,825×3+1,825×26 

    日本ＪＣ WE BELIEVE 購読料 83,250 75,000 8,250 予算 3，000×25名 

        決算 2,500+1,500+1,250 

           3,000×26 

    日本ＪＣ 京都会議登録料 8,324 8,324 0  登録料 8,000＋振込手数料 324 

          

    ブロック協議会費 156,200 138,000 18,200 予算 8,000+5,200×25名 

        決算 8,000+5,200×28+2,600 

    近畿地区協議会費 52,400 47,000 5,400 予算 2,000+1,800×25名 

        決算 2,000+1,800×26+1,800×2 

    河内地域負担金 72,000 75,000 -3,000  予算 ＠3,000×25名 

         決算 ＠3,000×24名 

 ②事務費 2,115,145 2,303,063 -187,918   

    給料 480,000 480,000 0  事務員給与 

    電話料 243,909 300,000 -56,091  シニアクラブ Fネット使用料込み 

    通信費 20,740 20,000 740   

    プロバイダー契約料 16,848 16,848 0  OCN（月額 1,404） 

    ホームページ管理料 0 31,475 -31,475  ㈱ＳＥＩＮＴ 

    印刷費 260,461 300,000 -39,539   

    消耗品費 16,543 40,000 -23,457   

    備品費 516,471 600,000 -83,529   

    水道光熱費 200,135 180,000 20,135   

    借地料 198,400 198,400 0   

    登記費 35,000 35,000 0   

    火災保険料 49,430 51,340 -1,910   

    雑費 77,208 50,000 27,208   

 ③渉外費 72,800 110,000 -37,200   

    ＪＣ渉外費 49,800 80,000 -30,200   

    諸渉外費 23,000 30,000 -7,000   

 ④租税公課 36,500 36,500 0   

    租税公課 36,500 36,500 0  固定資産税 

３．予備費 7,400 31,556 -24,156   

当期支出合計（Ｃ） 7,695,464 8,486,568 -791,104   

当期収支差額（Ａ）－（Ｃ） 525,946 -490,568 1,016,514   

収支差額（Ｂ）－（Ｃ） 1,016,514 0 1,016,514   

貸借対照表 



2017 年 1１月 3０日現在    

科   目   金   額   

１.資産の部       

①流動資産       

 現金預金 1,016,514 1,016,514   

②固定資産       

  その他固定資産（ＪＣ会館） 3,415,560     

  什器備品 489,695     

  特定預金 2,643,665     

      

      

      

   6,548,920   

資産合計     7,565,434 

        

２．正味財産の部       

  正味財産     7,565,434 

   （当期財産増加額）     (-3,325,290) 

        

正味財産合計     7,565,434 

 

  



２０１７年度 備品台帳 

 

a 減価償却資産 

番号 資産名称 帳簿価格 取得価格 償却方法 

１ 建物（JC 会館） 3,415,560 円 11,727,245 円 定額法 

２ テント一式 1 円 108,000 円 定率法 

３ エアコン（２階） 1 円 245,460 円 定率法 

４ 物置 1 円 140,990 円 定率法 

５ カムカム君 1 円 472,500 円 定率法 

６ 
優勝旗（ドッジボール

大会用） 
1 円 315,000 円 定率法 

７ 

デジタルフルカラー

複合機（リース） 

デスクトップパソコ

ン（リース） 

329,700 円 942,000 円 リース期間定額法 

８ エアコン（１階） 159,990 円 208,440 円 定額法 

 

b その他、許可申請法人において時価との差額が著しく多額でないと判断した資産 注 

番号 資産名称 帳簿価格 時価 時価の算定方法  

  円 円   

 

時価と帳簿価格の差額が著しく多額であるか否かについての判断基準を記載してください 

 

 

※b の資産について、その時価の算定根拠を示す書類（客観的な資料又は別表 B）を添付してください。 

注：時価評価資産及び原価償却資産以外の資産のうち、時価評価の対象となりうるものを記載してください。 

 

  



 

  



2018年度一般社団法人河内長野青年会議所収支予算書（案） 
   

2017年 12月 1日から 2018年 11月 30日まで 
   

収入の部  単位：円 

科     目 予算額 備    考 

１．会費収入 3,100,000   

    正会員会費収入 2,470,000  130，000×19 名 

    特別会員会費収入 630,000  15,000×42名 

    正会員入会金収入     

２．寄付金収入 650,000   

    その他寄付金収入 540,000  卒業会員より     240,000 

     事務委託費     200,000 

     シニアクラブより  100,000 

    登録料収入 90,000   

    協賛金収入 20,000   

３．補助金収入 50,000   

４．雑収入 1,000   

    受取利息 1,000   

    その他雑収入     

５．特定預金取り崩し収入 0   

当期収入合計（Ａ） 3,801,000   

前期繰越金 1,016,514   

収入合計（Ｂ） 4,817,514   



   

