
1 

 

 

目 次 

２０１９年度１月通常総会次第 ............................................................................................ ２ 

２０１９年度理事長所信  ................................................................................................... ３ 

議案・報告  ......................................................................................................................... ５ 

２０１８年度事業報告  ....................................................................................................... ６ 

 総会 

 理事会 

 定例会 

委員会事業報告  .............................................................................................................. １４ 

 総務広報交流委員会 

 社会開発委員会 

 まちづくり推進委員会 

 会員拡大研修委員会 

 褒章委員会 

出向者事業報告  .............................................................................................................. ２１ 

近畿地区 大阪ブロック協議会 

   持続可能な大阪確立委員会 

理事長対外活動報告 ....................................................................................................... ２３ 

シニアクラブ事業報告  ................................................................................................... ２５ 

じゃがいも部会  .............................................................................................................. ２６ 

２０１８年度（一社）河内長野青年会議所収支計算書（案）  ..................................... ２７ 

貸借対照表 ......................................................................................................................... ２９ 

財産目録  ......................................................................................................................... ３０ 

備品台帳  ......................................................................................................................... ３１ 

監査報告書  ..................................................................................................................... ３２ 

２０１９年度（一社）河内長野青年会議所収支予算  ................................................... ３３ 

２０１９年度事業計画（案）  ........................................................................................ ３５ 

 副理事長運営方針（案） 

 専務理事運営方針（案） 

２０１９年度出向者一覧  ............................................................................................... ３９ 

２０１９年度年間スケジュール  .................................................................................... ４０ 

２０１９年度委員会構成図 ............................................................................................... ４１ 

定款・諸規定 

 

 



2 

 

2020 年度 1 月通常総会次第 
日時：２０２０年１月１６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）会議室１、２ 

担当：総務広報交流委員会 

司会： 

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 ２０１９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 ２０２０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（２０１９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 
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2020 年度 理事長所信(案) 

 

一般社団法人河内長野青年会議所 

2020 年度 理事長 奥村 亮 

 

青年会議所には、素晴らしい出会いがある。 

出会いには、人の未来を変える力がある。 

私は、誰かの未来をより良く変える存在でありたい。 

この言葉は、公益社団法人日本青年会議所 2020 年度会頭の石田全史くんの所信挨拶の

冒頭です。この言葉は、自分の思いとも繋がります。私は、青年会議所で素晴らしい出

会いがありました。未来も考え方も変えて頂きました。そして、私も誰かの未来をより

良く変える存在でありたいと考えております。そんな私の未来を変えてくれた青年会議

所をこれからも多くの方の未来をより良く変え続ける存在であり続けられるように、53

代理事長として愛情と情熱をもって河内長野の地で先輩方が築き上げてこられた信頼

に驕らず、「奉仕」「修練」「友情」という三信条のもと「明るい豊かな社会」の実現の

ため、地域に根ざした活動をこれからも行ってまいります。 

今年度の(一社)河内長野青年会議所では変えてはならないもの、引き継いでいくものは

これからもLOMの柱として持ち続けます。しかしながら、メンバー数が毎年減り続け、

20 人を切る状況になっている中で、変えないと青年会議所の継続ができないと思われ

る点については、変えていきたいと考えております。そのような思いの中で、「不易流

行 ~持続可能な青年会議所を目指せ!!~」を LOM スローガンに掲げ、1 年間を仲間と共

に歩んでいきたいと考えております。そして、メンバーが成長を実感できるような青年

会議所であること「挑戦できる・仲間を見つける青年会議所」になれるよう活動してま

いります。 

そのためにも、今年の委員会には選択と集中、挑戦しやりきる事ことを徹底的に求めて

いきたいと考えております。厳しさの中でこそ生まれる友情と仲間意識を堅持できるそ

んな団体に変革していきます。その為には、委員会の活動が礎となってまいります。 

本年度はメンバー数が少ない中でも成長できる場所を多く提供するためにも昨年度と

変わらず３委員会(総務広報交流委員会・人間力開発委員会・社会開発委員会)を編成致

しますが、対外活動の多かった社会開発委員会を二つに分けることで委員会毎の担いを

平準化致します。平準化してもメンバー数が少ないため、一人一人の役割は大きくなり

ますが、日頃の理事会では、理事メンバー毎が切磋琢磨しながらより良い案件を求めて

いく、委員会はいい案件を作ることで委員の成長につなげていく、それが青年会議所の

成長にもつながると信じております。しかしながら、理事会を通過すれば全員が自分事

とし熱い思いで一致団結し全員で活動する。そんな熱い集団になれるようメンバー全員

で進いきましょう。 

 

何卒、会員並びに諸先輩方のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
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これも平素より私達の活動に対してお支え頂いております諸先輩方をはじめ、市民の皆

様や行政・各諸団体の皆様方の深い理解と多大なるご協力を頂いておりますお陰であり

深く御礼申し上げます。 
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議  事 
 

 

＜議 案＞ 

第１号 議案  ２０１９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  ２０２０年度事業計画並びに収支予算報告の件 
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２０１９年度 事業報告 

 

一般社団法人河内長野青年会議所 

２０１９年度理事長 北尻 広 

 

 本年度、「百折不撓～歴史がつなぐ次代への活力～」をＬＯＭスローガンに掲げ、失敗を

恐れることなく何事にもチャレンジし、まずは行動を起こすことが大事であることを念頭

に１年間様々な活動に邁進してまいりました。 

 

