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公益社団法人 草加青年会議所 

２０１７年 一月度例会（第１１２回通常総会） 

日 時：２０１７年１月３１日（木） 

１９：００~２１：１０ 

場  所：草加市中央公民館 

    第一・第二講座室   

理事長：加 州 洋 介 

担 当：総務グループ 

 

《 次 第（案）》 

   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１１２回通常総会』 

第１号議案 ２０１６年度 第２次補正予算 承認に関する件 

第２号議案 ２０１６年度 事業報告 承認に関する件 

第３号議案 ２０１６年度 公益目的事業報告 承認に関する件 

第４号議案 ２０１６年度 収支決算 承認に関する件 

第５号議案 ２０１７年度 修正収支予算 承認に関する件 

     第２部 『委員長大いに語る』 

       趣旨説明 

   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 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

君が代 

 

君が代は 千代に八千代に 

さざれ石の 巌となりて 苔のむすまで 

 

JCソング 

 

JC JC JC 

世界を結ぶ 若き団結 

新しき世紀の 希望となりて 

永遠に繁栄えん我等の集い 

 

JC JC JC 

奉仕の理想 探求めつつ 

祖国の進歩の 力となりて 

先駆けゆかん 我等の集い 

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。  

 

網領 

 

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。 

関東地区宣言 

 

われわれは国づくりの先駆者（さきがけ） 

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 

若い我等 

 

若い我等が 手を取り合って 

進む行く手の 青い空に 

輝く JC 明るい希望 

足なみをそろえて 行こうじゃないか 

 

世界を結ぶ 若さの力 

互に尽くす 楽しさこそ 

JCの理想だ 新しい日だ 

足なみをそろえて 行こうじゃないか 

 

若い我等の 心を集め 

つくる集いに 未来をかけて 

JCの仲間は 皆信じあう 

足なみをそろえて 行こうじゃないか 



JCI Creed 

The Creed of Junior Chamber International 

ザ クリード オブ ジュニアー チャンバー インターナショナル 

We Believe; 

ウィビリーブ 

That faith in God gives meaning and purpose to human life; 

ザット フェイス イン ゴッド ギブス ミーニング アンド パーポス トゥ ヒューマンライフ 

That the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations; 

ザット ザ ブラザーフッド オブ マン トランセンズ ザ サバレインティ オブ ネイションス 

That economic justice can best be won by free men through free enterprise; 

ザット エコノミック ジャスティス キャン ベスト ビー ウォン バイ フリーメン スルー フリー 

エンタープライズ 

That government should be of laws rather than of men; 

ザット ガバメント シュド ビー オブ ロウス ラザーザン オブ メン 

That earth’s great treasure lies in human personality; 

ザット アース グレイト トレジャー ライズ イン ヒューマン パーソナリティー 

and That service to humanity is the best work of life. 

アンド ザット サービス トゥ ヒューマニティ イズ ザベスト ワーク オブ ライフ 

 

和訳  我々はかく信じる：  

信仰は人生に意義と目的を与え  

人類の同胞愛は国家の主催を超越し  

正しい経済の発展は 自由経済社会を通じて最もよく達成され  

政治は人によって左右されず法によって 運営されるべきものであり  

人間の個性はこの世の至宝であり  

人類への奉仕が人生最善の仕事である。 

 

JCI Misson 

To provide development opportunities 

トゥ プロバイド ディベロップメント オポチュニティー 

that empower young people to create positive change. 

ザット エンパワー ヤング ピープル トゥー クリエイト ポジティブ チェンジ 

 

和訳  青年が積極的な変革を創造し開拓するために、 

能動的な活動ができる機会を提供する。 

 

JCI Vision 

To be the leading global network of young active citizens. 

トゥ ビィ ザ リーディング グローバル ネットワーク オブ ヤング アクティブ シチズンズ 

 

和訳  青年の行動的市民活動を支援する 

国際的なネットワークをもつ先導的機関となる。 



 

目      次 

第１１２回通常総会次第…………………………………  
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       ２０１６年度公益目的事業報告書…………………… 

 

５． 第４号議案……………………………………………… 

 

２０１６年度収支決算書…………………… 

 

６． 第５号議案……………………………………………… 

      

       ２０１７年度修正収支予算書………………………… 

 

７． 固定資産管理台帳………………………………………… 

 

８． 備品管理台帳……………………………………………… 

 

９． 理事会出席表・例会出席表……………………………… 







第 １ 号 議 案 資 料 

（１）２０１６年度第２次補正予算書 



第 ２ 号 議 案 資 料 

 

 

２０１６年度事業報告書 

 

 

 

(１) 事  業  報  告 

 

(２) 委 員 会 報 告  

 

(３) 理 事 会 報 告 

 

        （４）例 会 開 催 報 告 

 

(５) 理 事 長 報 告 

 

（６）専 務 報 告 

            

          （７）副 理 事 長 報 告 

 

 



公益社団法人草加青年会議所 ２０１６年度事業報告 

                         理事長 吉田 浩士 

 

「一念通巌」 

魅力あふれる草加の実現 

 

本年は、魅力あふれる草加の実現に向けて市民自らがまちづくりを行い、地域の宝であ

る青少年を地域に住む人々が育て、人と人のつながりが安心安全なまちを作り、草加市を

魅力あるまちにするために一年間活動してまいりました。私は、まちづくりはひとづくり

だと考えております。市民の心を動かすことは並大抵のことではありません。しかしなが

ら、創意と工夫と情熱を持って活動すれば、出来ない事はないと考えます。強い思いがあ

れば、不可能はない、という思いを込めて一念通巌をスローガンに掲げ、ＪＡＹＣＥＥと

して地域のリーダーとして、メンバーの成長を促してまいりました。 

 

 

 

会員拡大委員会 

 

