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公益社団法人 草加青年会議所 

２０１６年 一月度例会（第１０９回通常総会） 

日 時：２０１６年１月２９日（金） 

１９：００~２１：００ 

場  所：草加市文化会館 第１会議室  

理事長：吉田 浩士 

担 当：総 務 グ ル ー プ 

                                     

《 次 第 》 

   １．開会点鐘 

        ２．国歌並びにＪＣソング斉唱 

        ３．ＪＣＩ Ｃｒｅｅｄ唱和 

         ４．ＪＣＩ Ｍｉｓｓｏｎ及びＪＣＩ Ｖｉｓｉｏｎ唱和 

     ５．ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和 

        ６．関東地区宣言 

        ７．理事長挨拶 

        ８．報告依頼事項 

        ９．３分間スピーチ 

  １０．例会主題 

第１部 『第１０９回通常総会』 

第１号議案 ２０１５年度 第２次補正予算 承認に関する件 

第２号議案 ２０１５年度 事業報告 承認に関する件 

第３号議案 ２０１５年度 公益目的事業報告 承認に関する件 

第４号議案 ２０１５年度 収支決算 承認に関する件 

第５号議案 ２０１６年度 修正収支予算 承認に関する件 

主旨説明 

     第２部 『安心してください！』～委員長は考えていますよ！～   

１１．会員消息 

        １２．出席率報告 

     １３．監事講評 

        １４．次回例会予告 

        １５．若い我等斉唱 

  １６．閉会点鐘 

     １．



 
ＪＣ宣言 

日本の青年会議所は 

混沌という未知の可能性を切り拓き 

個人の自立性と社会の公共性が 

生き生きと協和する確かな時代を築くために 

率先して行動することを宣言する 

（2001年 10月 12日全国会員大会総会採択） 

 

綱領 

われわれ JAYCEEは 

社会的・国家的・国際的な責任を自覚し 

志を同じうする者、相集い、力を合わせ 

青年としての英知と勇気と情熱をもって 

明るい豊かな社会を築き上げよう 

（1960年 12 月 日本青年会議所 総会決定） 

 
The Creed of Junior Chamber 

International 

We believe : 

That faith in God gives meaning 

and purpose to human life; 

That the brotherhood of man 

transcends the sovereignty of nations; 

That economic justice can best 

be won by free men through free enterprise; 

That government should be of laws rather than of men ; 

That earth's great treasure lies in human 

personality; 

And that service to humanity is the best work of life. 
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関東地区宣言 

 

われわれは 

国づくりの先駆者として 

責任と誇りをもち 

愛する地域のため 個を確立し 

同じ価値観のもと 共創しあい 

関東地区は 

日本の礎となる事を誓う 

JC 三原則（三信条） 

I.社会への奉仕（Service） 

II.指導者訓練を基調とした修練 （Training） 

III.世界との友情（Friendship） 

 

ＪＣＩミッション 

To provide development opportunities that empower 

young people to create positive change. 

 
青年が積極的な変革を創造し開拓するために、能動的に活動

できる機会を提供する。  

 



 第１０８回通常総会議事録 



 

 



第 １ 号 議 案 資 料 

（１）２０１５年度第２次補正予算書 















第 ２ 号 議 案 資 料 

 

２０１５年度事業報告書 

 

(１) 事  業  報  告 

 

２０１５年度事業報告 

公益社団法人草加青年会議所 

第４７代理事長 石原裕司 

意志と勇気！ 

～愛を以て支え・関わり・高め合う Diversity 社会の実現～ 

 

 『できると思えばできる。できないと思えばできない。 

  これはゆるぎない、絶対的な法則である。』     －パブロ・ピカソー 

  

 

 １９１５年、アメリカのミズーリ州セントルイスで始まった青年会議所活動から本

年はちょうど１００周年という年でありました。自由な社会と経済発展の実現、そし

て新しい社会をリードするにふさわしい人材育成を目的としてその運動は始まりまし

た。その運動が広く伝播していき、１９６８年、全国３９５番目の青年会議所として

草加青年会議所は誕生しバトンは引き継がれ、私が理事長の職を預からせて頂いたこ

の２０１５年は上記のスローガンのもと、真っ赤なネクタイを締めた理事達を中心と

して、以下の３点を基本方針として一年間展開して参りました。 

 

Aim the goal. 迷ったら基本へ。常に目的・目標から目を離さない。 

Think global, Act local. 小事を大切にし泥臭く実行していくこと。 

Time is money. タイムマネージメントを意識し、成果を必ず得、次に繋げよう。 

 

 

人財室 



 人財力開発委員会にはまずは何よりも正会員１０名以上の拡大を成し遂げ、次年度

に繋げる人財の発掘を付託させて頂きました。そして材を財にすべく、様々な手法を

使って、歴の長いメンバーから短いメンバーまで『人』というカテゴリーに最も拘っ

た運営を行ってほしい、そうお願いを致しました。 

 ２０１４年度事業がまだ終わらない中、二月度例会の企画・議案準備をスタートさ

せ、２０１５年運動発信の足固めとしてチームワーク向上旅行を行って頂きました。

茨城県への現地調査や事業内容の議論を何度も重ね、フットサルというスポーツを通

してまだ入会間もないメンバー含め、この年のまさに黎明事業として一枚岩となるこ

とを実現してくれたオリジナリティ溢れる例会でした。     

 また五月度例会では日向野歴代をお招きした講師例会を実施頂きました。ここでは

何よりも２００７年石上歴代より実に８年ぶりとなる１００％例会を達成してくれま

した。『人』というカテゴリーに最も拘った委員会、そのスタンスや思いがメンバー全

員に伝わった一瞬ではなかったかと思います。 

 十二月第２例会（卒業式例会）では、「今までで最高の卒業式にしよう」の大号令の

もと、草加文化会館大ホールという素晴らしい会場にて、卒業生の目線に立って連日

連夜の準備・リハーサルを重ね、卒業生をお祝いする会も含め大変心温まる機会を設

営頂きました。委員会としての覚悟、そして強い意志を感じた事業でありました。 

一年間を通して、様々な向かい風や障害、そして自分の弱さを感じながらも、委員

会メンバーをまとめ上げ、強い意志を以てそれに挑戦し克服してくれた下田委員長、

この短いようで本当に長かった一年間、本当に成長してくれたと思います。お疲れ様

でした。そして委員長に迷わずついていってくれた委員会メンバーの皆様、またそん

な下田委員長を支えてくれた桑代副理事長に心より御礼申し上げます。ありがとうご

ざいました。 

 

 

地域室 

 地域の豊かさ向上委員会には本年度、組織の中で最も大きな予算を与え、そして公

益社団法人として市民の目線に立った将来に残るような運動発信事業を付託させて頂

きました。決して自己満足事業でなく、２０１４年３月に国の名勝指定を受けた草加

の松並木をオアシスとして捉え、そこに集う市民に豊かさを与えられるような、「こん

なオアシスを求めていた」という声なき声を実現できるような事業をして欲しいと委

員会に告げました。早い段階から委員会準備に取り掛かって頂きましたが、なかなか



委員会運営もうまく行かず、未知の可能性だからこそその分余計にたくさんの障害に

悩ませてしまいました。そんな委員会の皆様が、私がまだ次年度理事長予定者の頃か

らずっと夢見ていた『綾瀬川に移るライトアップされた逆さ松並木の風景』を見事に

実現してくれました。その事業の発信力、影響力は非常に大きく、行政関係者の意識

をもパラダイムシフトさせるほどでした。 

 「最悪、僕一人でもやりますよ」と当初は豪語していた高原委員長。「人に任すより

も自分でやった方が早い」「人に任せるのは面倒くさい」。委員長任命時、彼はそう話

しておりました。毎回の委員会はまさに「侃々諤々」。そんな委員会が、最終的には圧

倒的に緻密な議案を作り上げ、草加青年会議所全員の力を見事に結集させてくれまし

た。仕事も家庭も投げうって、３日３晩寝ずに設営準備から後片付けまで動いてくれ

るたくさんのメンバーがそこにいました。過去に例を見ないほどの広報計画を実行す

ることにより、雨天の中にも関わらず市内より子供から大人まで非常に幅広い層の市

民が多く草加松並木に訪れてくれました。そして我々の設えを十二分に楽しみ、味わ

って帰ってくれたのです。草加青年会議所の Impact が実現した瞬間でした。 

三月度例会からオープン委員会、夢祭りの七月度例会から十一月度のまとめの例会

まで一貫して地域の豊かさを向上させる為の事業に徹して頂きました。そんなこの事

業もブロックで二位の褒章を頂きました。本当に嬉しく思いました。 

迷ったら基本へ。非常に難しい付託を１２０％の結果で実現してくれた高原委員長、

そして委員長に多くのアイデアを発しながら少しでも素晴らしい事業にする為に協力

してくれたメンバーの皆様、心より感謝申し上げます。また当委員会を支え、高原委

員長の良き理解者としてサポートして頂いた森政副理事長、本当にありがとうござい

ました。 

 