 総務広報交流委員会では、１月通常総会に始まり広報活動や理事会の運営、各種資料作成

と多くの事を、ＬＯＭの柱として活動をしていただきました。１月通常総会では、２０１９

年のスタートとしてスムーズな議事進行により滞りなく終えることができました。８月に

はＩＲとカジノの事を知る定例会を開き、委員長にはＩＲついて講演をしていただき、カジ

ノ体験ではルーレット等を体験しました。１２月定例会及び追い出し会では、副理事長、委

員長が卒業生で当日委員メンバーには負担が多かったのですが、同志であり、共に永きに渡

り青年会議所活動に邁進してきました卒業メンバー４名を、現役メンバーと諸先輩方で、楽

しく感動的な時間を共有しながら卒業生を送り出すことが出来ました。 

 

 社会開発委員会では、大きな事業を担う委員会であるにも関わらず、３回の定例会を開催

していただいきました。３月には、「地元の特産を知ろう」をテーマに天野酒の酒蔵で定例

会を開催し、歴史を学ばせていただきました。５月には、市民まつりへの事業協力と小学生

わんぱく相撲大会を開催し、男女ともにわんぱくな子供たちの応募が多数あり講評でした。

全国大会への切符を掴む事が出来ませんでしたが、参加選手の良い経験になったと感じま

した。６月には、掃除をテーマにした定例会を開催していただきました。河内長野駅周辺、

三日市駅周辺のゴミ拾いをし、一番多くゴミを拾えるかを競いました。近隣の方からお礼の

言葉をいただき有意義な定例会になりました。１０月には、マス釣りをテーマにした定例会

を開催していただきました。日程変更や開催場所がいつもと違う事もあり参加者が少なか

ったのですが、メンバーが団結する為に共に食べ物を取り、食べ物を取ることの難しさやあ

りがたみを知る良い定例会になりました。１１月には、第１４回ＪＣ杯小学生ドッジボール

大会２０１９を開催しました。ドッジボールを通じ子供たちに運動能力、持久力を身に付け

て礼儀、思いやりの気持ち、感謝の心を学んで貰えたと感じたと共に、我々自身も子供たち

の真剣な表情、姿勢を見て、子供たちから多くの勇気と感動を与えられた事業であり、青少

年事業の一助に寄与できたものと考えます。 
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会員拡大研修委員会では、定例会を３回開催していただきました。２月には、講師を招き会

員拡大の為のコーチングしていただき、ＪＣの魅力や加入することで得られるメリットな

どを参加者全員で共有し、どのようにすれば会員拡大につながるかを学ぶ良い定例会にな

りました。５月には、講師を招きＳＤＧｓについて講演していただきました。「ＳＤＧｓ（持

続可能な開発目標）」は（公社）日本青年会議所でも「地域社会でＳＤＧｓを達成していく

ための事業」として取り組みを行っており、第１１項目に挙げられている「住み続けられる

街づくり」などカードゲームを取り入れた学びの多い定例会になりました。１１月には、シ

ニアクラブと合同定例会と婚活事業を開催していただきました。合同定例会では、講師とし

てマジシャンを招き次世代の子供たちに青年会議所への関心を持っていただき、先々の河

内長野青年会議所への入会の一助になった良い定例会でした。婚活事業では、河内長野の公

園でバーベキューを楽しんでいただきました。３組のカップルが成立しました。 

 

 事務局では、定例会を２回開催していただきました。４月では、講師を招きロバート議事

法を学び、理事会での積極的な意見交換やスムーズな議事進行に役立つ良い定例会になり

ました。７月では、先輩諸兄との交流会を開催していただきました。入会年数が浅いメンバ

ーが多くなっており、先輩諸兄との関係性が希薄になっていた為、今回の定例会で顔、名前

を覚えていただき意見交換をしました。また、委員会や出向者へのサポートや対外、対内で

の取りまとめや調整等さまざまな実務をやり遂げて頂きました。 

 

 出向者におきましては、行政、近畿地区協議会、大阪ブロック協議会、河内地域と多くの

メンバーに出向していただきました。 

 

 結びになりますが、行政、各諸団体の皆様、先輩諸兄の皆様のご協力に感謝申し上げると

共に２０１９年度一般社団法人河内長野青年会議所第５２代理事長として支えてください

ました、メンバーの皆様に感謝申し上げます。１年間ありがとうございました。 
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総 会 
 

【 定 時 総 会 】 

日時：２０１９年１月１７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  ２０１８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  ２０１９年度事業計画並びに収支予算報告の件 

 

【 臨 時 総 会 】 

日時：２０１９年８月８日（木） 

場所：（一社）河内長野青年会議所 事務局 

議事 

 第１号議案  ２０１９年度理事役員承認の件 
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理事会 
 

※2018 年 9 月 21 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 2019 年度組織図（案） 

② 2019 年度構成図（案） 

③ 2019 年度担当月例会（案） 

④ 2019 年度事業計画（案） 

 

※2018 年 10 月 10 日（木）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（案） 

 ② その他祝い金の件 

 ③ 他ロム祝い金の件 

 

※2018 年 11 月 15 日（木）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  総会の主管を務めるの件（総務広報交流委員会） 

  

※2018 年 12 月 20 日（木）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 3 月定例会日程変更の件 

② 拡大レースの件（会員拡大研修委員会） 

③ 2 月定例会の件（会員拡大研修委員会） 

 

※2019 年 1 月 10 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 

 

※2019 年 2 月 21 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（事務局） 

② 会員名簿作成の件(総務) 

③ 総会の主管を務めるの件(直前理事長への記念品)(総務) 

④ 総会の主管を務めるの件(総務) 

⑤ 5 月定例会日程変更の件(事務局) 
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※2019 年 3 月 22 日（木）一般社団法人河内長野青年会議所 

審議事項 

① 5 月定例会の件（会員拡大研修委員会） 

② 社会開発事業実施の件(わんぱく相撲)(社会開発委員会) 

③ 3 月定例会の件(社会開発委員会) 

 

※2019 年 4 月 18 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(社会開発委員会) 

 

※2019 年 5 月 23 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(事務局) 

② ドッジボール大会実施の件(社会開発委員会) 