坂井委員長を筆頭に、１５名の拡大に成功することが出来ました。年当初より入会人数

もさることながら、この会の先を見据え戦略的に拡大をしていただき、入会後も年数の残

るような方を中心に３８歳以下に絞り拡大していただきました。八月度例会では、委員会

によるまちづくりとビジネスを掛け合わせた体験型セミナーを開催していただきました。

多くのオブザーバーを巻き込み、入会へとつなげることが出来ました。十二月第２例会で

は今年卒業を迎えられる１０名のメンバーを市内のアコスホールにて盛大に送り出してい

ただいたことと共に、２０１７年に向けてしっかりとした引き継ぎの場を演出していただ

きました。また、わんぱく相撲においては委員会メンバーの協力を受け、金井チームリー

ダーのもと、記念体育館での練習や駐車場の誘導や埼玉ブロック地区大会、そして両国国

技館での応援とわんぱく力士を育ててくれました。ＪＣとしての経験が浅い中、類まれな

る順応力を発揮し委員会を引っ張っていただいた坂井委員長をはじめとする会員拡大委員

会の皆様、一年間ご協力ありがとうございました。 

また、委員会をしっかりと纏め上げていただきました田中副理事長、三輪室長、本当に

ありがとうございました。 

 



 

青少年健全育成委員会 

 

青少年健全育成委員会では「みんなで笑顔」のテーマのもと一年間活動していただきま

した。ユースサミットのテーマも「笑顔」として春の子どもフェスタをはじめ、仲間意識

を育てる事業、道徳の重要性を説く事業、ユースサミット事業などを開催して頂きました。

第１６回春の子どもフェスタでは宇佐美実行委員長のもと、子どもたちに笑顔の大切さを

訴え、個々の成長や、そこから生まれてくる信頼関係、相手を思いやることの大切さを学

んでいただきました。七月度例会では道徳教育に特化した「草加道徳教育の変」と題し、

行政関係者や学校長、ＰＴＡ関係者をお招きし、学校ではできない道徳教育について担当

委員会のメンバーが主体となり開催していただきました。また、全１２回のユースサミッ

トにおいても、多くの子どもたちに気づきと学びの場を提供して頂きました。十月度例会

では「これからの青少年健全育成の為に」と題し、青少年健全育成委員会の一年間の活動

を通し、事業内容の改善点や引き継ぎ事項を共有し、次年度以降の事業構築の礎を作って

いただきました。理事経験者が少ないながら卓越した能力を駆使し委員会をまとめていた

だいた松山委員長をはじめとする青少年健全育成委員会の皆様、一年間ご協力ありがとう

ございました。また、加州副理事長、三橋室長におかれましては、委員会のバックアップ

を的確に行い委員会の底上げをして頂きました。一年間ありがとうございました。 

 

 

 

地域開発委員会 

 

 地域開発委員会では、人と人のつながりが安心安全なまちをつくるをテーマに、一年間

活動して頂きました。本年は、小勝委員長よりターゲットを絞ると事前に聞いておりまし

たが、ターゲットを絞る事の重要性を改めて感じた一年でした。三月度例会では、例会に

参加する全メンバーにて、草加市内近隣を隈なく周り、挨拶運動を展開いたしました。「あ

いさつで、知らない人から知っている人へ」を合言葉に、市内各所にて挨拶運動を行い、

市民の生の声に触れることが出来る貴重な場となりました。私も参加したいというような

言葉までいただき、益々ＪＣ活動の展開を急がなければと感じました。９月に開催いたし

ました「ママフェス」では、子育て世代を中心とし、活躍するママと育児に追われるママ

と、ママが中心となって何かできるのではないかという場を用意させて頂きました。また、

既に何かしらの活動をしているママと知り合うことで、そこから生まれるコミュニティと

ものも感じることが出来ました。マンション内での挨拶禁止という管理規約が生まれる中

で、メリットデメリットを見極め、監視カメラの様な対策ではなく、人と人とのつながり

による安心安全を作り出すまちであってほしいと感じております。この度、初めてママフ



ェスという事業を開催いたしました。初めての開催にあたり、大変な苦労はあったかと思

います。その中でも委員会メンバーをまとめ、活動して頂きました小勝委員長、そして小

勝委員長を支えて頂きました下田室長、私の代弁者として、委員会を支えて頂きました齋

藤副理事長はじめ、地域開発委員会の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

草加には市民の祭り（ふささら祭り）、子どもの祭り（子どもフェスタ）となりますが、マ

マの祭り（ママフェス）も草加市の行事として受け継がれていくことを期待しております。 

 

 

 

総務グループ 

 

総務グループでは、草加青年会議所として活動を行う上で基盤となる事務関係全般を行

っていただきました。毎月の理事会の設営から、議事録の作成、３度の通常総会をはじめ

選挙例会、ＨＰ運営等、ミスが許されない中で、しっかりと活動していただきました。注

目を浴びることのない裏方の仕事でありますが、事務方を十分に行っていただいたことに

より、他の委員会や草加青年会議所が問題なく事業展開をすることが出来ました。総務グ

ループとしてしっかりとした運営していただきました大谷事務局長と財務処理を毎月滞り

なく行っていただきました寺門財政局長をはじめとする総務グループの皆様、一年間ご協

力ありがとうございました。 

 

 

 

選挙管理委員会 

 

 選挙管理委員会では、大久保理事に委員長をお願いいたしました。本年は、残念ながら

立候補者不在という事態になりましたが、青年会議所運動に対する熱い情熱と草加の未来

ビジョンについて思いを持つメンバーは多く、この先の益々の成長が非常に楽しみです。、

次年度理事長立候補者選考委員会が立ち上がり、候補者として加州君が勇気をもって手を

挙げてくれました。９月の総会を経て、皆様に可決承認をいただきました。それらの手続

きを的確に滞りなく行っていただきました大久保委員長をはじめとする選挙管理委員会の

皆様、ありがとうございました。本年は、選考委員会が立ち上がるという２０１２年度以

来の事態となりましたが、選考委員会のメンバーに選ばれたという意味と意義を理解して

くれたメンバーが多く、貴重な委員会となりました。 

 

 

 



５０周年特別会議 

  

本年の草加青年会議所は、４８年目となります。５０周年の記念となる一年を迎えるに当

たり、来年は実際に何を行うのか具体的に進める年となります。その為２年前ではありま

すが、準備委員会を設置させていただきました。執行部経験もあり、専務経験もあり、現

在、唯一周年委員会の副実行委員長の担いを全うした三橋君に特別議長をお願いいたしま

した。本年は、２ＬＯＭ開催された周年記念式典に多くのメンバーが参加し式典を経験し

てくれました。しかしながら、周年は式典だけではなく、記念事業や、記念誌、未来ビジ

ョン等多くのハードルが待ち構えています。侃々諤々の議論がなされ、私たちのアイデン

ティティの再確認をする為にも、魅力あふれる団体となる為にも、明るい豊かな社会を実

現する為にも重要な節となります。孟宗竹のように太く大きく成長するためにも、５年１

０年を大事にとらえ、連綿と受け継がれてきた草加ＪＣの魂を次代に引き継いでください。 

 