   

支出の部   

科     目 予算額 備    考 

1．事業費 2,346,000   

    例会事業費 600,000   

    総会及び総務広報交流事業費 550,000   

    まちづくり推進事業費 500,000   

    社会開発事業費 650,000   

    褒章事業費 46,000   

２．管理費 2,459,892   

 ①負担金支出 452,929   

    日本ＪＣ会費 125,000  ＠30,000＋＠5000×19名 

    ＪＣI会費 27,930  ＠1470×19名 

    日本ＪＣ 国際協力資金 34,675  ＠5×365日×19名 

    日本ＪＣ WE BELIEVE 購読料 57,000  ＠3，000×19名 

    日本ＪＣ 京都会議登録料 8,324  登録料 8,000＋振込手数料 324 

    ブロック協議会費 106,800  ＠8,000＋＠5,200×19名 

    近畿地区協議会費 36,200  ＠2,000＋＠1,800×19名 

    河内地域負担金 57,000  ＠3,000×19名 

 ②事務費 1,860,463   

    給料 480,000  事務員給与 

    電話料 300,000  シニアクラブ Fネット使用料込み 



    通信費 20,000   

    プロバイダー契約料 16,848  OCN（月額 1,404） 

    ホームページ管理料 31,475  ㈱ＳＥＩＮＴ 

    印刷費 300,000   

    消耗品費 40,000   

    備品費 150,000   

    水道光熱費 180,000   

    借地料 198,400   

    登記費 42,400   

    火災保険料 51,340   

    雑費 50,000   

 ③渉外費 110,000   

    ＪＣ渉外費 80,000   

    諸渉外費 30,000   

 ④租税公課 36,500   

    租税公課 36,500  固定資産税 

３．予備費 11,622   

当期支出合計（Ｃ） 4,817,514   

当期収支差額（Ａ）－（Ｃ） -1,016,514   

収支差額（Ｂ）－（Ｃ） 0   

副理事長運営方針（案） 



 

副理事長 土井 健司 

 

 

我がまち河内長野の明るい豊かな社会の実現の為に地域のオピニオンリーダーとして ５０年という永きに

渡り活動を展開してきた一般社団法人河内長野青年会議所、しかし メンバーが減少傾向にある昨今、限られた

メンバー全員が結束し、「奉仕」「修練」「友情」の三信条のもと青年会議所活動、会員拡大に取り組んでいかなく

てはなりません。 

その為にも総務広報交流委員会は一般社団法人河内長野青年会議所のより良い運営環境を整えべく定款及び

諸規定をさらに研究し各種会議の設営・運営・書類の作成には万全を期したいと思います。また外部への広報活

動は、ホームページやソーシャルネットワークなどの SNS 等を利用し各委員会が行った魅力ある事業・定例会

内容を掲載し LOM 内外への発信力を高め広報活動・会員拡大に貢献していきたいと思います。 

 

次世代に向け一般社団法人河内長野青年会議所を再び興し最高の１年にするという気を持って、明るい豊かな

社会の実現を目指して今年度の活動に取り組みます。 

 

何卒、会員並びに先輩諸兄の皆様のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

総務広報交流委員会              委員長 北尻 広 

 

1. 総会の主管を務める 

2. 定款及び諸規定の研究 

3. 会員名簿の作成 

4. 事務局保存資料の整備及び整理 

5. ロムスローガンの推進に努める 

6. 各種報告書の作成 

7. 対内及び対外的な広報活動の実施 

8. 追い出し会の実施 

9. 理事会の運営に努める 

10. 次代を担う優秀な会員拡大に努める 

 

 

 

  



副理事長運営方針（案） 

副理事長  和田 圭祐 

 

 

 一般社団法人河内長野青年会議所は、明るい豊かな社会の実現のために地域のオピニオンリーダーとして長年

活動を展開してまいりました。先輩諸兄の弛まぬ努力の上に築きあげてこられた想いと歴史を伝承することで昨

年度創立 50周年を無事迎えることができました。 

 しかし昨今の正会員は減少傾向にあります。その限られたメンバーの中で 50 年間の伝統を守っていかなくて

はなりません。そのためには、メンバー全員が一致団結し、「奉仕」「修練」「友情」という三信条のもと努力と情

熱をもって活動に取り組んで参りたいと思います。 

 