③ 4 月定例会(事務局) 

④ 入会審査の件(事務局) 

⑤ 委員会配属の件(事務局) 

 

※2019 年 6 月 20 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(総務広報交流委員会) 

② わんぱく相撲の件(社会開発委員会) 

③ ドッジボール大会の件(社会開発委員会) 

 

※2019 年 7 月 18 日（木）一般社団法人河内長野青年会議所 

審議事項 

① 2 月定例会の件(会員拡大研修委員会) 

② 入会審査の件(事務局) 

③ 委員会配属の件(事務局) 

 

※2019 年 8 月 22 日（木）一般社団法人河内長野青年会議所 

審議事項 

①  婚活事業(会員拡大研修委員会) 

② 10 月定例会の件(社会開発委員会)) 

③ 2 月定例会の件(会員拡大研修委員会) 

④ 5 月定例会の件(会員拡大研修委員会) 

⑤ 7 月定例会の件(事務局) 
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※2019 年 9 月 19 日（木） 一般社団法人河内長野青年会議所 

審議事項 

① 11 月定例会の件(会員拡大研修委員会) 

② 6 月定例会の件(社会開発委員会)) 

③ 8 月定例会の件(総務広報交流委員会) 

④ 8 月臨時総会の件(総務広報交流委員会) 

 

※2019 年 10 月 17 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(総務広報交流委員会) 

② 8 月臨時総会の件(総務広報交流委員会) 

③ JC 杯小学生ドッジボール大会の件(社会開発委員会) 

④ 6 月定例会の件(社会開発委員会) 

⑤ 10 月定例会の件(社会開発委員会) 

 

※2019 年 11 月 21 日（木） 一般社団法人河内長野青年会議所 

審議事項 

① JC 杯小学生ドッジボール大会の件(社会開発委員会) 

 

※2019 年 12 月 17 日（木） 一般社団法人河内長野青年会議所 

審議事項 

① 入会審査の件(事務局) 

② 褒章(事務局) 

③ 他ロム祝い金の件(事務局) 

④ その他祝い金の件(事務局) 

⑤ 婚活事業(会員拡大研修委員会) 

⑥ 会員拡大レース(会員拡大研修委員会) 

⑦ 11 月定例会(会員拡大研修委員会) 

⑧ 3 分間スピーチ(会員拡大研修委員会) 

⑨ 大阪ブロック大会吹田大会ブース出展の件(会員拡大研修委員会) 

⑩ ロムスローガン推進に努めるの件(総務広報交流委員会) 

⑪ 12 月定例会(総務広報交流委員会) 

 

※2019 年 12 月 26 日（木） 一般社団法人河内長野青年会議所 

臨時理事会 審議事項 

① 婚活事業(会員拡大研修委員会) 

② 大阪ブロック大会吹田大会ブース出展の件(会員拡大研修委員会) 
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定例会 
 

１月１７日 木曜日 総務広報交流委員会 委員長 須田旭 

           河内長野市私立文化会館（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７日  木曜日 会員拡大研修委員会 委員長 町田樹 

          河内長野市市民交流センター キックス 中会議室ＡＢ 

講 師：森 元気 氏 

テーマ：「盛り上げよう、河内長野 JC!! ~未来につながる会員拡大~」 

≪正会員出席率７６％≫ 

 

３月２日 土曜日 社会開発委員会 委員長 竹原義治 

         西條合資会社 

講 師：蔵主 西條 陽三 氏 

テーマ：「地元の特産を知ろう」 

≪正会員出席率６２％≫ 

 

４月４日  木曜日 事務局 委員長 和田圭祐 

          （一社）河内長野青年会議所 ＪＣ会館 ２Ｆ 

講 師：悳山 幸由 氏 

テーマ：「学ぼう JC ~ロバート議事法とは~」 

≪正会員出席率５７％≫ 

 

５月９日  土曜日 会員拡大研修委員会 委員長 町田樹 

           河内長野市市民交流センター キックス 中会議室ＡＢ 

講 師：岡島 克樹 氏 

テーマ：「楽しく学ぼう「SDGs」~17 個の目標ってな~んだ!?~」 

≪正会員出席率６９％≫ 

 

６月８日  土曜日 社会開発委員会 委員長 竹原義治 

         （一社）河内長野青年会議所 ＪＣ会館、河内長野駅、三日市町駅 

テーマ：「令和元年 奥河内鬼ピカ大作戦」 

≪正会員出席率５９％≫ 
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７月１４日 木曜日 事務局 委員長 和田圭祐 

          おばな旅館 富貴亭 

テーマ：「河内長野 JC 交流会」 

≪正会員出席率７７％≫ 

 

８月８日  木曜日 総務広報交流委員会 委員長 須田旭 

          （一社）河内長野青年会議所 事務局 

臨時総会 

≪正会員出席率１００％（委任表決人含む）≫ 

 

９月２３日 月曜日 大阪ブロック大会 吹田大会にブース出展 

           万博記念公園内 お祭り広場 大阪府吹田市千里万博公園 

テーマ：「Suitable EXPO ~塔サン 大阪は元気です!~」 

 

１０月５日 火曜日 社会開発委員会 委員長 竹原義治 

           千早川マス釣り場 

テーマ：「組織力を釣る!」 

≪正会員出席率５０％≫ 

 

１１月７日 木曜日 会員拡大研修委員会 委員長 町田樹 

           河内長野市市民交流センター キックス 大会議室ＡＢ 

講 師：魔法の愛華 氏 

テーマ：「未来に翔け ~摩訶不思議体験~」 

≪正会員出席率６９．５％≫ 

 

１２月５日 木曜日 総務広報交流委員会 委員長 須田旭 

           天然温泉 憩いの宿 河内長野荘 

講 師：代走みつくに 氏・高木奈緒子 氏 

テーマ：「１２月定例会並びに追い出し会」 

≪正会員出席率７４％≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

【委員会名】総務広報交流委員会 

 