 

 

 

また、本年度公益社団法人日本青年会議所に出向いただきました石原歴代理事長、田中副

理事長、寺門理事、石川理事、太田君、川本理事、埼玉ブロック協議会へ出向いただきま

した石原監査担当役員、３０ＬＯＭ支援委員会下田副委員長、組織連携推進委員会桑代副

委員長、埼玉の魅力発信委員会三橋運営幹事を始めといたします出向メンバーの皆様、草

加青年会議所の代表として各出向先でご活躍いただき、また様々なものをお持ち帰りいた

だきました。その成果は、他のメンバーに波及しそれぞれの成長につながったと確信して

おります。感謝を申し上げると共に皆様のさらなるご活躍をご祈念申し上げます。そして、

本年は京都会議・サマーコンファレンス・広島で開催された全国大会、また６月に開催さ

れました埼玉ブロック大会西入間大会とご参加いただきました皆様、本当にありがとうご

ざいました。 

 このように本年一年を全うすることが出来たのも、前年度の経験者として厳しいくもあ

りまた、暖かいアドバイスをいただきました石原直前理事長、やるべきことをしっかりと

把握し、ご指摘いただきました吉村外部監事、苦しい時に助けて頂きました山崎監事、各

委員会の方向性を間違えず運営していただきました齋藤副理事長、田中副理事長、加州副

理事長のおかげであります。改めて感謝と御礼を申し上げます、ありがとうございました。

そして高原専務におかれましては、候補者の段階より一年と四ヵ月、常に支え続けていた

だきました。高原専務がいたからこそ、今の自分が存在します。本当にありがとうござい

ました。来年以降様々な困難が立ちはだかると思いますが、高原専務なら乗り越えられる

はずです。益々のご活躍をご期待申し上げます。 

 



おわりに 

信頼というものは相手があって初めて成り立ちます。自らが判断するのではなく、判断

されることにより生じます。信頼の積み重ねがメンバー同士の絆を深めていきます。これ

は団体も同じだと考えます。草加市や市民に対して、この草加青年会議所４８年の歴史の

中で、諸先輩方は少しずつすこしずつ信頼を積み上げてこられました。しかし崩すのは、

一瞬で行われてしまいます。だからこそ、その歴史を大切にし、崩すことなく今後もその

信頼を積み重ね、さらに市民から必要とされる団体となり、魅力あふれる草加を創ってい

きましょう。 

結びに、本年の全ての事業の実施にあたり、ご理解とご支援を賜りました関係諸団体の

皆様、指田重宣ＯＢ会会長、田川豊ＯＢ会会長をはじめとする先輩諸兄の皆様、事務局員

の福田和枝様、そして改めてメンバーの皆様に心より感謝と御礼を申し上げ事業報告とさ

せていただきます。一年間ありがとうございました。 

 



  委 員 会 事 業 報 告 

  

 

１． 会 員 拡 大 委 員 会 

 

２． 青 少 年 健 全 育 成 委 員 会 

 

３． 地 域 開 発 委 員 会 

 

４． 総 務 グ ル ー プ 

 

５． 選 挙 管 理 委 員 会 

 

 

 

 

 

 

 



２０１６年度 公益社団法人 草加青年会議所 

 

会員拡大委員会 事業報告 

 

委員長 坂井尚徳 

 

今年度、 「一念通巌」～魅力あふれる草加の実現～ を掲げた吉田理事長のスローガン

のもと、会員拡大委員会では『創り上げる楽しみ』をテーマに苦労も楽しみに変えて一年間

活動してまいりました。 

会員拡大目標１５名という付託を受け、今年度も何とか目標の１５名の魅力あふれる新

入会員が入会することになりました。 

 

○二月オープン委員会「メンバー全員による拡大～拡大意識の高揚～」 

 このオープン委員会では越谷 JCOB である井橋先輩を講師で招き、メンバー全員の拡大

意識の高揚を図りました。 

井橋先輩とは年末から打ち合わせを重ね、拡大に対する熱意や愛情を感じることができ、そ

れによって今年の１５名拡大に繋がったと感じております。 

このオープン委員会では会員拡大委員会メンバー１００％出席ということもあり、今年

一年間委員会メンバー一丸となって拡大をやっていくという気持ちが表れたオープン委員

会となりました。 

経験浅いメンバーが多い拡大委員会での設営で、講師への配慮や役割分担等の徹底等の

ミスもありましたが、このオープン委員会の反省点や良かった点等を委員会内で検証した

ことが後々大きな糧となりました。 

 

○リーフレットの作成 

 今年度、新しく拡大をするにあたり今年ならではリーフレットを２００部作成しました。

２０１５年入会のメンバーがオブザーバーの目線で考え、一つ一つ拘ったリーフレットに

なったと思います。作成にあたり、パワーポイントを使ったことのない委員会メンバー達が

何日も夜遅くまでかけて創り上げたリーフレットがあったからこそ、拡大に対する思いに

なり１５名拡大達成に繋がったと思っております。本当にありがとうございました。 

 

○３月・６月異業種交流会 

 ３月と６月には異業種交流会を開催し、多くのオブザーバーとの交流を図りました。 

３月は委員会内だけで異業種交流会を行い、仕事の繋がりや地元の繋がりから多くのオブ

ザーバーを発掘することができ、拡大に繋がりました。現在でもここで出会った人達と交流

を持てているのは、草加 JCの主催であったけれども、それだけでなく人と人の縁を感じる



素晴らしい異業種交流会となりました。 

６月には委員会内だけでなく、全メンバーへ呼びかけ異業種交流会を開催いたしました。 

１０名を超えるオブザーバーの参加もあり盛り上がった異業種交流会となりました。ここ

に来たメンバーからも多くの新入会員が生まれたことは素晴らしい結果となりました。特

に会員拡大委員会以外のメンバーも多く駆けつけてくれ、積極的にオブザーバーと名刺交

換する姿等を見て拡大はメンバー全員で行うものだと再認識する異業種交流会となりまし

た。委員会メンバーも６月の異業種交流会では色んな工夫を取り入れ、アピールタイムを設

けたり、動画を作成し流すなど、来ていただいたオブザーバーが飽きない設営をしてくれた

こと感謝しております。ありがとうございました。 

 