 

育成室 

 未来リーダー育成委員会には『家庭でも学校でも学べない経験・知識を子ども達に

与えたい』という思いのもと、ユースサミット事業を中心に「Become a Leader」

のスローガンに則って一年間活動して頂きました。年当初のユースサミットの募集か

ら始まり四月の春の子どもフェスタまで、まるで息つく暇もなく、愚直ながらも非常

に「子ども達に伝わる」機会をユースサミットメンバーに提供して頂きました。大谷

実行委員長の独特な人を惹きつけるキャラクターのもと、彼を心からサポートする委

員会メンバーの存在により、参加者の多くが自然と引き込まれ、笑顔に溢れ行動が変



化する子ども達の姿を間近で感じることが出来ました。 

また未来リーダー育成委員会にはわんぱく相撲実行委員会とも連携頂き、吾妻わん

ぱくリーダーには草加のわんぱく力士への多大なるサポートをして頂きました。毎回

のぶつかり稽古や基礎練習での体を張っている姿、子ども達への愛情深い関わりはロ

ムメンバーへ大きな感動を齎したと思っております。 

草加の子ども達に少しでも国際に触れさせてあげたいということで国連ミレニアム

開発目標（UnMDGs）の理解・啓蒙にも努めて頂きました。中でも JCI Nothing But 

Nets キャンペーンとしてユースサミットメンバーにアフリカに蚊帳を届ける寄付金

を募る意義を教え、ロムメンバーのみならず草加市民に発信して頂きました。結果、

埼玉県内３０ロムで一番の寄付金額を集めることに成功してくれたことは非常に嬉し

いことでした。 

 八月度例会では「草加LOVE２０００」ということで２ｍの巨大せんべいに挑戦し、

せんべいに拘った企画以外にも草加にまつわるクイズを巧みに組み合わせることで子

ども達に郷土愛の育成、郷土をより深く知る機会を提供頂きました。２ｍのせんべい

を焼く網の制作、その他様々な事業の工夫は、青少年系委員会の目的である「全ては

子ども達のために」を感じさせてくれました。そして十月度例会ではまとめの例会と

して、それぞれの担当が各々の言葉でプレゼンを行い、次年度の委員会がスムーズか

つ更なる効果を実現できるよう提言・アイデアを示して頂きました。その姿は一年間

の委員会運営が非常に団結していたこと、そして絆を深められたことをまさしく体現

した姿であったのではないかと感じました。 

育成室の事業はその準備に非常に多くの試行錯誤を必要とするため、その分細部に

拘れば拘るほど倍々で時間を要します。それにも関わらず三輪委員長を中心として、

卒業予定者含め多くのメンバーが彼を援け一丸となって頂きました。当委員会のメン

バーは、まさにそれぞれがそれぞれの担当の Leader として役割を十分に果たすべく

活躍できたのではないかと感じております。 

 ひとつひとつの物事を丁寧に扱い、人の気持ちの機微を繊細に感じ取る三輪委員長

は多くのメンバーの信頼を得ました。その結果、そのメンバーの力を借りることがで

き、例会皆出席者を非常に多く輩出した委員会となりました。当委員会の一年間の成

功はまさにこれが物語っていると感じております。三輪委員長を陰ながら支え関わり

続けてくれた吉田副理事長には心から感謝申し上げます。そして委員会メンバーの皆

様ありがとうございました。 

 



 

総務グループ 

 会の重要な下支えの役割を果たす総務グループ。本年は３回の総会設営、そして県

庁との申請のやり取りや運営会議、理事会など我々の運動の根幹ともいうべき会議設

営を一年間通して行って頂きました。毎回早い時間より会場に入り、提出議案の最終

確認、出欠のチェック、そして議事録の整備など非常に表に見えにくく泥臭いながら

も重要な役割を担って頂きました。それぞれの総会の第二部にはロムメンバーにとっ

て本当に役立つ企画とは？という目線に立って議論し、多くの紆余曲折を伴いながら

素晴らしい設営を行って頂きました。『卒業生大いに語る』では、例年の引き継ぎ事項

を非常にうまく汲み取り、卒業生の個性を見事に生かした発信を実現し、現役メンバ

ーにとって忘れられない時間を提供頂きました。 

 また５月にはメディア懇親会を実現して頂きました。発信力が弱いとよく言われる

青年会議所にとってメディアとの協働体制は非常に大切なものです。夢祭り例会も目

前に控えた時期に、映像などのツールも活用し、我々青年会議所の存在をメディア関

係者にアピール出来ました。 

 仕事の環境が大きく変化し、なかなか時間的制約の調整に苦労しながらも責任を全

うしてくれた石川事務局長、そして陰で支えてくれた戸室事務局次長と大久保理事に

は心から感謝申し上げます。また財政局長として年の初めから的確にかつ緻密に財務

管理・処理業務を行ってくれた田中財政局長をはじめ、総務グループの皆様に心より

感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 そして三橋専務。私からの専務職の任命を快諾してくれ一年間本当によくサポート

してくれました。細かい指示に一生懸命対応しようと努力してくれました。毎回の車

中では様々な意見を投げてくれました。総務グループを支えながら会全体の運営を共

に俯瞰して頂きました。まだまだ残された JC ライフを送る上で、更に目配り気配り

心配りを働かせ、そしてより強い発信力を以て会をリードしていけるよう挑戦し続け

ていってください。一年間本当にありがとうございました。 

 

 

選挙管理委員会 

 本年の公聴会は、吉田浩士君が登録をされました。委員会の皆様には適正にかつス

ムーズな運営を行って頂きました。若いメンバーがいる中、六月度例会では齋藤真吾

委員長の選挙方法の丁寧な説明、そして理事選挙の重要性を説いて頂き、２０１６年



度のスタートとなる人事・組閣の一歩をスムーズに行って頂きました。齋藤委員長は

じめ委員会の皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

 

わんぱく相撲実行委員会 

 本年は埼玉ブロック協議会第２４回わんぱく相撲大会をこの草加の地にて開催いた

しました。『他を慮る』というテーマのもと、卒業予定者ながらも実行委員長という職

を安斉君が精いっぱい務めてくれました。議案上程は当然のこと、何よりも苦労した

のは埼玉県相撲連盟の方々との信頼関係の確立、そして会場設営でした。大会前日ま

で悪天候に見舞われ、土俵の整備含め多くのメンバーの力をお貸しいただきました。

おかげで当日は最高の天気のもと、大量のテントの設置・撤収から土俵周りの整備、

多くのいすや机の運搬など、メンバー全員で汗をかいて設営し、子ども達が存分に取

り組みに集中できる環境を構築できました。大会が終了した後は誰もが溌剌とした笑

顔だったのを覚えています。 

 その安斉実行委員長を吉田副会長そして昨年入間大会での監事として経験された山

崎君、わんぱくリーダーの吾妻君中心にロムメンバー全員が支えてくれました。心よ

り感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

 

監事の皆様へ 

 本年度監事を務めて頂きました谷田部先輩、吉村先輩、山崎君には年間を通じて本

当に暖かく見守り頂きました。私が気付かない点を陰ながら指示してくださり、また

伝えたくても伝えにくい点を私の代弁者としてメンバーに語ってくださいました。特

に吉村先輩は直前理事長として、身を粉にして私の良き理解者となりサポート頂きま

した。3 名の監事の皆様が様々な視点から会を俯瞰して意見を発信し続けてくださっ

たことが本年のスムーズな運営に多大に寄与されましたこと、心から感謝いたします。

ありがとうございました。 

 

 

多くの出向者へ 

 本年は公益社団法人日本青年会議所国家グループ憲法論議推進委員会には田中財政

局長、サマーコンファレンス運営委員会には戸室君、青柳君、地域グループの全国大



会運営会議には次年度予定者でありながらも意地を張って参加し続けてくれた吉田副

理事長、太田君に出向して頂きました。また埼玉ブロック協議会では財政局次長に井

原君、埼玉の元気醸成委員会には副委員長として寺門君、斉藤君、川本君、有木君。

埼玉の元気発信委員会には大谷理事と吾妻君、そして埼玉の運動支援委員会には坂井

君に出向して頂きました。ロムでの学びのみならず、出向頂いた皆様にはその時間を

割いて頂いた分、それ相応の経験と学びを得て頂きました。ロムを越え、各地で活躍

していた皆様の姿を私含め多くのロムメンバーには輝いて映りました。その姿が２０

１６年度新たに出向を決められたメンバーに影響を齎したのだと確信しております。

皆様が出向し頑張っている姿でさえも一つの運動発信になっているというのを忘れな

いでください。本当にお疲れ様でした。 

 