［委員長氏名］  須田旭 

［副委員長氏名］ 土井義鷹 

［委員氏名］      寺村寛文，南端弘鷹，長﨑正幸，堀内皓介 

 

 

《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  2019 年 1 月 17 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：54 名《正会員 22 名／特別会員 17 名／来賓 15 名》 

             《正会員出席率 100％（委任表決人含む）》 

   

  ８月臨時総会 

    日 時  2019 年 8 月 8 日 

    場 所  （一社）河内長野青年会議所 事務局 

   参加者合計人数：23 名 ≪正会員 23 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  2019 年 12 月 5 日 

    場 所  天然温泉 憩いの宿 河内長野荘 

   参加者合計：35 名  ≪正会員 17 名／特別会員 18 名≫ 

             ≪正会員出席率 74％≫ 

               

９．理事会の運営に務める 
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 8 月定例会 

    日 時  2019 年 8 月 8 日 

      場 所  河内長野市立市民交流センター（キックス）大会議室Ａ 

     テーマ  「ＩＲ（統合型リゾート）とカジノを知ろう！」 

    参加者合計人数：15 名≪正会員 15 名≫ 

             ≪正会員出席率 62.5％≫ 

 

 

 

《委員長所感》 須田旭 

ありがとうございました。 
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【委員会名】 社会開発委員会  

 

〔委員長氏名〕   竹原 義治 

〔副委員長名〕  田村 友裕  

〔委員氏名〕   井出 慎理，野原 靖宏，野村 祐介，吉田 健一  

  

 

≪委員会事業報告≫ 

１．３月定例会 

日 時  2019 年３月２日 土曜日  

場 所  西條合資会社 

テーマ  地元の特産を知ろう 

参加者合計：22 名   ≪正会員 13 名／特別会員 9 名／一般 ０名≫  

≪正会員出席率 62％≫ 

2．河内長野市市民祭り 

日 時  2019 年５月 12 日 日曜日 

場 所  赤嶺市民広場 安全委員会担当 

参加者合計：８名     ≪正会員８名≫ 

≪正会員出席率 36％≫ 

  

3. わんぱく相撲河内長野場所 

日 時  2019 年５月 19 日 日曜日（2019 年６月 15 日土曜日 大阪府決勝大会）  

場 所  河内長野市立長野小学校体育館 

参加者合計：173 名  ≪正会員 14 名／特別会員５名／一般 146 名≫  

≪正会員出席率 64％≫ 

  

4. ６月定例会 

日 時  2019 年６月８日 土曜日 

場 所  ＪＣ会館、河内長野駅、三日市町駅 

テーマ  令和元年 奥河内鬼ピカ大作戦 

参加者合計：14 名   ≪正会員 13 名／特別会員１名≫  

≪正会員出席率 59％≫ 

  

5. 河内長野市市民水泳大会 

日 時  2019 年８月 11 日 

場 所  菊水スイミングスクール  第一、 第二レーン計測係 

参加者合計：８名   ≪正会員８名≫ 

≪正会員出席率 36％≫ 
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 6. 10 月定例会 

日 時  2019 年 10 月５日 土曜日 

場 所  千早川マス釣り場 

テーマ  組織力を釣る！ 

参加者合計：15 名   ≪正会員 11 名／特別会員１名／一般３名≫ 

≪正会員出席率 50％≫ 

  

7. 第 14 回ＪＣ杯小学生ドッジボール大会 

日 時  2019 年 11 月３日 日曜日 

場 所  市民総合体育館 

参加者合計：365 名   ≪正会員 11 名／特別会員４名／一般約 350 名≫ 

                        ≪正会員出席率 50％≫ 

  

8. 奥河内ムービープロジェクトへの協力 ドライバー協力  

  

 

 

≪委員長所感≫   

初めての委員長という役職を受け委員会運営の難しさと共に例会、事業などの準備の大切

さを 学ばせて頂きました。次年度はその経験を生かせるように努めてまいります。 

今年度は講師例会が多い中その概念にとらわれる事の無いよう会員自身が体験できるよう

に委員会で考え工夫し行った事は例会を準備していく中でとても楽しみもあり、実際に例

会を行って会員の楽しんでいる姿を見るとやってよかったと感じました。 

わんぱく相撲、ドッジボール大会と協賛金を募って事業を行いなんとか例年通りの規模で

開催出来た事は大変うれしく良かったと思いました。 

多くの皆様のご協力誠にありがとうございました。 
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【委員会名】会員拡大研修委員会  

  

〔委員長氏名〕   町田 樹 

〔副委員長氏名〕  古川 潤卓 

〔委員氏名〕   田中 健  

  

  

≪委員会事業報告≫ 

１. ２月担当例会 

日 時  2019 年２月７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  盛り上げよう、河内長野 JC！！ 未来につながる会員拡大  

参加者合計：16 名  ≪正会員 14 名／特別会員 2 名／一般 0 名≫ 

≪正会員出席率：76％≫  

  

２. ５月担当例会 

日 時  2019 年 5 月 9 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  楽しく学ぼう「SDGｓ」（１７個の目標ってな～んだ！？） 

参加者合計：23 名  ≪正会員 16 名／特別会員 4 名／一般 3 名≫  

≪正会員出席率：69％≫  

  

３. 11 月シニアクラブ合同定例会 

日 時  2019 年 11 月 7 日 

場 所  河内長野市市民交流センター  キックス 大会議室 AB 

テーマ  未来に翔け ～摩訶不思議体験～ 

参加者合計：24 名     ≪正会員 16 名／特別会員 8 名／一般 0 名≫ 

                       ≪正会員出席率：69.5％≫ 

  