○わんぱく相撲 

 本年度のわんぱく相撲は金井わんぱくリーダーに依頼し引き受けてくれて非常に素晴ら

しい結果となりました。草加場所の瀬崎グラウンド駐車場整備では何度も下見に行き、前日

の夜から混乱を招かないように準備をしました。誘導の導線も慣れない CADを使い分かり

やすい資料を作ってくれました。 

わんぱくブロック大会に向けての練習会では自らまわしをつけて子ども達に稽古をつけ

てくれました。全国大会の出場が決まると、全国大会まで週２回以上の練習会で計１０回の

練習会を行いました。わんぱく副リーダーを設け、小林副リーダーと伊藤副リーダーと３人

で胸を貸す姿に感動しました。その結果が子ども達の全国大会の結果に表れ、全員が全国で

勝つという快挙を成し遂げました。打ち上げで子ども達が金井わんぱくリーダーと離れた

くない表情をしていたのは印象的でした。金井わんぱくリーダー、小林わんぱく副リーダー、

伊藤わんぱく副リーダーお疲れ様でした。そして有難うございました。 

 

○八月度例会「異業種交流会 IN草加」 

 八月度例会では会員拡大の進みが遅い現状を踏まえ、オブザーバーの新たな発掘と拡大

のラストスパートをかけるために、異業種交流会 IN 草加としてオブザーバーを多く集め、

グループディスカッションを行い交流しました。草加の問題点などをテーマに設けファシ

リテーターを中心に様々な職業の観点から意見をもらい、今後のまちづくりに役立つディ

スカッションを行いました。 

当日の設営、動員面では不備が多々ありましたことをこの場をもってお詫び申し上げま

す。チラシを使っての動員計画では思ったようにチラシを有効活用できずに、メンバーの皆

様にはご迷惑をおかけしました。 

しかしながら、例会中のオブザーバーとの名刺交換やディスカッションを行うことによ

ってメンバー全員の拡大意識が高揚する例会となり拡大に繋がったことは一定の成果を見

ることができました。 

 



○十二月第２例会「卒業式」 

 ２０１６年最後の例会では、今年４０歳を迎え草加青年会議所を卒業される卒業生のた

めにと「卒業式」を行いました。草加市アコスホールで、卒業生が安心して卒業できること

を考え「伝統の継承」をテーマに小林リーダーのもと設営をしてきました。 

今回の卒業式を設えるには大変の困難がありました。思ったように委員会メンバーの動

員が出来ず、なかなかリハーサルがうまく進みませんでした。「伝統の継承」をテーマに掲

げたにも関わらず、その伝統を新入会員全員に伝えることがなかなか出来ずに苦労しまし

た。 

しかしながら、当日が近づくにつれメンバー一人一人の意識が高まり、卒業式の重要性を理

解するようになり、厳粛なセレモニーを行うことが出来ました。新入会員中心となって創り

上げるなか、一つ一つの動作にこだわり、お辞儀の角度から手の組み方等を徹底して卒業式

を行いました。 

来賓をもてなす気持ち、そして卒業生に気持ちよく安心して卒業してもらう気持ちの表

れた素晴らしい卒業式だと感じました。委員会メンバーの思いが一つになり、感動しました。

ありがとうございました。 

そして他委員会メンバーにおかれましては、受付対応から最後の片付けまでご協力いた

だき誠にありがとうございました。メンバー全員のご協力があったからこその卒業生を送

り出す卒業式になったと思います。 

 

○最後に 

田中副理事長 

 １年間本当に有難うございました。言う事を聞かない委員長を副理事長として常に委員

会の事を考えてのアドバイスは感謝しております。そのおかげでゴールまでたどり着くこ

とが出来ました。僕は何度も田中副理事長とは反発しあいましたが、田中副理事長でなけれ

ば僕は拡大委員長を最後まで努めることが出来なかったと今更ながら思っております。そ

して、拡大委員会の担当副理事長として最後に卒業してくれたことに感謝申し上げます。あ

りがとうございました。 

 

三輪室長 

 三輪室長とは毎日、委員会運営から全ての面において相談に乗ってもらいました。拡大が

思ったように進まない中、時には厳しく、そして時には優しく支えていただき有難うござい

ました。委員長として最後まで楽しく委員会メンバーと出来たことは三輪室長が色んな面

でフォローしてくれた事が大変大きかったです。一年間有難うございました。 

 

委員会メンバーの皆様 

 委員会メンバーの皆様、私が委員長で大変苦労したと思います。最初からメンバーでいて



くれた８名の皆様、今年入会してくれた１５名の皆様、一人でも欠けたらこの委員会は最後

を迎えることが出来ませんでした。本当に素晴らしいメンバーと出会いがあり、困難を楽し

く乗り切ることが出来たのは委員会メンバー全員のおかげです。一年間有難うございまし

た。 

 

草加青年会議所メンバーの皆様 

 本年度、私が拡大委員長で本当にご迷惑をおかけしました。理事会を準備不足で長引かせ

たり、拡大がうまく行かないときに気を使っていただいたりと大変失礼いたしました。 

全メンバーに支えられて、拡大委員長を務めることが出来ました。一年間本当にありがとう

ございました。 

 

吉田理事長 

 吉田理事長には大変貴重な機会の提供をいただき有難うございました。JCを１年も経験

していない私に委員長を依頼してくれて、成長する機会を与えてくれたことに感謝してお

ります。成長できたかは自分では分かりませんが、目標を持って委員会内で取り組めたこと

はとても良い経験となりました。吉田理事長でなければ私は委員長が出来ませんでした。本

当に感謝しております。ありがとうございました。 



2016 年度 公益社団法人 草加青年会議所 

青少年健全育成委員会 事業報告 

委員長 松山 健 

2016 年度は吉田浩士理事長が掲げます「一念通巌～魅力あふれる草加の実現～」のスロ

ーガンの基「Give & Give」を委員会のテーマに、子ども達や子育て世代の方々に「笑顔」

を届ける活動を一年間実施してまいりました。例会や事業、ユースサミットを通して未来

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、親子が共に「道徳

心・思いやりの心」を育むような機会の提供に重きを置きました。 

 