 

むすびに 

 ２０１５年度、公益社団法人草加青年会議所会員全員が、それぞれの個性を以て、

それぞれの強みを以て、この短距離走を全速力で駆け抜けてくれました。その多様性

が２０１５年度を色鮮やかに表現してくれました。まずはそのことについて、本年度

理事長の職を預かる者として心から御礼申し上げます。 

 皆様にはもう一度振り返って頂きたい。本年度、様々な事業を構築し達成しようと

するその道程において、逃げてしまおうという誘惑や自分の弱さ・恐れなどの障害に

負けそうになってしまうことはなかったか。しかしながら、皆様は最終的に見事に私

からの付託を達成してくれました。それは何故か。なぜ達成できたのか。 

 それはきっと仲間との友情や信頼により、『やってみよう』『できる』という前向き

かつ能動的な思考が生まれたからではないでしょうか。メンバー間での繋がりを感じ、

お互いの励ましの力とその切磋琢磨し続けたことから生まれた結果なのではないでし

ょうか。 

 人は一人では生きていけません。必ず傍に誰かの存在があります。その誰かとの支

え合い・関わり合いがあるからこそ価値が生まれ新しい行動に繋がるのだと思います。 

  

 次の皆様のテーマは Maintain、『やり続ける』です。我々青年会議所運動は決して

一過性では価値を生みません。この短距離走を走り続けること、このジムに集まりト

レーニングし続けること。それこそが自分の為、仲間の為、まちの為の成長の糧とな

るのだと思います。どうか本年の経験を忘れず、また新たな年度に向けて、更なる飛



躍を求め、強い意志と障害に負けない勇気を以て挑戦してほしいと思います。私は愛

を以て皆様と関わり続けたいと思っております。 

 

  できると思えばできる。 

 

 

 一年間、本当にお世話になりました。ありがとうございました。 
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2015 年度 公益社団法人 草加青年会議所 

人財力開発委員会 事業報告 

 

委員長 下田 昌孝 

 

今年度、人財力開発委員会は『人』というカテゴリにこだわり一年間活動してまいりました。 

お互いがお互いを支え合うことで、そこに魅力を感じ新入会員の拡大へと繋げてまいりました。 

その結果といたしまして、素晴らしい１１名の新入会員を入会させる事が出来ました。 

その素晴らしい新入会員がこれからの人生に少しでもこの一年間の活動で得たことを参考にして

もらえたら幸いです。 

 

 

・二月度例会 チームワーク向上旅行～ｏｎｅ ｆｏｒ ａｌｌ ａｌｌ ｆｏｒ ｏｎｅ～ 

この例会では、私が人財力開発委員会の委員長になってから初めての例会であり思い出がたく

さん詰まっている例会です。 

日立の地へ何度も足を運び確認に確認を繰り返し例会に臨んだ事、今振り返るとここが本年の

我々人財力開発委員会のスタートでした。 

本例会では、チームワーク向上を目的として行いました。 

フットサルを行いながら色々な検証を行い、体と体をぶつけ合い触れ合う事で、関係があまり深

くないメンバーともスポーツを通じて話すこと、そして遠方という事で普段では話せない様な話

などをして、全員とは行きませんが参加してくれた５０％以上のメンバーとはチームワークが向

上したと思います。 

 

 

・五月度例会 歴代理事長から学ぶ～ＪＣがあったから～ 

 第２０代草加青年会議所理事長 日向野吉一先輩をお招き致しまして、講師例会を行いました。 

内容につきましては、２０１４年度私を含む沢山の新入会員が入会致しました。そのメンバー含

め多くのメンバーに草加青年会議所の歴史や伝統を今一度確認し今後の足固めにしてもらいたい

と想い日向野歴代理事長と何度も打ち合わせを繰り返してまいりました。 

日向野歴代と打ち合わせを繰り返しているうちにＪＣ活動の大切さを教えていただきました。 

その大切さなどを草加青年会議所全メンバー全員に聞いてもらいたいと思い、委員会メンバー

と共に色々な手法で早い段階から動き１００％例会を行うことができました。 



その時普段色々な事情があり、あまり参加できないメンバーなど一生懸命日向野歴代のお話を聞

いている姿にとても感動し、今でも私の頭にははっきりとその時の記憶が残っております。 

本当に草加青年会議所全メンバーには御礼の言葉しかありません、本当にありがとう。 

 

 

・オープン委員会 『ＪＣゲーム～気づき、そして更なる道へ～』 

 今回のＪＣゲームを行ったきっかけは、本年沢山のＪＣプログラムに参加してきました。 

その中でも楽しく、分かりやすくＪＣの理解できるプログラムとなっており講師の森敬子先輩に

お話をさせていただきました。 

このプログラムは、新入会員である木内真一君に全てを任せ行って参りました。 

打ち合わせから会場の選定、日本青年会議所との連絡のやり取りなど、しっかり率先して行動し

行ってくれました。 

その結果参加してくれた青年会議所メンバーに沢山の気づきを提供できたと思います。 

 

 

・十二月第２例会 「卒業式」 

 最後に十二月第２例会、この例会は今までご尽力なされた卒業生の為、それを第一に考え行っ

てきました。人財力開発委員会のメンバーと沢山の時間を使い色々な状況を想定し考えてきまし

た。しかし当日は思うようにいかない部分もあり設営の甘さが多々出てしまいました。しかし人

財力開発委員会には沢山の新入会員がおります。その新入会員が緊張する中、それを上回る頑張

りを見せてくれて、最高な卒業式になったと思っております。途中、会場変更も考えました。内

容や会場、設営の仕方などに賛否両論ありましたが、しかし自分たちが最高な場所だと信じた会

場で最終的に卒業式が行えた事、今思うと変えずに行ってきて良かったと思っております。この

会場だからこそ最後に委員会メンバーがひとつになれた気がいたします。そして最後に卒業式を

行いうにあたり他委員会からも沢山のご協力が御座いました。その他委員会のメンバーの協力な

くしては、この卒業式は行えませんでした。本当に沢山のご協力に感謝いたします。有難うござ

いました。 

 

 

委員会メンバーの皆様 

 私は年始には決して高い位置からスタートできた訳ではございません。年末に事前準備もしっ

かりと行わず委員会メンバーには大変な苦労をおかけしました。私が年始議案書に追い込まれて



いた時、委員長経験者が遅くまで相談に乗ってくれました。その後も委員会の設営も難しく、下

を向いている私を見て、経験の浅いメンバーが沢山の気遣いをしてくれた事、本当に素晴らしい

メンバーだと改めてそう思いました。そのおかげで１１名の２０１５年メンバーとも出会う事が

でき、途中まででは想像もつかないような大変感動するゴールが私を待ってくれていました。２

０１５年人財力開発委員会で共に活動してくれた全メンバーに心から感謝申し上げます。ありが

とう。 

 

 

草加青年会議所会員の皆様 

 本年度大変お世話になりました。私の１年を振り返ると、やはり５月の１００％例会につきま

す。 

１人でも掛けてしまっていたら、あの１００％例会は無かったのです。しかし我ら草加青年会議

所のメンバーは仕事や家庭など様々な事情がある中、時間を作って参加してくれました。我々の

団体は例会に参加するのが当たり前と言われておりますが、全てのメンバーが１つの例会に参加

すると事はとても難しい事です。それを見事に達成してくれた全メンバーに私は１年間支えて頂

きました。本当に有難うございました。 

 

 

・桑代副理事長 

 １年間、本当に素直に動かない委員長をこのゴールまで陰ながら導いていただき、本当に 

ありがとうございました。 

口を出したくても出せない役職を演じる辛さ、私にはまだわかりませんが、来年その辛さがわか

るのかもしれません。新入会員が色々な相談をしてきた時はいつも笑いながら相談に乗ってくれ

ましたね。そのおかげで２０１５年入会のメンバーは、みんなが率先して行動できるＪＡＹＣＥ

Ｅになってくれるでしょう。１年間本当に支えていただき有難うございました。 

 

 

・監事（谷田部誠一郎君・吉村篤君・山崎直人君） 

 ３人の監事につきましては、初期監査、中間監査や私が立ち止まりそうな時に、的確なアドバ

イスをいただき、時には反発もいたしましたが、今こうして終える事ができたのも監事が相談に

乗ってくださったからだと思います。１年間有難うございました。 

 



 