４. ENJOY!! THE Nature in ～恋活～ 

日 時  2019 年 11 月 17 日  

場 所  大阪府営 長野公園 

参加者合計：34 名   ≪正会員 10 名／一般 24 名≫  

                   ≪正会員出席率：43％≫  
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 ≪委員長所感≫   

（一社）河内長野市青年会議所会員拡大委員会は、２月には青年会議所の更なる会員拡大 

の推進を促すために、まず河内長野青年会議所の起源と歴史を認知してもらい、コミュニ 

ケーショントレーナーの講師をお招きして現役会員メンバーがコーチングを学び、メンバ

ー同士が交流を深めて積極的に青年会議所をどのように盛り上げていくかを考察しました。 

５月定例会では国際目標である「SDGｓ」（持続可能な開発目標）をテーマに、世界での義 

務や活動を認知してもらい、講師からの話を聞くだけではなく「SDGｓ」の内容が書かれた

カードゲームを用いて楽しみながら学ぶことによって参加者全員のコミュニケーション 

と認知を図ることが出来ました。 

11 月にはシニアクラブとの合同例会を行い、マジシャンの方をお招きし、マジックを通じ

て若手の現役会員とシニアの方々との交流の一助となりました。そして同じく 11 月半ばに

事業として長野公園にて「ENJOY!! The Nature in～恋活～」と題した婚活事業を開催しま

した。段取りの悪さから予定していた人数は集まりませんでしたが BBQやビンゴゲームで

参加者全員に話す機会を作り、無事にカップルが誕生したことによって河内長野市民の方

や市に関連している方に出会いの場を提供することが出来ました。 

研修事業としては３分間スピーチと会員拡大レースを行い、現役会員が青年会議所での自 

己の研鑽と、会員拡大への積極的な取り組みに寄与することが出来ました。 

会員拡大研修委員会委員長としてこの１年間未熟で至らず迷惑ばかりかけましたが、忙し

い中サポートしてくれた委員会メンバー、理事長、LOM メンバーのお陰で予定していた事 

業をすべて実行することが出来ました。 

ありがとうございました。 
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【委員会名】褒賞委員会  

  

〔委員長氏名〕   土井 健司 

〔委員氏名〕   北尻 広・工藤 大基・奥村 亮・中岡 和則 

         和田 圭祐・讃岐 巳樹也 

  

  

≪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  野村 祐介・長崎 正幸 

優秀委員会  社会開発委員会 

定例会１００％出席者  ２名 

 

 

≪委員長所感≫ 

平成３１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。 
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出向者事業報告 
 

【2019 年度 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 持続可能な大阪確立委員会】 

 

■メンバー 

担当会務：川西佳慶（泉大津 JC） 

委員長 ：今城克久（富田林 JC） 

副委員長：中山航（四條畷 JC） ・ 今井和秀（茨木 JC） 

 谷展和（泉南 JC） ・ 奥村亮（河内長野 JC） 

 事務局長：和田圭祐（河内長野 JC） 

委  員：中岡和則 ・ 古川潤卓 ・ 田村友裕 ・ 土井義鷹 ・ 井出真理 

      ※委員は全て河内長野 JC からの出向者 

 

■活動報告 

 1．多子社会の実現へ向けた国民討議会（2019.02.26） 

2．公開討論会のための勉強会（2019.03.04） 

 2．大阪府知事選挙に伴うネット討論会（2019.03.15） 

 3．多子社会の実現へ向けた国民討議会（2019.06.25） 

 4．参議院議員選挙(大阪府選挙区)に伴うネット討論会（2019.07.01） 

 5．親子で楽しく学防災（2019.07.14） 

 6．大阪ブロック 大納会（2019.12.04） 

 

■副委員長所感 

本年度、「近畿地区 大阪ブロック協議会 持続可能な大阪確立委員会」に副委員長として

出向させて頂きました。JC 歴も 2 年目と浅く議案書も書いたことがない状態での出向でし

たが、川西会務（泉大津 JC）と今城委員長（富田林 JC）導いていただき、ブロックでは 2

案件（大阪府知事選挙の公開討論会・参議院選挙の公開討論会）を担当させて頂きました。

特に「大阪府知事選挙の公開討論会」では、当初は 7 月の予定で用意していたので 2 月か 3

月から議案書を書きだすのかなと考えておりましたが、統一地方選挙と同日のダブル選挙

となり、12 月末から議案書を書き出し、３月に公開討論会の開催となり、公開討論会の 1

週間前まで候補者が決まらず公開討論会が実施できるかどうかわからないような状態でし

たが、無事開催しマスコミ各社に来ていただき大きな反響をいただきました。 
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このように、ブロック出向とは大変な面はありますが、自分のロムでは経験できないことに

トライできる本当に尊い機会の提供であります。今年度、私を選んでいただきました理事長

には感謝しかありません。また、私が副委員長で出向するにあたり一緒に出向頂きました

「和田くん・中岡くん・古川くん・田村くん・土井くん・井出くん」には私をお支え頂き共

に汗を流していただきました。このメンバーがいたからこそ 1 年を通して頑張ることがで

きました。本当にありがとうございました。また、委員長をはじめ LOM でのサポートをし

ていただきましたメンバーの皆さま、本当に多くの方のお支えがあったお陰でブロック出

向に全力を傾けることができました。本当にありがとうございました。今年度の恩返しがで

きるよう来年度は理事長として LOM に貢献してまいります。 

1 年間、本当にありがとうございました。 
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２０１９年度 理事長対外活動報告 

 