○オープン委員会 「春の子どもフェスタに向けて」 

春の子どもフェスタに向けて、草加青年会議所メンバーを対象に説明会を実施させてい

ただきました。大きな事業を実施する際に起こりがちな「空いている人員」が出ないよう、

全メンバーに役割分担をさせていただきました。また、説明会に来られなかったメンバー

のために、資料を電子配信し、当日のみ参加の場合でも携帯を見れば資料が確認できるよ

う工夫をしました。各ブースについては全てイラスト付きの資料を作成しわかりやすさを

追求し、また事業の後に残る印象が、自分の担当したブースのみにならないよう、時間ご

とに担当箇所を変更する設えにしました。資料を充実させることで、メンバーの「どうす

ればいいの？」という疑問を少なくし、円滑な運営につなげることができました。 

しかし、当日は強風のため、多くの場面で現場対応を迫られる事態となりました。不測

の事態もできる限り想定した資料作りや説明を行う必要性を感じました。 

 

○第１７回春の子どもフェスタ 「みんなで笑顔」 

○四月度例会 「笑顔啓発運動〜拡がれ！笑顔の力〜」 

 第 17 回春の子どもフェスタは「みんなで笑顔」をテーマに宇佐美実行委員長を筆頭に「笑

顔」を前面に打ち出し行いました。仲間を思いやることでみんなが笑顔になり、そして仲

間の笑顔を見ることは幸せなことだと感じとってもらえるような機会の提供を行いました。

無償の愛の先には必ず相手の笑顔が待っており、見返りを求めるのではなく、愛を持って

人を「助けあい、支えあい、分かちあう」ことで、相手が笑顔になり、そしてその笑顔を

糧として自分も笑顔になる。その結果としてみんなが愛を感じ、みんなが笑顔になる。そ

のような事業となりました。来場者を笑顔にするために、子ども達が自ら企画した巨大段

ボール迷路・足湯・動物園などの大盛況により、会場はたくさんの笑顔で溢れました。強

風により、備品の破損などのトラブルが各ブースで起こる中、事故や怪我など一切なく実

施することができたのは、青少年健全育成委員会メンバーや青年会議所メンバーの皆が自



主的に陰で動いてくれた結果です。 

 また、新たな取り組みとして市内外の関係諸団体と連携を取り、より多くの親子を巻き

込むことにも注力をしました。趣旨をご理解いただいた上での連携は、今後の青少年健全

育成における大きな可能性を示すことができました。 

 新たな試みに挑戦することにより、実施に至るまでの取りまとめは大変な苦労があった

かと思います。宇佐美実行委員長、誠に有難うございました。 

 

 また、第 17 回春の子どもフェスタの 1 ブースを使用して「笑顔啓発運動〜拡がれ！笑顔

の力〜」と題し、笑顔をテーマにした横約 10m・縦約 2m の巨大モザイクアートを制作し

ました。7.5cm 四方の折り紙を約 3,500 枚使用し、来場者とともに完成させることができま

した。準備段階で巨大な紙にマス目を取り、その全てのマスに色の指定を記入する作業は

多大な労力と時間を要しました。また、当日の強風の影響で、油断をすれば風に飛ばされ

台無しになってしまう緊張感の中での設営となりました。しかしながら、その準備と当日

の設営をユースサミットメンバーと協働して進める中ことは、仲間意識が芽生え、他を思

いやる心の醸成に大きく寄与することとなりました。完成パフォーマンスの際、多くの来

場者が見守る中、最後の折り紙を貼り終えたときの全員が笑顔になった感動の光景は、そ

の場にいた方々の胸に深く刻まれたはずです。 

 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、

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。皆様の現場対応により無事例会を行うことが出来ました。 

 

○メンバー向け 「徳育ゼミナール」 

 公益社団法人日本青年会議所 2016 年度国家グループ日本の教育委員会より、飯森君・杉

田君を講師としてお招きし、日本青年会議所のプログラムである「徳育ゼミナール」を、

講師を育成する観点から実施していただきました。身近な方々への感謝を改めて感じるこ

とができる内容となっており、その後実施予定であった七月度例会「草加・道徳教育の変

〜徳育ゼミナール〜」に対する知識とモチベーションの向上につながりました。 

 しかし、本来であれば予算配分したオープン委員会の形式で実施をする予定でした。連

絡の不備とスケジュール調整の不備から、監事が不在となってしまい、ご参加いただいた

多くのメンバーにご迷惑をお掛けいたしました。講師の方々にもご無礼をしてしまいまし

た。招待する方々は貴重な時間を割いて来ていただいているという意識を強く持たなけれ

ばならないと反省をいたしました。 

 

 

○七月度例会 「草加・道徳教育の変〜徳育ゼミナール〜」 

本例会は、現代の子ども達の規範意識や道徳（倫理）観の低下に焦点を当て、その解消



のためには、関わる大人が指導者・教育者であるという自覚を持つことが重要だと捉え、「家

庭・学校・地域」において子ども達の教育に関わる方々を招待して実施いたしました。 

まずは、「なぜ今、道徳教育における改革が必要なのか」をお伝えするべく、道徳教育が

「教科化」されることなどの道徳教育の現状や、そこに至る歴史背景などを伝えるプレゼ

ンテーションを実施しました。長時間の講義・ワークショップを行うための趣旨の理解・

興味喚起の意味合いで行いましたが、皆さんが真剣な表情で聴いていた姿が印象的でした。 

踏まえて、本編の「徳育ゼミナール」では積極的な議論がと飛び交い、大いに盛り上が

りました。形骸化した道徳教育ではなく、「家庭・学校・地域」が連携した手法が必要であ

ると、教育委員会・学校長・PTAの方々に対してお伝えすることは、意味を取り間違えられ

てしまえば、「批判」と捉えられかねない内容でしたが、最後の皆様の感想を聞く限り、ま

た訪問した際の後日談を聞く限り、しっかりと意味が伝わっており、非常に意義深い内容

だったとお褒めの言葉を頂戴することができました。 

事前の調査も含め、踏み込んだ内容で、且つ関係諸団体を巻き込めたことを省みると、

関係諸団体の方々にもっとご来場いただければ、もっと大きな反響を得ることができたと

いう反省も残りました。 

 