・石原理事長 

 本年度、大変貴重な機会を与えて頂きまして有難うございました。初めに委員長のお話があっ

た時は正直嬉しく２年目も全力で走るつもりでした。 

しかし準備もしっかり行えず、スタートはかなり厳しいものでした。 

議案書作成もうまく作成する事ができない、やりたい事もうまく伝える事ができない、委員会も

スムーズに進める事ができない、そんな人財力開発委員会の始まりでした。 

しかし私を委員会メンバーが全力で支えてくれて１年間無事終えることが出来ました。この１年

間は私の人生の中で貴重な一年となり、とてもハードなトレーニングジムでした。 

このような機会の提供を頂き、石原理事長には感謝の気持ちでいっぱいです。本当有難うござい

ました。 

 

 

以上をもちまして２０１５年度の報告とさせて頂きます。 

人財力開発委員会委員長 下田昌孝 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2015 年度 公益社団法人 草加青年会議所 

未来リーダー育成委員会 事業報告 

委員長 三輪 興之郎 

2015 年度は石原裕司理事長が掲げます「～愛を以て支え・関わり・高め合う Diversity 社会の

実現～」のスローガンの基「become a reader」をテーマに一年間活動をしてまいりました。ユー

スサミットを通して次世代を担う子どもたちに学校や塾では学べない様々な知識や経験を提供し

「郷土愛・思いやり・マナー」を育みリーダーに必要な素質の成長に重きを置きました。 

 

○オープン委員会 「ＵＮ ＵＭＧs」 

春の子どもフェスタに向けて、国際と思いやりに精通するプログラムとして日本青年会議所の

「ＵＮ ＵＭＧs」をユースサミットメンバーと草加青年会議所メンバーを対象に行わせていただ

きました。アフリカにおける生活を理解し自分たちの生活と比較することは子どもたちには衝撃

だったようです。日本では当たり前の学校に通えず文字が読み書きできない自分たちと同じ年の

子どもがいる事、自分と同じ年までマラリアや飢えによって生きられない子どもたちがたくさん

いる事、日本では蛇口を回せば水が出るがアフリカの環境では片道１０ｋｍも歩いて水を汲みに

行かなければいけない事などを知ることにより自分たちに何が出来るのかを考えさせることので

きるオープン委員会となりました。反省点といたしましては会場を借りる時間が足りなかった為、

少し駆け足になってしまいました。 

 

○第１６回春の子どもフェスタ 「思いやりタウン草加」 

○四月度例会 「世界に届け思いやりの輪」 

 第 16 回春の子どもフェスタは「思いやりタウン草加」をテーマに大谷実行委員長を筆頭に思い

やりを前面に打ち出し行いました。普段身近な人には言えない「ありがとう」をピンクの模造紙

に書いて木の幹に貼る「ありがとうの木」や舞台では吉本の芸人さんを司会に迎えて行なった

「DANCE KOUSIEN」を行いました。大谷実行委員長をはじめ未来リーダー育成委員会メンバ

ーや副実行委員長には多大な時間と労力を使っていただきました。青年会議所メンバー、ユース

サミットメンバー、関係諸団体をまとめてくれた大谷実行委員長、誠に有難うございました。 

 また第 16 回春の子どもフェスタの 1 ブースを使用してバルーンアートを用い「NOTHING 

BUT NETS キャンペーン」を行いました。バルーンアートを行うまでの導線が長くバルーンア

ートを行う場所に人だまりが出来てしまいました。また、導線上の掲示物を見る人と見ない人が



出てしまった為、もっと募金という事を前面に押し出す事、列を整備する人員を置くなどできれ

ばもっと啓蒙啓発に繋がったと考えております。また、来賓の方々が前半セレモニーの途中にい

らっしゃり、その対応を委員会メンバーではなく吉村監事に対応をしていただきました。その為、

吉村監事が前半セレモニーに出席できなくなってしまいました。例会を行った上で深い反省点で

あります。 

ユースサミットメンバーにつきましては、多くのユースサミットメンバーは同年代の来場者が楽

しんでいる中でも積極的に来場者にバルーンアートを教え、募金運動をしておりました。また、

ユースサミットメンバーのリーダー達が同じグループのメンバーを率いて大きな声をだしブース

移動をしている姿などリーダーシップを発揮しておりました。今回の春の子どもフェスタで頑張

るユースサミットメンバーを見て春の子どもフェスタの翌日にはユースサミットに参加したいと

いう応募者が数名おりました。しかしながら一部のメンバーは同年代の来場者と同じように遊ん

でしまうメンバーも居ました。今回、我々はユースサミットメンバーに飽きが来ないよう順番で

各ブースに関われる時間を作りましたが、９時から１６時までという長時間の中でどのように設

営側として行動させるのかという部分は再度考えなければいけないと思いました。 

 また、来場された方々の中にもバルーンアートをせずとも、マラリア撲滅募金運動を理解し募

金してくださる来場者の方々がいらっしゃいました。人と人の繋がりが希薄になりつつあるとい

われている現代でこのように思いやりの場面が見えたことは本当に嬉しいことでした。 

 草加青年会議所メンバーの方々におかれましてはユースサミット事業、オープン委員会、大人

実行委員会、例会前日準備、例会当日、翌日のゴミ拾いまで御参加、御協力頂き誠に有難うござ

いました。大人実行委員長、副委員長をはじめ各委員会の皆様の現場対応で無事例会を行うこと

が出来ました。 

四月度例会募金額  ３７，２２８円 

一年間募金総額  ２０４，８１０円 

 

○八月度例会 「草加 LOVE ２０００」 

本例会はユースサミットメンバーには草加に対する郷土愛を育む、そして草加青年会議所のメ

ンバーにはユースサミットに関わってもらい共に未来のリーダーを育てるという事を目標に行わ

せていただきました。 

 まず、ユースサミットメンバーは事前のユースサミットから草加についての勉強をしさらに本

例会の草加クエストを行いまた、草加の地場産業である草加のせんべいについて興味を持っても

らったことがよかったと思います。ユースサミットメンバーから「草加についてよく知ることが

出来た」「２ｍのせんべいがすごかった」という意見も多数もらいました。「ユースサミットメン



バー保護者からも地域の大人として青年会議所の方々が関わってくださり、地元の良さをたくさ

ん感じて、草加市民の仲間たちと関わらせていただくことができました。」という意見も頂きまし

た。やはり郷土の事を知らずして郷土愛は育めないと改めて思いました。２ｍせんべいでは、形

やひび割れを考慮出来きませんでした。「２ｍせんべいがすごかった」という意見はユースサミッ

トメンバーからありましたが、せんべいの形やカビに配慮が出来ればもっと多大なインパクトを

ユースサミットメンバーに持ちかえってもらうことが出来たと思います。 

 草加青年会議所メンバーにおかれましては、雨天という足元の悪い中、本例会の設営段階から

予定時間よりも早くお越し下さり我々委員会にご協力、ご参加を頂きました事、誠に有難うござ

いました。普段のユースサミットに、仕事の都合や家族の事情によりなかなか参加が出来ないメ

ンバーも本例会に参加する事により我々委員会の行っているユースサミットへの理解も一部では

ございますが出来たと思います。誰かに何かを教える、または面倒を見るという事はされる側だ

けでなく、する側も成長をするという事、ユースサミットメンバーが成長することは草加の成長

でもあります。これからも草加青年会議所メンバーとして青少年健全育成事業にも積極的に御参

加頂ければと思っております。 

 

○十一月度例会 「ビジョン ２０１５」 

 本例会は未来のリーダーを今後どのように育んでいくかを主題に行わせていただきました。今

後リーダーに育んで行く為にはどの様な事が子どもたちに必要なのか、どのような方法で理解を

経てユースサミットに参加させるのかなどを一年の運動を通して委員会メンバーがセクションご

とに検証と提言をさせて頂きました。当委員会では次年度以降、我々が経験した壁を無いものと

し次年度以降には新しい壁にぶつかっていただきたいと思います。毎年、新しい壁を破り、今後

も長きにわたる公益社団法人草加青年会議所の青少年健全育成事業がより良いものになればと考

えております。 

また監事講評にてお褒めの言葉は頂きましたが、反省すべき点といたしましてはプレゼンテー

ションを行う内容の例会という事もあり例会に対する細かい所作や司会進行などに不備がござい

ました。経験が浅いメンバーが多い委員会ではございましたがリハーサルの時間をもっと綿密に

行っていれば不備なく出来た例会だったと思います。 

 

○草加ユナイテッドチルドレン 

本年度もリーダーとなる三倉君を筆頭に活動を行っておりました。本年度は明確な目的を立て

「ひまわり SUN SUN プロジェクト」を立ち上げました。このプロジェクトは皆の心に残る悲

しい出来事の３．１１に被災した地域にひまわりの道を作ることを目標に市内の小中学校及び高



校にひまわりを種から育てもらい、そのひまわりから回収した種を被災地に贈る交流型プロジェ

クトでした。目標を持つことにより彼らは一歩ずつ着実に前に進んでおります。ただ中学生から

高校生になったメンバーが部活動や学校生活に追われ少人数のミーティング開催となっておりま

す。今後も様子を見つつ関わっていくことが必要だと思います。 

 