 本年度まちづくり推進委員会では、当青年会議所が主として活動を展開する河内長野市はもちろんのこと、活

動エリアである大阪狭山市をはじめ近隣市町村とのつながりの強化を図りながら活動に取り組んで参ります。正

会員の減少も大事な問題ではございますが、そもそもの河内長野市の人口減少を食い止めるべく、近隣市町村と

も連携しながら、魅力ある人づくり、活気あるまちづくり、めくもりある故郷の再興をはかります。 

 

 そしてまた本年度、理事長所信にもあるように、「想いを紡ぐ変革」を基に時代のニーズに合った新しい仕組み

を構築しながら、河内長野を再興する旗手となるべく邁進して参ります。 

 

 何卒、会員並びに先輩諸兄の皆様のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

◎まちづくり推進委員会           委員長   須田 旭 

 

１、まちづくり事業の実施 

２、婚活事業の実施 

３、大阪ブロック大会への協力 

４、優秀な会員拡大への協力 

 

 

  



副理事長運営方針（案） 

副理事長 望月 教佳 

 

本年度、社会開発委員会といたしまして「紡ぐ」をテーマとし、理事長所信を基に縦の軸と横の軸を構築し社

会開発の観点から青少年の心身を育成する事業、又、地域貢献活動を展開して参ります。 

 まず、地域の宝である子どもたち・風光明媚なまち・夢や希望を縦軸として、横軸には 河内長野で活動を行

う各種諸団体・行政関係各所を置き、未来を切り開くためのコミュニティを展開することで、社会開発の想い形

にして実現いたします。そのためにも今まで行ってきた事業を精査し、今後も継続していける事業を執り行って

参ります。 

 定例会においても、歴史あるこの河内長野を後世に紡ぐことを念頭におき、青年会議所が河内長野市にとって、

必要不可欠であり唯一無二の団体であるためにも、志・誇り・絆を持ち、変革を行い次世代のリーダーを育成で

きる定例会を開催いたします。 

 

何卒、会員並びに先輩諸兄の皆さまのご支援とご協力をたまわりますようお願い申し上げます。 

 

 

◎社会開発委員会             委員長 中岡 和則 

 

１、社会開発事業の実施 

２、河内長野水泳連盟への協力 

３、河内長野市民祭りへの協力 

４、優秀な会員拡大に努める 

 

 

 

  



専務理事運営方針（案） 

 

専務理事 山本 貴之 

 

 

 一般社団法人河内長野青年会議所は、多くの先輩諸兄の皆様をはじめ、行政関係各所・各種諸団体の皆様、河

内長野市民の皆様の深いご理解と多大なご協力のお陰をもちまして、昨年で 50 周年という節目を迎えることが

出来ました。そしてこれからも先輩諸兄の皆様が築きあげてくださった河内長野青年会議所をより発展させてい

くためにも、各メンバーの青年会議所活動に対する「熱い思い」や「行動力」を最大限発揮出来るよう専務理事

としてサポート出来るように努め、また大阪ブロック協議会等の出向活動にも積極的に参加出来る環境を作りメ

ンバーの活躍の場を広める支援も行い、河内長野青年会議所のさらなる発展のために努めて参ります。  

 

我々現役の各メンバーは理事長所信にもある「志」「誇り」「絆」を胸に青年会議所活動に邁進して参ります。 

 

何卒、会員並びに先輩諸兄の皆様のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

その他委員会事業計画（案） 

 

◎褒章委員会            委員長  山本 貴之 

 

1． 優秀な会員並びに優秀な委員会の褒章を行う。 

 

 

◎入会審査委員会          委員長  山本 貴之 

 

  



 出向者一覧  
 

 

公益社団法人日本青年会議所 近畿地区大阪ブロック協議会  

 

◆和の精神創造委員会 

 

副委員長 竹原 義治 

委員   土井 健司 

委員   古川 潤卓 

委員   山上 喜由 

委員   北尻 広 

委員   町田 樹 

 

 

 

 

◆河内地域合同事業実行委員会 

 

委員 北尻 広 

委員 町田 樹 

 

  



         

 2018 年度 一般社団法人河内長野青年会議所 

         

         

    

担当例会月

（案） 

   

         

 １月  １８日 総務広報交流委員会 

 ２月   １日 まちづくり推進委員会 

 ３月   １日 社会開発委員会 

 ４月   ５日 事務局 

 ５月  １０日 会員拡大委員会 

 ６月   ７日 総務広報交流委員会 

 ７月   ５日 社会開発委員会 

 ８月   ２日 総務広報交流委員会 

 ９月   ６日 事務局 

 １０月   ４日 社会開発委員会 

 １１月   １日 まちづくり推進委員会 

 １２月   ６日 総務広報交流委員会 

 

 