○十月度例会 「青少年健全育成会議〜これからの青少年健全育成のために〜」 

 本例会は、今年度の青少年健全育成事業を踏まえ、今後の青少年健全育成においてはど

のような視点を持つべきかを主題に行わせていただきました。また、その提言が独りよが

りにならないよう、子ども達に関係するデータのピックアップや実例を示し、根拠を持っ

て伝えることを心がけました。プレゼンテーションがメインの例会となるため、聴く側を

飽きさせないよう、四方向にプロジェクターとスクリーンを配置し、プレゼンターの熱が

伝わるように 360 度の視点から見てもらう・聴いてもらう工夫をしました。実際にはスク

リーンのサイズが会場とマッチしておらず、「どこを見ていいかわからない」といった声も

頂戴しました。チャレンジをするならば、そのための準備・確認をより徹底しなければい

けません。この経験を委員会メンバー全員が次年度以降につなげていきたいと思います。 

 

○ユースサミット事業 

一年を通して「道徳心・思いやりの心の醸成」を目的にユースサミット事業を行ってま

いりました。初期は春の子どもフェスタと連動して企画をする関係から、背景には常に「笑

顔」をサブテーマとしてまいりました。本年度は関係諸団体とも連携しながら、全１２回

開催させていただきました。常に「笑顔にするためにはどうしたらいいか？」ということ

を議論の主体とし、様々な企画を行いましたが、結局はその場に参加している子ども達の

笑顔によって、我々メンバーが笑顔にしてもらうことが多かったように感じます。目的を

持って行う事業なので、何をやるかは重要です。しかしながら、なってもらいたい姿があ

るのであれば、まず自分たちがなる、自分たちが与えるということが非常に重要です。今



年度で言えば、笑顔になってもらうために、まず自分たちが笑顔でいる。道徳心や思いや

りの心を醸成したいのであれば、まず自分たちが思いやりをもった行動をする。全てはそ

こから始まるのではないかと思います。 

想いはあるけれども、開催の間隔を空けてしまったり、企画に連動性を持たせられなか

ったりと、具現化することに苦心しました。その影響が集客や動員の部分で表れてしまっ

た反省もあります。 

ユースサミットは難しい事業です。しかし、難しい事業だからこそ得られる成長もあり

ます。過去の経験、本年度の経験を踏まえ、次年度以降は時代に沿う形により発展させて

欲しいと願います。 

 

○草加ふささら祭り 「Spread Smile Project」 

 本年度のふささら祭りでは「Spread Smile Project」と題し、文化会館部会でオリジナル

ポストカード作成体験を実施させて頂きました。一年間を通して、ユースサミットメンバ

ーに与え続けてきた「笑顔」を、さらに拡散させることを目的としました。インスタント

カメラで笑顔の写真を撮り、その写真にデコレーションを施すという、多くの人が入りや

すい内容にしたこともあり、小さなお子さんから子育て世代のご家族、おじいちゃんやお

ばあちゃんまで幅広い年代の方々にご来場いただきました。作成しながら「誰にあげよう

かな」と、大切な人の顔を思い浮かべている姿に心を打たれました。準備の時間が少なく、

当日に備品等を買い足すなど、落ち着かない部分もありましたが、手伝いに来てくれたユ

ースサミットのメンバーも含め、笑顔あふれる事業となりました。 

 

○最後に 

加州副理事長 

 拙い私の委員長としての動きに叱咤激励をしていただいたことで、一年間の事業を行う

ことができました。青少年育成の歴代委員長としての経験からもご指導頂いたことで、助

けられる部分が多くありました。委員会スタート前に、青少年育成についてお互いの意見

をぶつけ、議論したからこそ、全幅の信頼を置いて安心して委員会運営を行うことができ

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。 

 

三橋室長 

 言うことを聞かない委員長で、ご苦労をお掛けしてすみませんでした。しかし、そんな

私に対して常に寄り添ってくれ、自身が発言する際は、絶対に私を落とすようなことは言

わず、必ず私を立ててくれて、間違ったときはそっと修正をしてくれました。おかげで勇

気を持って委員会運営を行うことができました。心より感謝申し上げます。ありがとうご

ざいました。 

  



委員会メンバーの皆様 

 何でも一人で抱えようとする私を、信じてついていくのは大変だったと思います。そん

な私に対して常に「委員長のために」と自身の時間を犠牲にし、労を厭わず支えてくれま

した。私が苦しんでいるときには心からのサポートをくれ、楽しむときには一緒に楽しん

でくれました。みんなが率先して動いてくれたおかげで、何とか委員長という職務を務め

ることができました。みんなへの感謝は一生消えることはありません。心より感謝申し上

げます。ありがとうございました。 

 

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。委員会として足りないところを、皆さんに埋めていた

だいたおかげで一年間活動することができました。毎回の事業は皆さんにお手伝いをいた

だかなければ絶対に実施することができませんでした。自分のことのように動いてくれた

皆さんに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

吉田理事長 

 本年度、大変貴重な機会を与えて頂きました。一年間の活動の中で、足りないばかりの

私に対して、いつも感謝の言葉とアドバイスをくれました。不安しかない中でスタートし

ましたが、一年間を終えてみて、この経験をさせていただいたこと、心より感謝申し上げ

ます。ありがとうございました。 



2016年度 公益社団法人草加青年会議所 

地域開発委員会 事業報告 

委員長 小勝 元貴 

 

2016 年度、地域開発委員会では、吉田理事長の掲げる「一念通厳～魅力あふれる草加の実現

～」のもと「人と人のつながり」をスローガンに活動をしてまいりました。 

人と人は大昔から支え合い、助け合い生きてきました。これは、当たり前のことのようですが、

この当たり前が希薄になりつつある現状があります。特に、草加市ではベットタウン化や核家族

化の進行も重なり、人とのつながりが薄れて安心・安全の基盤が揺らぎつつあります。 

そこで地域開発委員会では一年間を通じて「人と人のつながり」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。 

 

○第 1回オープン委員会 

本年度のスタートとして、まずメンバーに「人と人のつながり」の大切さを、再認識してもら

うべく、挨拶から生まれるコミュニケーションと題しプレゼンを行いました。 

内容としては、挨拶の持つ効果と、日ごろの何気ない挨拶がどのように自分の周りを変えてい

くかをプレゼンしました。同時に、地域コミュニティへの関心度を調べるアンケートを行う上で、

どのようにすればより効果的にアンケートを収集できるかの座学を行い三月度例会への関心を

深めることができました。 

 