○ユースサミット事業 

一年を通して「郷土愛・思いやり・マナー」を持つリーダーを育む為にユースサミット事業を

行ってまいりました。ユースサミットそのものに経験がないメンバーが多い中、例会も含め全１

６回開催させていただきました。ユースサミットは草加青年会議所の事業です。積極的に参加す

る事により青年会議所メンバーも「気づき」が得られます。また我々から見てもユースサミット

メンバーの成長が見て取れました。保護者の方々は十一月度例会で発表させていただいた通りユ

ースサミットに通わすことによって子どもの成長を感じて頂いたと思います。これこそが、保護

者に何を持ってユースサミットに参加させているのかの意義に繋がると思います。ユースサミッ

トメンバーの成長こそが我々にとって保護者にとって草加市にとっての「未来への投資」だと改

めて感じました。大谷春フェス実行委員長をはじめ委員会メンバーがそれぞれの形で関り、ユー

スサミットメンバーの成長だけでなく、我々未来リーダー育成委員会メンバーそれぞれの成長に

つながった事業だと思います。 

 

○わんぱく相撲 

 本年度のわんぱく相撲は吾妻わんぱくリーダーにとって大きな成長につながったのではないで

しょうか。草加場所での駐車場誘導も事前にどうやったらスムーズにこなせるのか検討を重ねて

おりました。携わっていただいた皆様のおかげで無事終えることが出来ました。また、わんぱく

ブロック大会に向けて自らまわしを締め、わんぱく力士たちに胸を貸している吾妻わんぱくリー

ダーを見て情熱を感じさせていただきました。 

吾妻わんぱくリーダーお疲れ様でした。 

 

○草加ふささら祭り 

 本年度のふささら祭りでは文化会館部会での大工体験をさせて頂きました。現代の子どもたち

は完成した物を買えば済む世の中に暮らしております。大工体験をすることで物を作る楽しさや

苦労、作ったものへの大切さなどを感じてもらえればと思い行わせていただきました。本来は子

どもたちに対して行ったブース出店でしたが女性の大人の方も一生懸命に棚を作っておりました。

物を作る楽しさなど来場された人にわかってもらえる機会になったと思います。お手伝い頂いた



メンバーの皆様、アンザイ工務店の大貫様、誠に有難うございました。 

 

○最後に 

吉田副理事長 

経験が浅いメンバーで構成された委員会の中でキャリアの長い吉田副理事長がどんな時でも前

を向き大きな背中を我々委員会メンバーに向けてくださいました。その姿に大変、勇気づけられ

ました。何も知らない委員長とメンバーを率いてくださったこと誠に感謝申し上げます。 

吉村直前理事長 

吉田副理事長が公務で不在の中、我々の委員会にご参加頂き沢山のアドバイスを頂き経験の浅

いメンバーもこれからの参考になったと思います。陰ながら我々を支えてくださったこと御礼申

し上げます。有難うございました。 

 

委員会メンバーの皆様 

 私のような何も知らない委員長を担ぐのは大変だったと思います。大変な苦労をおかけしまし

た。私が辛いとき声を大にして委員会を引っ張ってくれたみんな、心配してくれたみんな、みん

なが支えてくれたおかげで一年間委員長という職を務めることが出来ました。本当に有難うござ

いました。 

 

草加青年会議所会員の皆様 

 本年度大変お世話になりました。初理事初委員長という事もあり会員の皆様には様々な場面で

気を使っていただきました。未来リーダー育成委員会は会員の皆様にも大変支えて頂きました。

有難うございました。 

 

石原理事長 

 本年度、大変貴重な機会を与えて頂きました。最初は何も知らない自分が委員長になることに

不安がありました。一年間を終えて今ではこの様な素晴らしい仲間と委員会運営が出来て大変幸

せで貴重な一年となりました。このような機会の提供を頂き、誠に有難うございました。 

 

 

 



2015 年度 公益社団法人 草加青年会議所 

地域の豊かさ向上委員会 事業報告 

委員長 高原 伸広 

地域の豊かさ向上委員会は石原裕司理事長が掲げられた「～愛を以て支え・関わり・高め合う

Diversity 社会の実現～」のスローガンに則り、国指定名勝「草加松原」を、草加市民の心の拠り

所として、定着させ、埼玉へと波及させる運動をしてまいりました。一年間を通じて「草加松原」

の活性化を推進するべく一本串の事業展開を行いました。 

 

○三月度例会「「草加松原」の資源についての Study Group～草加松原夢まつりを大成功させる為

に～」 

国指定名称「草加松原」を草加市民に心のオアシスとして認識され、人々の集う場所とする為

に今、青年会議所がどのような活動をすればよいかを調査・研究し、その成果を発表する場とし

て発表をいたしました。同時に、行政からよりよい事業展開をする上での助言を頂き、協働関係

を作りました。発表の内容としては、今まで以上に「草加松原」を市民に親しみやすい場所とし

て理解を得るために、「夜のライトアップが必要だ」ということを提案しました。本例会では、小

勝副委員長が主導的な立場をとり、ロムメンバーに対して、ロールプレイング型のプレゼンテー

ションを行いました。小勝副委員長ありがとうございました。また、資料作成は河野副委員長が

行ってくれました。河野副委員長ありがとうございました。 

 

○オープン委員会 

三月度例会で提案したライトアップを盛込んだ、「草加松原」を草加市民の心のよりどころとす

る事業「草加松原夢祭り」の実行にあたり、草加青年会議所の総力を持って事業推進に当たるべ

く、メンバー向けの事前説明会を行いました。オープン委員会を通じて、事業内容への想いや理

解を深め、委員会ごとの役割を明確にし、自分がいないと成立しないというイメージを持っても

らうことを目的として実施しました。特に重要だと思われる、設営・警備・撤去について、重点

的に説明しました。設営・警備に関しましては、齊藤理事・田続理事の資料が非常にわかりやす

く、メンバーに要望をスムーズに伝えることができました。齊藤理事・田続理事ありがとうござ

いました。 

 

○七月度例会 「草加松原夢祭り」 

 草加青年会議所の総力を挙げて取り組んだ「草加松原夢祭り」。石原理事長の大号令の下、草加

市民に地域愛を、「草加松原」を市民のオアシスとすべく、今後の事業のプロトタイプとなるよう



にと綿密に作り上げた計画に基づき、実施いたしました。設営は例会 3 日前から始まり、多くの

メンバーに助けていただきました。当日はあいにくの雨天でしたが、事前広報に力を入れたこと

もあり、約 1 万人の市民に来場いただきました。市長や議長にも足を運んでいただき、「草加松原

夢祭り」に対して、「継続して行っていただきたい」という最大の賛辞を頂きました。「草加松原

夢祭り」は青年会議所が主導となり行った事業ではございますが、多くの外部関係者に支えてい

ただきました。まずは、行政でもあるみんなでまちづくり課の本多係長、籠宮補佐、もぐもぐ広

場に出店頂いた草加市内事業者を中心とする商工者の皆さん、ポスター掲示やチラシ配布に協力

頂いた青年会議所 OB の皆様、草加駅を中心とする飲食店経営者の皆様に感謝を申し上げます。

何より、当委員会の事業に、想いのある意見・積極的な設営参加をしてくださった草加青年会議

所メンバーに感謝申し上げます。 

ありがとうございました。そして、委員会メンバーの中山君、的確な異見とアイデアを実行する

行動力で、背中を見させて頂きました。また、当日は、齋藤厚美君、井原君、益田君にも助けて

もらいました。ありがとうございました。 

 

○十月度例会 「明るい草加松原を夢見て」 

本例会は地域の豊かさ向上委員会と共に活動していただいた、草加青年会議所メンバーに対し

て、知識や経験の並列化や今年の反省点の引継ぎを目標に実施させていただきました。行政の方

に対しては、「草加松原夢祭り」の情報の引継ぎをすべく、事業を実施しました。 

 委員会メンバーの得た経験を委員会メンバーだけでなく、ロム全体で経験を共有し、成功も失

敗も共有できた例会になったのではと思っております。また、行政の方からも、今年の活動につ

いての感想を頂き、年当初に比べて大きく関係性が発展したことを確信しました。 

何より、森政副理事長の講評で今年の委員会のありのままの姿をお話していただき、自分達が行

ってきたことの意義を噛みしめることができました。ありがとうございました。 

 