1月 ７日（月）  （一社）堺高石青年会議所 新年互礼会 

1月１２日（土）  （一社）松原青年会議所 新年式典 

1月１３日（日）  河内長野消防出初式 

1月１５日（月）  泉佐野青年会議所 

1月１６日（火）  泉大津青年会議所 

1月１８日（土）  京都会議  

1月２１日（火）  河内地域会員会議所会議 

1月２２日（火）  （一社）藤井寺青年会議所 総会 

1月２３日（水）  （一社）富田林青年会議所 総会 

1月２４日（木）  （一社）羽曳野青年会議所 総会  

1月２５日（金）  大阪ブロック 合同出陣式  

           第 1回会員会議所 運営会議 

 

２月 ９日（金）  大阪ブロック拡大アカデミー 

２月１８日（月）  河内地域会員会議所会議 

 

３月１９日（月）  河内地域会員会議所会議 

 

４月１８日（木）  河内長野商工会議所青年部 総会 

４月２２日（月）  河内地域会員会議所会議 

４月２８日（日）  河内地域合同親睦事業 

  

５月１２日（日）  河内長野市民まつり 

５月１９日（日）  河内長野水泳連盟 総会 

５月２０日（月）  河内地域合同親睦事業 

 

６月１３日（木）  ４クラブ交歓会 

６月１５日（日）  わんぱく相撲 大阪府決勝大会 

６月２４日（月）  河内地域合同親睦事業 

 

 

７月 ８日（月）  第２回会員会議所 運営会議 

          近畿地区亀岡大会 

７月２３日（火）  河内地域会員会議所会議 

７月２５日（木）  和泉青年会議所 ５５周年記念式典 

８月１１日（日）  河内長野市民水泳大会 
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８月２９日（木）  河内地域会員会議所会議 

 

９月１３日（金）  河内地域合同定例会 

９月２３日（月）  大阪ブロック大会 吹田大会 

 

１０月１２日（金）  全国大会 富山大会 

１０月２４日（月）  河内地域会員会議所会議 

 

１１月２６日（火）  河内地域会員会議所会議・河内地域新旧引継ぎ式 

 

１２月 ４日（水）  第３回会員会議所 運営会議・大阪ブロック大納会 

１２月１３日（金）  ４クラブ交歓会 

１２月１６日（金）  六青会 

１２月１９日（木）  近畿地区協議会 凱旋式、総会 
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【部会名】じゃがいも部会 

 

〔部長氏名〕       中岡 和則 

〔キャプテン氏名〕    讃岐 巳樹也 

〔シニアクラブ幹事長氏名〕古川 大 

 

《部会開催報告》 

 

１．2019 年シニアクラブ、じゃがいも部会合同コンペ  

  １１月１５日 (日) 天野山カントリークラブ 

【参加者】20 名  【優勝者】松本 耕輔 

 

《部長所感》中岡 和則 

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。 
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収入の部 単位：円
科　　　　　目 予算額 決算額 差異 備　　　　考

１．会費収入 3,285,000 3,195,000 -90,000
　　正会員会費収入 2,730,000 2,715,000 -15,000 　130，000×20名　新入会員　115,000

　　特別会員会費収入 555,000 390,000 -165,000 　15,000×26名

　　正会員入会金収入 0 90,000 90,000 　新入会員３名

２．寄付金収入 450,000 550,000 100,000
　　その他寄付金収入 450,000 550,000 100,000 　卒業会員より  　  　　　　150,000

0 　事務委託費　  　　　　　　200,000

0 　シニアクラブ（Ｆネット）　100,000

0 　シニアクラブ（合同例会）　100,000

３．補助金収入 0 0 0
４．雑収入 1,000 74,220 73,220
　　受取利息 1,000 116 -884
　　その他雑収入 74,104 74,104 　アサヒ飲料(21,422）

５．特定預金取り崩し収入 0 0 0
６. 協賛金収入 0 530,000 530,000 　わんぱく 15万・ドッジ 38万　　

７. 登録料収入 0 166,000 166,000
0 166,000 166,000 　ドッジボール参加費　　　　63,000

0 　婚活　　　　　　　　　　　58,000

0 　10月例会　　　　　　　　　45,000

当期収入合計（Ａ） 3,736,000 4,515,220 779,220

前期繰越金 270,338 270,338 0
収入合計（Ｂ） 4,006,338 4,785,558 779,220

支出の部
科　　　　　目 予算額 決算額 差異 備　　　　考

1．事業費 1,480,000 2,053,520 573,520
　　例会事業費 550,000 455,538 -94,462  シニア 10万・10月例会登録料 4.5万

　　総会及び総務広報交流事業費 500,000 490,050 -9,950
　　社会開発事業費 200,000 872,044 672,044  協賛金・登録料 59.3万・前年未精算111,791

　　会員拡大事業費 200,000 205,888 5,888  登録料 5.8万

　　褒章事業費 30,000 30,000 0
２．管理費 2,501,762 2,439,236 -62,526
　①負担金支出 491,109 590,236 99,127
　　日本ＪＣ会費 135,000 170,000 35,000 　＠30,000＋＠5,000×22名＋25,000

　　ＪＣI会費 26,460 48,737 22,277 　＠1,260×22名

　　日本ＪＣ　国際協力資金 38,325 52,925 14,600 　＠5×365日×22名

　　日本ＪＣ　W E　BELIEV E購読料 63,000 76,250 13,250 　＠3，000×22名

　　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 117,200 127,600 10,400 　＠8,000＋＠5,200×23名

　　近畿地区協議会費 39,800 43,400 3,600 　＠2,000＋＠1,800×23名

　　河内地域負担金 63,000 63,000 0 　＠3,000×21名

2019年度一般社団法人河内長野青年会議所収支決算書（案）

2018年12月1日から2019年11月30日まで
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　②事務費 1,851,153 1,682,635 -168,518
　　給料 480,000 480,000 0 　事務員給与