○三月度例会～あいさつからはじめるまちづくり～ 

 多くの市民に「人と人のつながり」の重要さを認識してもらうべく、祝日の午後に市内各所で

つながりのきっかけとしての挨拶運動を実施しました。市民に運動を効率的に理解してもらう

ために、サンドイッチボードやパリポリ君を使用して運動を発信しました。たくさんの人と会話

をし、挨拶の大切さを伝え、アンケートでは多くの人にご協力頂きました。本例会では、挨拶運

動を通じて、市民へ「人と人のつながり」の基本である挨拶の大切さを発信することができたと

共に、参加したメンバーも改めて挨拶の大切さを認識できた例会となりました。当日は全体で約

180件のアンケート結果を収集することができました。 

 地域開発委員会の初めての例会ということもあって、委員会メンバーには、毎晩遅い時間まで

お付き合いいただき例会に取り組んでもらうことができました。また、子どもたちに配布する水

風船の準備や当日のチームリーダーなど率先して行ってくれたメンバーに感謝します。 

 

○継続した挨拶運動 

「人と人のつながり」を更に多くの人に伝え、活性化すべく、毎月市内各所で挨拶運動を継続



して行いました。挨拶は継続してこそ意味があります。毎月、多くのメンバーに協力を頂き、た

くさんの人との挨拶をすることができました。4 月春の子供フェスタ／5 月草加駅／6 月松原団

地駅／7月草加松原夢祭り／8月谷塚駅／9月ママフェス in草加 

9 月のママフェス in 草加～Soka Constellation～においては挨拶運動を見たよという方にも

出会うことができると共に、挨拶の意義が記載されているティッシュを規定数配り終えること

ができました。 

挨拶運動に参加してくれたメンバーの皆様ありがとうございました。 

 

○第 2回オープン委員会 

本年度最大の事業発信となる、ママフェス in 草加～Soka Constellation～の事業内容の理解

と協力依頼をする場として、第 2回オープン委員会を実施しました。内容としては、ママフェス

in 草加が、従来のメンバー主体の事業ではなく、一般人であるママ達との協力が重要な事業と

いうことを説明するとともに、各担当の役割についてマニュアルを作成配布し、事業に向けての

理解と目的達成への共通認識を得ることができました。 

 

○地域事業 ママフェス in 草加～Soka Constellation～ 

子育て世代の母親達をターゲットに絞り、情報の発信・収集の機会と場を提供し、「ママ」と

いう共通項から広がる輪「人と人のつながり」の大切さを知り・楽しんでもらうことで、まちづ

くりを意識してもらうべく、ママフェス in草加～Soka Constellation～を実施しました。例会

の設営にも多くのメンバーに協力を頂きながら当日を迎え、生憎の雨天ではありましたが約

2,000 名の市民に来場頂きました。参加者のほとんどがママであり、出展者もママ、参加者もマ

マ、多くの「人と人のつながり」が芽生えた事業となりました。草加青年会議所が主導し、ママ

が活躍する事業を構築したことで、母親達が自主的に「人と人のつながり」を意識し、地域コミ

ュニティを活性化していく雰囲気づくりができたと感じています。また、多くの参加者から「ま

た、来たい」、「継続してほしい」との意見を沢山頂きました。当日は、想定外の事柄もいくつか

ありましたが、メンバーの 120%の現場対応にて乗り切ることができました。ご協力頂いた皆さ

ま、ありがとうございました。 

 

○十一月度例会 Next Connection～人と地域を未来へつなぐ～ 

Next Connection～人と地域を未来へつなぐ～では「人と人のつながり」をスローガンに、行

ってきた運動にはどのような根拠があったか、何を目指し運動をしてきたのかについて、踏み込

んだ部分を伝え、現在の草加の現状と照らし合わせながら、今後まちづくりに必要なものは何か

を明確にしながら、「未来への提言」を発表する例会として実施しました。 

年間を通じて協力頂いた行政の方や副市長にも参加頂き、「人と人とのつながり」をキーワー

ドとした本年度の運動と働き、そして今後の展望をお伝えし、今後の市民活動における独立した

コミュニティ組織運営に向けたシステム構築に向け、より一層の協力をお願いすることができ



ました。 

 

人は一人では生きることができません。ライフラインの充実や行政サービスなど物理的なも

のもありますが、それ以上に友達や周りの人とつながり、認めあうことで生活は成り立ってい

ます。多くの人はこれをわかっているにも関わらず近年「人と人のつながり」が希薄になって

いる現実があります。「人と人のつながり」が希薄になることで、周りの人とうまく関係を作

ることが出来ず孤立する人や、お互いが無関心な人が増えています。しかし、子供を狙う犯罪

や事故、高齢者の孤独死などの中には、ちょっとした地域の見守りや支え合いがあれば防げる

ものも多くあります。 

だからこそ、我々草加青年会議所ではまちづくりを行う団体として「人と人のつながり」を

構築していく運動を今後も継続させていく必要があると考えます。 

年間を通して、まちづくりとしての「人と人のつながり」を実現していく中で、私たち草加

青年会議所も一つのコミュニティであり、「友達や周りの人とつながり認め合える」というこ

とが草加青年会議所にいる最大の魅力であるのではないかと実感しました。 

委員会メンバーをはじめ、年間を通しご協力頂いたメンバーの皆様には心より感謝します。あ

りがとうございました。 

今後も、多くの人や団体が「人と人のつながり」を持てる地域として、草加が活性化していく

ことを期待し、２０１６年度の事業報告とさせて頂きます。 

 



２０１６年度 総務グループ報告 

 

事務局長 大谷 翼 

財政局長 寺門卓将 

 

２０１６年度理事長吉田浩士が掲げる「一念通巌～魅力あふれる草加の実現～」スローガンのもと、一年間活

動してまいりました。 

 

【事業報告】  

●一月度例会 ・ 

・第一部 『第１０９回通常総会』 ２０１５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

る議案を可決承認頂くことができました。  

・第二部 『安心してください！』 ～委員長は考えていますよ！～を開催しました。委員長の考えを発信・共

有することができました。 

●六月度例会  

・第一部 次年度理事長候補選考委員選挙・理事選挙を行いました。次年度理事長選考委員選挙も行われ選考委

員が決まりました。理事選挙も行い終了しました。 

・第二部 安心してください！副委員長も考えていますよ！いつも陰で委員長を支える副委員長のお話はとても

素晴らしいものでした。 

また選挙管理員会の皆様にも例会の設営を手伝っていただきまして、感謝しております。ありがとうございまし

た。 

●九月度例会  

・第一部 『第１１０回通常総会』 ２０１６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、可決承認となりました。  