○草加ふささら祭り 

 本年度のふささら祭りでは松並木部会を通じて、「草加松原夢祭り」のパネル展示をさせて頂き

ました。ふささら祭りを通じて、「草加松原」でこんな事業が行われていたことを伝えることがで

きました。 

 

 

 



２０１５年度 総務グループ報告 

 

事務局長 石川洋一 

財政局長 田中宣光 

 

２０１５年度石原理事長の掲げる『意志と勇気』～愛を以て支え・関わり・高め合う Diversity

社会の実現～スローガンのもと、一年間活度をしてまいりました。 

 

 

【事業報告】 

●一月度例会 

・第一部 『第１０６回通常総会』 

２０１４年度の各事業報告や決算、そして修正収支予算など、重要案件となる議案を無事に

可決承認頂くことができました。 

・第二部 『想い・２０１５～委員長・事務局長の覚悟！～』 

２０１５年度の各委員長に自らの言葉で熱い想いを語って頂きました。１年間のスタートと

なる本例会にて、各委員長の活動方針や想いを各メンバーに向けて発表して頂き、無事に本年

度のスタートを切ることが出来ました。 

 

●六月第１例会 

・第一部 『選挙例会｣ 

次年度の体制を決める重要な例会となり、本年度は理事選挙のみを行いました。齊藤真吾選

挙管理委員長を始め、選挙管理委員会メンバーの皆さんには多大なご協力を頂き、無事に終了

致しました。 

・第二部 『事前説明会』 

     ～青少年相撲大会並びにわんぱく相撲埼玉ブロック地区大会にむけて～ 

  本年は、わんぱく相撲埼玉ブロック地区大会主管として例年以上にわんぱく相撲に力を入れていき

ました。安斉実行委員長、吾妻わんぱくリーダーをはじめ、未来リーダー育成委員会のメンバーにも

お手伝いいただき、大会のアピールができました。 

 

  

●九月度例会 



・第一部 『第１０７回通常総会』 

２０１５年度の中間決算や次年度役員承認に関して、会員メンバーの皆様にご審議頂き、無

事に可決承認となりました。 

・第二部『迷わず行けよ！行けばわかるさ！～出向の魅力～』 

２０１６年度へ向け、ここで改めて出向の魅力を出稿経験者にパネルディスカッション形式

で語って頂きました。 

 

●十二月第１例会 

・第一部 『第１０８回通常総会』 

２０１５年度の第１次補正収支予算や、２０１６年度の案件なども多い総会でしたが、全案

件において、無事に可決承認頂きました。 

・第二部 『卒業生大いに語る』 

今年４０歳を迎えられたメンバーが卒業を迎えるにあたり、現役メンバーに残す言葉として、

ご自身が今まで経験してきたＪＣライフを振り返り、草加青年会議所での思い出や貴重な体験

等をお話し頂きました。現役メンバーへ語り継ぐ、素晴らしい機会となりました。スピーチを

行って頂いた卒業生の皆様、誠にありがとうございました。 

 

●メディア懇談会 

 本年度、初めての試みといたしまして、メディアとの関係をより深くする事をコンセプトに、

五月に懇談会を開催致しました。参加メンバーは理事メンバーに限定させていただきましたが、

わんぱく相撲、ユースサミット、草加松原夢まつり等のイベントや事業、今後のメディアとの関

係性を重視していきたい我々草加 JC を PR できました。 

 

 

 

本年度総務グループの活動に対して、ご協力を頂いた全てのメンバーの皆様に感謝申し上げる

とともに、一年間活動を支え続けて頂いた大久保理事、戸室事務局次長、総務メンバーの皆様、

そしていつも温かい眼差しで見守って頂いた三橋専務理事に改めて感謝を申し上げ、２０１５年

度総務グループの報告とさせて頂きます。 

１年間本当にありがとうございました。 

 

 



２０１５年度 選挙管理委員会報告 

選挙管理委員長 

齊藤 真吾 

 

２月１７日に行われた三月度理事会において、以下４名が本年度選挙管理委員会として承認され

た。 

 

委員  大久保 竜平 君  田続 真一 君   斉藤 一成 君  齊藤 真吾    

  

また役員等選任規定(以下、規定とする)第４条に基づき、委員の互選によって齊藤真吾が委員長

に指名され同君が就任を承諾した。 

 

公益社団法人 草加青年会議所 規定第８条に基づき公聴会登録の募集を行い、吉田浩士君１名の

登録者があり、公聴会を４月１７日に開催した。 

 

規定第９条・第１０条に基づき次年度理事長候補者の募集を行い、吉田浩士君から必要様式を満

たした立候補届けを受理した。 

 

９月８日に開催された第１０７回通常総会において、２０１６年度理事長として吉田浩士 

君が承認された。 

 

 

以上をもって選挙管理委員会を解散とする。 

 

 

 

 



公益社団法人 草加青年会議所 

２０１５年度 理事会開催報告 

専務理事  三橋 親弘 

 

十二月度 第１回 新理事会 

日時 ２０１４年１１月５日（水）１９：３０～２１：１０ 

場所 東町会館 

協議事項 

第１号議案  賀詞交歓会に関する件              担当 執行部 

報告事項 

２０１５年度基本資料・２０１５年度申し合わせ事項について 

 

十二月度 第２回 新理事会 

日時 ２０１４年１２月１８日（木）１９：３０～２１：３６ 

場所 東町会館 

協議事項 

 第１号議案  賀詞交歓会に関する件              担当 執行部 

第２号議案  一月度例会に関する件              担当 総務グループ 

第３号議案  ユースサミット募集に関する件          担当 未来リーダー育成

委員会 

 

一月度理事会 

日時 ２０１５年１月１３日（火）１９：３０～２２：５６ 

場所 東町会館 

審議事項 

第１号議案 十月度例会事業報告承認の件            担当 旧青少年育成委員

会 

第２号議案 十一月度例会事業報告承認の件            担当 旧地域力開発委員

会 

第３号議案 十二月第一例会事業報告承認の件          担当 旧総務グループ 

第４号議案 十二月第二例会事業報告承認の件          担当 旧会員拡大委員会 



第５号議案 公開討論会事業報告補正予算承認の件        担当 旧執行部 

第６号議案 公開討論会事業報告承認の件            担当 旧執行部 

第７号議案 ２０１４年度ユースサミット募集報告承認の件    担当 旧青少年育成委員

会 

第８号議案 賀詞交歓会承認の件                担当 執行部 

第９号議案 一月度例会承認の件                担当 総務グループ 

審議事項  

第１号議案 一月度例会承認の件                担当 人財力開発委員会 

        日時 ２０１５年１月２９日（木）１９：００～２１：００ 

        場所 草加市文化会館  第一会議室 

        内容 第一部 第１０６回通常総会 

第二部 『想い・２０１５』 ～委員長・事務局長の覚悟！～ 

第１０号議案 ユースサミット募集承認の件            担当 未来リーダー育成

委員会 

 

協議事項 

 第１号議案 二月度例会に関する件               担当 人財力開発委員会 

     

 

二月度理事会   

日時 ２０１５年１月２８日（水）１９：３０～２１：２６ 

場所 東町会館 

審議事項  

第１号議案 二月度例会承認の件                担当 人財力開発委員会 

        日時 ２０１４年２月２１日（土）１３：００ ～ ２２日（日）１０：３０ 

        場所 茨城県日立市河原小町２－２１－７ シーサイドホテル東館 

        内容 「チームワーク向上旅行～one for all all for one～」 

協議事項  

第１号議案 三月度例会に関する件               担当 地域の豊かさ向上

委員会 

 

三月度理事会   



日時 ２０１５年２月１７日（火）１９：３０～２２：０５ 

場所 マミエール物流センター 

審議事項 

 第１号議案 正会員承認の件                  担当 総務グループ 

        杉山剛志・No５４０ 

 第２号議案 選挙管理委員会委員選出承認の件          担当 執行部 

 第３号議案 三月度例会承認の件                担当 地域の豊かさ向上

委員会 

日時 ２０１４年３月１２日（木）１９：００～２１：００ 

場所 草加文化会館 ３F 第１会議室 

内容 「草加松原」の資源についての Study Group 

      ～草加松原夢まつりを大成功させる為に～ 

    

協議事項 

第１号議案 四月度例会に関する件               担当 未来リーダー育成

委員会 

  

討議事項 

 第１号議案 埼玉県議会議員選挙南第１区「公開討論会」開催に関する件 

担当 執行部 

 

第一回臨時理事会 

日時 ２０１５年３月６日（金）１９：３０～２２：４０ 

場所 東町会館 

協議事項 

第１号議案 埼玉県議会議員一般選挙 南第１区「公開討論会」開催に関する件 

担当 執行部 

 