　　電話料 300,000 171,664 -128,336 　シニアクラブFネット使用料込

　　通信費 20,000 20,660 660
　　プロバイダー契約料 16,848 33,696 16,848 　OCN（月額1,404）二年分

　　ホームページ管理料 31,475 10,000 -21,475 　㈱ＳＥＩＮＴ

　　印刷費 300,000 413,234 113,234
　　消耗品費 40,000 9,359 -30,641
　　備品費 150,000 0 -150,000
　　水道光熱費 180,000 209,053 29,053
　　借地料 198,400 198,400 0
　　登記費 35,000 43,000 8,000
　　火災保険料 49,430 49,430 0
　　雑費 50,000 44,139 -5,861
　③渉外費 123,000 135,565 12,565
　　ＪＣ渉外費 100,000 90,000 -10,000
　　諸渉外費 23,000 22,905 -95
　　慶弔費 0 22,660 22,660
　④租税公課 36,500 30,800 -5,700
　　租税公課 36,500 30,800 -5,700 　固定資産税

３．予備費 24,576 0 -24,576

当期支出合計（Ｃ） 4,006,338 4,492,756 486,418

当期収支差額（Ａ）－(Ｃ) -270,338 22,464 292,802
収支差額（Ｂ）－（Ｃ） 0 292,802 292,802

収入決算額 支出決算額 当期余剰金

4,785,558 4,492,756 292,802

次年度への繰越金

292,802
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貸借対照表 

2019 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 292,802 292,802   

②固定資産       

  その他固定資産（ＪＣ会館） 2,528,980     

  什器備品 34,740     

  特定預金 2,329,924     

      

      

      

   4,893,644   

資産合計     5,186,446 

        

２．正味財産の部       

  正味財産     5,186,446 

   （当期財産増加額）     (-643,996) 

        

正味財産合計     5,186,446 
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財産目録 

科   目   金   額   

１.資産の部       

①流動資産       

 現金   0   

 銀行預金   292,802   

流動資産合計   292,802   

②固定資産       

その他固定資産（ＪＣ会館） 2,528,980     

什器備品 34,740     

特定預金（紀陽銀行預金）   2,329,924     

      

      

      

      

        

固定資産合計      4,893,644   

        

資産合計     5,186,446 
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２０１９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） 2,528,980 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） 

1 円 942,000 円 リース期間定額法（5 年） 

８ エアコン（１階） 34,740 円 208,440 円 定額法（6 年） 

 

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。 
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収入の部 単位：円

科　　　　　目 予算額 備　　　　考

１．会費収入 2,745,000
　　　　正会員会費収入 2,040,000 　120,000×17名

　　　　特別会員会費収入 675,000 　15,000×45名

　　　　正会員入会金収入 30,000 　30,000×1名

２．寄付金収入 520,000
　　　　その他寄付金収入 520,000 　卒業会員より   　      120,000

　事務委託費　  　　     200,000

　シニアクラブ(FAX代)    100,000

　シニアクラブ(合同例会) 100,000

３．補助金収入 0
４．雑収入 20,100
　　　　受取利息 100
　　　　その他雑収入 20,000 アサヒ飲料

５．特定預金取り崩し収入 0
６．協賛金収入 0
７．登録料収入 70,000 ドッチボール　70,000

当期収入合計（Ａ） 3,355,100
前期繰越金 292,802
収入合計（Ｂ） 3,647,902

支出の部
科　　　　　目 予算額 備　　　　考

1．事業費 1,620,000
　　例会事業費 650,000 シニア合同例会費（10万円込み）

　　総会及び総務広報交流事業費 540,000
　　社会開発事業費 200,000
　　人間力開発事業費 200,000
　　褒章事業費 30,000

２．管理費 2,014,253
　①負担金支出 355,775
　　日本ＪＣ会費 115,000 　＠30,000＋＠5,000×17名

　　ＪＣI会費 21,420 　＠1,260×17名

　　日本ＪＣ　国際協力資金 31,025 　＠5×365日×17名

　　日本ＪＣ　WE　BELIEVE購読料 51,000 　＠3，000×17名

　　日本ＪＣ　京都会議登録料 8,330 　登録料8,000＋振込手数料330

　　ブロック協議会費 96,400 　＠8,000＋＠5,200×17名

　　近畿地区協議会費 32,600 　＠2,000＋＠1,800×17名

2020年度一般社団法人河内長野青年会議所収支予算書（案）

2019年12月1日から2020年11月30日まで
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　②事務費 1,434,678
　　　　給料 600,000 　事務員給与（2名分）

　　　　電話料 100,000 　秒速FAX

　　　　通信費 30,000
　　　　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 30,000 　㈱ＳＥＩＮＴ

　　　　印刷費 90,000
　　　　消耗品費 20,000
　　　　備品費 30,000 演台・ネットワークHD

　　　　水道光熱費 200,000
　　　　借地料 198,400
　　　　登記費 40,000
　　　　火災保険料 49,430
　　　　雑費 30,000
　③渉外費 193,000
　　　　ＪＣ渉外費 150,000
　　　　ＪＣ慶弔費 20,000
　　　　諸渉外費 23,000
　④租税公課 30,800
　　　　租税公課 30,800 　固定資産税

３．予備費 13,649
当期支出合計（Ｃ） 3,647,902
当期収支差額（Ａ）－（Ｃ） -292,802
収支差額（Ｂ）－（Ｃ） 0
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副理事長運営方針（案） 

副理事長 土井 健司  

  

地域のオピニオンリーダーとして５０年以上の永きに渡って活動してきた一般社団法人

河内長野青年会議所は、これからも河内長野の「明るい豊かな社会」の実現のため、メンバ

ー全員が団結し「奉仕」「修練」「友情」の三信条のもと、地域に根差した活動を行ってまい

ります。５３年間、先輩諸兄が築きあげてきた実績と伝統は安易に過去を模倣してきた結果

ではなく、その時代時代に即して行なわれてきた結果だと考えます。今、限られたメンバー

の中で出来る事は何なのか？何を求められているのか？今後どうありたいのか？をよく考

え諸先輩方がされてきた様に、我々現役会員も再び考え、議論し奥村理事長指揮の下、本年 

度、副理事長の職を務めてまいりたいと思います。  

  