四月度理事会   

日時 ２０１５年３月１８日（水）１９：３０～２３：５５ 

場所 東町会館 

審議事項 



第１号議案 正会員承認の件                  担当 総務グループ 

斎藤智秀・No５４１ 

第２号議案 新春賀詞交歓会補正予算承認の件          担当 執行部 

第３号議案 新春賀詞交歓会事業報告承認の件          担当 執行部 

第４号議案 一月度例会事業報告承認の件            担当 総務グループ 

第５号議案 埼玉県議会議員一般選挙 南第１区「公開討論会」開催承認の件 

担当 執行部 

第６号議案 四月度例会承認の件                担当 未来リーダー育成

委員会 

       日時  ２０１５年４月２５日（土）８：３０～１７：００ 

       場所  左岸広場及び皮革跡地 

       内容  「世界に届け思いやりの輪」 

 

協議事項 

第１号議案 五月度例会に関する件               担当 人財力開発委員会 

 

五月度理事会   

日時 ２０１５年４月２３日（木）１９：３０～２３：５５ 

場所 東町会館 

審議事項 

第１号議案 正会員承認の件                  担当 総務グループ 

      木内慎一・No５４２ 金井勲・No５４３ 

第２号議案 二月度例会補正予算承認の件            担当 人財力開発委員会 

第３号議案 二月度例会事業報告承認の件            担当 人財力開発委員会 

第４号議案 三月度例会事業報告承認の件            担当 地域の豊かさ向上

委員会 

第５号議案 五月度例会承認の件                担当 人財力開発委員会 

       日時  ２０１５年５月２６日（火）１９：００～２１：００ 

       場所  草加市文化会館 ３F 第一会議室 

       内容  「歴代理事長から学ぶ～ＪＣがあったから～」  

 

第６号議案 七月度例会日程変更承認の件            担当 地域の豊かさ向上



委員会 

協議事項 

第１号議案 六月第１例会に関する件              担当 総務グループ 

第２号議案 六月第２例会に関する件              担当 わんぱく相撲実行

委員会 

第３号議案 七月度例会に関する件               担当 地域の豊かさ向上

委員会 

       

六月度理事会   

日時２０１５年５月１９日（火）１９：３０～２１：４０ 

場所 東町会館 

審議事項 

第１号議案 六月第１例会承認の件               担当 総務グループ 

日時  ２０１５年６月１８日（木）１９：００～２１：００ 

       場所  草加商工会議所会館 第２、第３会議室 

       内容  第一部 選挙 

           第二部 「事前説明会」 

           ～青少年相撲大会並びにわんぱく相撲ブロック地区大会に向けて～ 

 

第２号議案 六月第２例会承認の件               担当 わんぱく相撲実行

委員会 

日時  ２０１４年６月２８日（日） ６：３０～１６：３０ 

       場所  草加市立松原小学校 

       内容  第２４回わんぱく相撲埼玉ブロック地区大会草加大会 

 

協議事項 

第１号議案 七月度例会に関する件               担当 地域の豊かさ向上

委員会 

 

七月度理事会   

日時 ２０１５年６月１６日（火）１９：３０～２１：５７ 

場所 東町会館 



審議事項 

 第１号議案 正会員承認の件                  担当 総務グループ 

       渡辺有摩・No５４４  山崎凌・No５４５ 

第２号議案 埼玉県議会議員一般選挙 南第１区「公開討論会」開催事業報告承認の件 

担当 執行部 

 第３号議案 四月度例会事業報告承認の件            担当 未来リーダー育成

委員会 

第４号議案 七月度例会承認の件                担当 地域の豊かさ向上

委員会 

        日時  ２０１５年７月５日（日）１６：３０～２１：３０ 

        場所  草加松原遊歩道 

        内容  草加松原夢まつり 

  

協議事項 

 八月度例会に関する件                     担当 未来リーダー育成

委員会 

 

八月度理事会   

日時 ２０１５年７月１４日（月）１９：３０～２２：４２ 

場所 東町会館 

審議事項 

 第１号議案 五月度例会事業報告承認の件            担当 人財力開発委員会 

第２号議案 八月度例会承認の件                担当 未来リーダー育成

委員会 

日時  ２０１５年８月２９日（土）１５：００～１９：００ 

        場所  綾瀬川左岸広場 

        内容  草加 LOVE ２０００ 

 

第二回臨時理事会 

日時 ２０１５年７月２４日（金）２０：００～２０：５３ 

場所 東町会館 

協議事項 



第１号議案 九月度例会に関する件               担当 総務グループ 

 

九月度理事会 

日時 ２０１５年８月２０日（木）１９：３０～２１：４４ 

場所 東町会館 

審議事項 

第１号議案 六月第１例会事業報告承認の件           担当 総務グループ 

第２号議案 七月度例会事業報告承認の件            担当 地域の豊かさ向上

委員会 

第３号議案 九月度例会承認の件                担当 総務グループ 

日時  ２０１５年９月８日（火）１９：００～２１：３０ 

        場所  草加商工会議所会館 第一、二会議室 

        内容  第一部 第１０７回通常総会 

             第１号議案 ２０１５年度中間決算承認の件 

             第２号議案 ２０１６年度役員選任の件 

第二部 『迷わず行けよ！行けばわかるさ！～出向の魅力～』 

 

協議事項 

 第１号議案 十月度例会に関する件               担当 地域の豊かさ向上

委員会 

 

十月度理事会 

日時 ２０１５年９月１５日（火）１９：３０～ 

場所 藤白家 

審議事項 

第１号議案 正会員承認の件                  担当 総務グループ 

      我妻美涼・No５４６ 志村尚輝・No５４７ 土田真志・No５４８ 

第２号議案 六月第２例会事業報告承認の件           担当 わんぱく相撲実行

委員会 

第３号議案 十月度例会承認の件                担当 地域の豊かさ向上

委員会 

日時  ２０１４年１０月２４日（土）１９：００～２１：００ 



        場所  草加市文化会館 レセプションルーム 

       内容  「明るい草加松原を夢見て」 

 

協議事項 

 第１号議案 十一月度例会に関する件             担当 未来リーダー育成

委員会 

 

十一月度理事会 

日時 ２０１５年１０月１９日（月）１９：３０～２２：３３ 

場所 東町会館 

審議事項 

第１号議案 正会員承認の件                  担当 総務グループ 

      松原明子・No５４９ 小林竜・No５５０ 

第２号議案 八月度例会事業報告承認の件            担当 未来リーダー育成

委員会 

第３号議案 十一月度例会承認の件               担当 未来リーダー育成

委員会 

日時  ２０１５年１１月２６日（木） １９：００～２１：００ 

        場所  草加市文化会館 レセプションルーム 

       内容  青少年健全育成事業 ～ビジョン２０１５～ 

 

協議事項 

 第１号議案 十二月第１例会に関する件             担当 総務グループ 

 第２号議案 十二月第２例会に関する件             担当 人財力開発委員会 

         

十二月度理事会 

日時 ２０１５年１１月１２日（水）１９：３０～２２：３０ 

場所 マミエール物流センター 

審議事項 

 第１号議案 ユースサミット募集報告承認の件          担当 未来リーダー育成

委員会 

 第２号議案 九月度例会事業報告承認の件            担当 総務グループ 



 

 第３号議案 十二月第１例会承認の件              担当 総務グループ 

日時  ２０１４年１２月５日（金）１９：００～２２：００ 

        場所  埼玉屋旅館 会議室 

        内容  第一部「第１０８回通常総会」 

    第１号議案 正会員の除名 承認に関する件 

第２号議案 ２０１６年度役員等補充 承認に関する件 

第３号議案 ２０１５年度第１次補正予算（案）承認に関する件 

    第４号議案 ２０１６年度事業方針並びに事業計画（案）承認に関す

る件 

           ２０１６年度理事長所信 

           ２０１６年度組織図（案） 

           ２０１６年度出向者（案） 

           ２０１６年度委員会事業方針（案） 

    第５号議案 ２０１６年度収支予算（案）承認に関する件 

           ２０１６年度新会計基準予算（案）承認に関する件 

    第６号議案 ２０１６年度公益目的事業計画（案）承認に関する件 

    第７号議案 ２０１６年度資金調達及び設備投資の見込み（案）に関

する件 

 

            第二部「卒業生大いに語る」 

第４号議案 公益社団法人草加青年会議所２０１６年度役員等選任の件 

担当 総務グループ 

第５号議案 十二月第２例会承認の件              担当 人財力開発委員会 

        日時  ２０１５年１２月１２日（土）１６：００～１８：４５ 

        場所  草加市文化会館 ホール 

        内容  「卒業式」 

 第６号議案 事業報告書付託承認の件              担当 執行部 

第７号議案 諸規定変更承認の件                担当 総務グループ 

 



公益社団法人 草加青年会議所 

２０１５年度 例会開催報告 

 

専務理事  三橋 親弘 

 

一月度例会   日時  ２０１５年１月２９日（水）１９：００～２１：００ 

場所  草加市文化会館 第一会議室 

内容  第一部 第１０６回通常総会 

第１号議案 ２０１４年度第３次補正予算承認に関する件 

第２号議案 ２０１４年度事業報告承認に関する件 

第３号議案 ２０１４年度公益目的事業報告承認に関する件 

第４号議案 ２０１４年度収支決算承認に関する件 

第５号議案 ２０１４年度修正収支予算承認に関する件 

           第二部 「想い・２０１５～委員長・事務局長の覚悟～！」 

出席  総員５３名 出席３０名 出席率５８％ 

オブザーバー  高橋 利幸先輩、小野 良一郎先輩、杉山 剛志様、岡田 俊樹

様 

 

二月度例会   日時  ２０１５年２月２１日（土）１３：００～２２日（日）１０：００ 

        場所  茨城県日立市河原子町２－２１－７ シーサイドホテル東館 

        内容  「チームワーク向上旅行～one for all  all for one～」 

        出席  総員５３名 出席２８名 出席率５４％ 

         

三月度例会   日時  ２０１５年３月２８日（金）１９：００～２１：００ 

   場所  草加文化会館 第１会議室 

   内容  「草加松原」の資源についての Study Group 

～草加松原夢まつりを大成功させる為に～ 

   出席  総員５５名 出席３５名 出席率６５％ 

   オブザーバー  木内 慎一様、斎藤 知秀様、金井 勲様 

自治文化部 文化観光課 課長補佐 籠宮 千春様 

自治文化部 みんなでまちづくり課 課長 山岡 和彦様 



自治文化部 文化観光課 課長 本多 秀康様 

都市整備部 みどり公園課 課長補佐 武田 直樹様 

草加市教育委員会 生涯学習課 課長 長峯 春仁様 

 

四月度例会   日時  ２０１５年４月２５日（土）８：３０～１７：３０ 

        場所  草加市左岸広場 

        内容  「世界に届け思いやりの輪」 

        出席  総員５５名 出席４１名 出席率７４．５％ 

オブザーバー  山崎様 木内様 

ブース来場者  草加市民４９０名 

 

 

五月度例会   日時  ２０１５年５月２６日（火）１９：００～２１：００ 

       場所  草加市文化会館 ３F 第一会議室 

        内容  「歴代理事長から学ぶ～ＪＣがあったから～」 

        出席  総員５７名（内休会１名）出席５６名 出席率１００％ 

オブザーバー   土田真志様 山崎凌様 松原明子様 田村健太郎様 金子

孝行様   渡辺有摩様 腹子達郎様 斎藤裕也様 栗原

実様 永倉康男様  

鈴木直様 秋元宜人様 橋本昌明様 関口岩生様 重田圭

一様  

                           小野良一郎先輩 和田浩先輩 高橋利幸先輩 三倉悠斗君   

オブザーバー１９名 

 

六月第１例会  日時  ２０１５年６月１８日（木）１９：００～２１：００ 

       場所  草加商工会議所 3 階 第一第二会議室 

       内容  第一部 『選挙例会』 

第二部 『事前説明会』 

           ～青少年相撲大会並びにわんぱく相撲埼玉ブロック地区大会にむけて

～ 

       出席  総員５７名 出席３８名 出席率６９％ 

 



六月第２例会  日時  ２０１５年６月２８日（日）６：３０～１９：３０ 

       場所  草加市立松原小学校 

       内容  わんぱく相撲埼玉ブロック地区大会草加大会 

       出席  総員５８名 出席３６名 出席率６３％ 

オブザーバー  朝霞青年会議所エリア 小学生３人 ＪＣメンバー １９人 

入間青年会議所エリア 小学生３人 ＪＣメンバー ２５人

（ＯＢ含む） 

越谷青年会議所エリア 小学生３人 ＪＣメンバー １３人 

こだま青年会議所エリア 小学生３人 ＪＣメンバー １６

人 

埼玉中央青年会議所エリア小学生３人 ＪＣメンバー １２

人 

草加青年会議所エリア 小学生３人 ＪＣメンバー３６人 

所沢青年会議所エリア 小学生３人ＪＣメンバー１８人 

西入間青年会議所エリア 小学生３人 ＪＣメンバー１６人 

八潮青年会議所エリア 小学生３人 ＪＣメンバー３人 

草加市長 田中 和明様  衆議院議員 黄川田仁志様 

草加市議会議長 浅井昌志様  

埼玉県相撲連盟 副会長 中田善雄様 理事長 斉藤猛様 

 

七月度例会   日時  ２０１５年７月５日（日）１６：３０～２１：３０ 

        場所  草加松原遊歩道 

        内容  「草加松原夢祭り」 

        出席  総員５８名 出席４４名 出席率７８％ 

オブザーバー   草加市長 田中 和明様  衆議院議員 黄川田仁志様 

草加市議会議長 浅井昌志様 

 

八月度例会   日時  ２０１５年８月２９日（土）１５：００～１９：００ 

        場所  綾瀬川左岸広場 

        内容  草加 LOVE ２０００ 

        出席  総員５８名 出席３６名 出席率６３％ 

オブザーバー  志村様 我妻様  ユースサミットメンバー  ３６人 



 

九月度例会   日時  ２０１５年９月８日（火）１９：００～２１：００ 

        場所  草加商工会議所会館 ３F 第１・第２会議室 

        内容  第一部 第１０７回通常総会  

第１号議案 ２０１５年度中間決算承認に関する件 

第２号議案 次年度役員承認に関する件 

        出席  総員５８名 出席３４名 出席率５９％ 委任状提出者４５名 

 

十月度例会   日時  ２０１５年１０月２４日（水）１９：００～２１：００ 

        場所  勤労福祉会館 視聴覚室 

        内容  「明るい草加松原を夢見て」 

       出席  総員６１名 出席３４名 出席率５７％ 

       ご来賓 草加市長 田中和明様  草加市議会議長 浅井昌志様 

           草加市職員３名 

 

十一月度例会  日時  ２０１５年１１月２６日（木） １９：００～２１：００ 

        場所  草加文化会館 1F レセプションルーム 

        内容  青少年健全育成事業 ～ビジョン２０１５～ 

        出席  総員６３名 出席３９名 出席率６２％ 

オブザーバー 伊藤りょうすけ様 

 

十二月第１例会 日時  ２０１５年１２月４日（金）１９：００～２２：００ 

        場所  埼玉屋旅館 会議室 

        内容  第一部「第１０８回通常総会」 

     第１号議案 正会員の除名 承認に関する件 

第２号議案 ２０１６年度役員等補充 承認に関する件 

第３号議案 ２０１５年度第１次補正予算（案）承認に関する件 

     第４号議案 ２０１６年度事業方針並びに事業計画（案）承認に関

する件 

           ２０１６年度理事長所信 

           ２０１６年度組織図（案） 

           ２０１６年度出向者（案） 



           ２０１６年度委員会事業方針（案） 

     第５号議案 ２０１６年度収支予算（案）承認に関する件 

           ２０１６年度新会計基準予算（案）承認に関する件 

     第６号議案 ２０１６年度公益目的事業計画（案）承認に関する件 

     第７号議案 ２０１６年度資金調達及び設備投資の見込み（案）に

関する件 

 

            第二部「卒業生大いに語る」 

        出席  総員６２名 出席３７名 出席率６０％ 

オブザーバー 草加青年会議所 OB 会 

 

十二月第２例会 日時  ２０１５年１２月１２日（土）１６：００～１９：１０ 

        場所  草加市文化会館 ホール 

        内容  「卒業式」 

        出席  総員名 出席名 出席率７７％ 

ご来賓 外務大臣政務官 衆議院議員 黄川田仁志 秘書 川内昂哉 様 

    埼玉県議会議員 山川百合子 様   

草加青年会議所 OB 会 会長 指田重宣 様 

オブザーバー 草加青年会議所 OB 会１９名  舞子２名 

       一般社団法人 東入間青年会議所  

森田守先輩 森敬子先輩 山岸一仁君 

               卒業生ご家族４名 

 

 

 

 

 



















 

 



第 ３ 号 議 案 資 料 

（１）２０１５年度公益目的事業報告書 





 

 



 

 



第 ４ 号 議 案 資 料 

 

 

 

(１)２０１５年度収支決算報告 

 









 

















































 





















 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 (２) 監  査  報  告  書 



 

 



第 ５ 号 議 案 資 料 

 

 

 (１)２０１６年度修正収支予算書 

 





































 

 

 

 



 





 