総務広報交流委員会では、一般社団法人河内長野青年会議所の屋台骨として、総会・理事 

会を滞りなく運営するとともに、各種資料の作成・保管を事務局と連携し行ってまいります。

また、内外広報活動におきましては、ホームページや Facebook 等の SNS を積極的に利用

し情報発信を行いメンバー間の情報交換をもちろんのこと、対外にも魅力ある事業・定例会

内容を発信することで広報活動と会員拡大への貢献に繋げたいと考えます。 

  

不易流行 ～持続可能な青年会議所をめざせ！～ のロムスローガンのもと今年一年委員 

会メンバーと共に情熱と覚悟を持って邁進してまいります。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。 

 

委員長 古川 潤卓 

 

◎総務広報交流委員会 

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(SNS の管理) 

8、 追い出し会の実施 

9、 理事会の運営に努める 

10、 大阪ブロック大会への協力 

11、 優秀な会員拡大に努める 
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副理事長運営方針（案） 

副理事長 竹原 義治  

   

「不易流行～持続可能な青年会議所を目指せ！！～」のスローガンのもと、我々会員は地

域のオピニオンリーダーとして明るい豊な社会を目指し、会員が一致団結し「修練」「奉仕」

「友情」の三信条のもと、地域に根差し会員の成長を実感できる活動を行っていかなければ

なりません。 

そのために、社会開発委員会では地域や行政、各所団体との交流を深め魅力ある事業、例

会を行い会員の成長とともにＪＣの魅力、我が町河内長野の魅力の発見・発信できるように、

邁進してまいります。 

また一般社団法人河内長野青年会議所が 53 年目を迎え、長い歴史を歩んで参りました。

長い歩みをより長くする為に会員拡大に会員一丸となって取り組み次代を紡いでいく会員

につなげて参ります。 

 

何卒、会員並びに先輩諸兄姉の皆様におかれましては、ご支援ご協力を賜りますようお願

い申し上げます。  

  

  

委員長 田村 友裕  

 

◎社会開発委員会  

1. 市長選の公開討論会の実施 

2. 社会開発事業の実施 

3. 河内長野水泳連盟への協力 

4. 優秀な会員拡大に努める 
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副理事長運営方針（案） 

 

副理事長 中岡 和則  

  

本年度、一般社団法人河内長野青年会議所は「不易流行」 ~持続可能な青年会議所をめざ

せ!~ をスローガンに掲げています。「不易流行」とは、「本質的なものを忘れない中にも、

新しく変化を重ねているものをも取り入れていくこと」とあるように、先輩諸兄姉が築き上

げてきた物を忘れることなく、新しい試みにチャレンジしていきたいと考えます。  

私が担当させて頂く人間力開発委員会は、河内長野市の為に何ができるかを考え、地域の

皆様、他団体、行政団体との交流を深めることにより、結果としてメンバーの成長や地域の

つながりを高められると思います。 

私達の運動の根幹には青年会議所三信条「修練・奉仕・友情」があります。メンバーが互

いに切磋琢磨し経験を積み、仲間との友情を強固なものとし、地域に奉仕することで、我々

の目指す地域作りができると考えます。 

個々の力は小さなものだとしても、メンバーが団結し運動すれば、大きな変化の原動力にな

ると確信しています。 

また、年々、会員減少が叫ばれる中、河内長野市も同様に人口減少が続いています。人は

人の魅力に惹きつけられ集まります。人間力開発委員会は、魅力あふれる事業・例会を行う

ことで、地域・他団体と共に、より良い街づくり魅力の発見・発信となるように、邁進いた

します。  

  

何卒、会員並びに先輩諸兄姉の皆様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。  

  

  

委員長 長崎 正幸 

 

◎人間力開発委員会 

1、 ドッジボール大会の実施 

2、 人間力開発事業の実施 

3、 河内長野市民まつりへの協力 

4、 優秀な会員拡大に努める 
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専務理事運営方針（案） 

 

専務理事 和田 圭祐  

  

本年、一般社団法人河内長野青年会議所は創立５３年目を迎えます。本年度は理事長所信に

もございますように持続可能な青年会議所を１年間かけて目指して参ります。そのために

諸先輩方が築き上げてこられた事で変えてはならない事は継続して行っていきますが、 

会員減少に伴い何もかもが今まで通りという訳にはいかない事もまた現実に直面する問題 

であります。  

そこで会員拡大に注力するのは勿論でありますが、ただ増やすというだけでなく入会し 

ていただいた会員や経験の浅い会員へのフォローに重点を置き、会員が少ない中でも一人 

ひとりが成長できる場所をより多く提供できるように致します。そして今一度、私自身が率 

先して青年会議所というものが何のためにあるのかということに真正面から向き合ってい

きます。また会員の活動を全面的にサポートすることで一人ひとりが青年会議所活動の意 

義を理解し、会員全員が熱い想いのもと一致団結し活動できるような体制づくりに取り組

んでいく所存でございます。  

  

何卒、会員諸兄の皆様のあふれる情熱と深い御理解そして御協力をお願い致します。  

  

  

その他の委員会事業計画（案） 

 

◎褒章委員会            委員長  和田 圭祐  

  

１、優秀な会員並びに優秀な委員会の褒章を行う 
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（公社）日本青年会議所 近畿地区 大阪ブロック協議会 

    大阪ダイバーシティ推進委員会 運営専務   讃岐 巳樹也 君 

                   監査担当役員 北尻  広  君 

                   副委員長   野村   祐介  君 

                                      委 員    土井   健司  君 

                   委 員    竹原  義治   君 
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