・第二部『草加青年会議所の歴史を知る』短い時間ではありましたが開催しました。プレゼンテーションを行い、

メンバーと共に学びました。賛否両論がある第二部でしたが総務グループとして良いものができたと思っていま

す。 

●十二月第１例会 

・第一部 『第１１１回通常総会』 ２０１６年度の第１次補正収支予算や、２０１７年度の案件なども多い総会

でしたが、 全案件において、可決承認頂きました。  

・第二部 『卒業生ＪＣについて語る』ＪＣについて語ると話してもらうことを限定しました。残るメンバーに

贈られた言葉の数々はメンバーの心に残るものとなりました。  

 

総括 

委任状の提出をはじめメンバーの皆様には総務グループの活動にご協力いただきました事、とても感謝していま

す。ありがとうございました。また委任状の回収に尽力いただきました坂井委員長、小勝委員長、松山委員長あ

りがとうございました。またすべての活動において私をサポートしてくれた総務グループの皆様に心よりお礼を

申し上げ総務グループ報告といたします。 



２０１６年度 選挙管理員会報告 

 

選挙管理委員会 委員長  

  大久保 竜平 

 

３月１６日に行われた四月度理事会において、以下５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  田中宣光君  吾妻祐志君  金井勲君  小林竜君 

また、役員等選任規程第４条（以下、規程と略す）に基づき、委員の互選によって大

久保竜平君が委員長に指名され同君が就任を承諾した。 

 

規程第８条に基づき公聴会登録の募集を行い、下田昌孝君、高原伸広君、２名の登録者

があり、４月２６日に草加商工会議所会館第２・第３会議室にて公聴会を開催した。 

 

規程第９条、第１０条に基づき、４月２７日より５月１３日まで理事長選挙立候補届け

を受け付けましたが、全ての選管様式・要件を満たした立候補届けはありませんでした。 

 当該委員会はその旨を５月１９日（木）の六月度理事会にて通知（規程１７条）、５月２

６日（木）の五月度例会にて報告した。 

 

規程第１８条に基づき、６月２８日の六月度例会にて理事長候補選考委員選挙を実施し、

次の１０名が選考委員に選出された。 

石原裕司君・加州洋介君・下田昌孝君・高原伸広君・桑代純一君・山崎直人君・ 

斉藤真吾君・三輪興之郎君・寺門卓将君・三橋親弘君 （得票数順） 

規程第１９条に基づき、理事長及び前条で選出された１０名の委員を含む１１名で理事

長選考委員会を構成し、直ちに理事長候補選考委員会を開催した。 

 

理事長候補選考委員会報告 

 第１回理事長候補選考委員会 ７月１日（金） ２２０：１０～翌０２：４０  

  会場 吉田不動産  委員１１名中１１名出席 選挙管理委員会委員長立会い 

 第２回理事長候補選考委員会 ７月６日（水） ２０：００～２３：４０ 

  会場 東町会館  委員１１名中１１名出席 選挙管理委員会委員長立会い 

規程第２０条に規定された定足数を満たし、有効に成立 

 ２回の委員会において全会一致で加州洋介君を次年度理事長候補に選出した。 

 以上の結果を、７月１３日に行われた八月度理事会に報告、書面にて公告した。 

 

９月１９日に開催された、第１１０回通常総会 第２号議案「次年度役員等承認の件」の



可決承認に伴い、２０１７年度公益社団法人草加青年会議所理事長として加州洋介君が承

認され、２０１７年度理事長選出に係る行為の全てが完了するに到った。 

 

以上をもって２０１６年度選挙管理委員会は解散する。 



公益社団法人 草加青年会議所 

２０１６年度 理事会開催報告 

専務理事  高原 伸広 

 

十二月度 第 1回予定者理事会 

日時 ２０１５年１１月１０日（水） １９：３０～２１：３０ 

場所 東町会館 

討議事項 

第１号議案  賀詞交歓会について               担当 執行部 

報告事項 

２０１６年度申し合わせ事項 

２０１６年度所信 

２０１６年度スケジュール 

議案フォーマット 

上程スケジュール 

上程ガイドライン 

上程上の諸注意 

２０１６年度組織図 

仮払い申請書 

２０１６年度出向者 

２０１６年度スローガン 

２０１６年度埼玉ブロック協議会会長所信 

２０１６年度埼玉ブロック協議会スケジュール 

 

十二月度 第２回予定者理事会 

日時 ２０１５年１２月２２日（火） １９：３０～２１：３０ 

場所 東町会館 

審議事項 

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

        伊藤綾佑・No５５１ 

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  青少年健全育成事業（Youth Summit）募集に関する件 担当 青少年健全育成委員会 

 

一月度理事会 

日時 ２０１６年１月１２日（火） １９：３０～２２：３０ 

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 旧地域の豊かさ向上委員

会 

第２号議案 十一月度例会報告承認の件             担当 旧未来リーダー育成委員

会 

第３号議案 十二月第１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２例会事業報告承認の件          担当 旧人財力開発委員会 

第５号議案 一月度例会承認の件                担当 旧総務グループ 

        日時 ２０１６年１月２９日（金） １９：００～２１：００ 

        場所 草加市文化会館  第一会議室 

        内容 第一部 第１０９回通常総会 

第二部 『安心してください！』 ～委員長は考えていますよ！～ 

第６号議案 賀詞交歓会承認の件                担当 旧執行部 

        日時 ２０１６年２月２日（火） 賀詞交歓会１９：００～２１：００ 

        場所 アコスホール ７F  草加市高砂２－７－１ 

        内容 賀詞交歓会 

第７号議案 青少年健全育成事業（Youth Summit）募集承認の件  担当 青少年健全育成委員会 

協議事項  

第１号議案 二月度例会に関する件               担当 執行部 

 

二月度理事会   

日時 ２０１６年１月２８日（木） １９：３０～２１：３０ 

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 執行部 

        日時 ２０１６年２月１０日（水） １８：００～２１：３０ 

        場所 埼玉県熊谷市拾六間１１１－１ 

        内容 「合同所信伝達式」 

協議事項  

第１号議案 三月度例会に関する件               担当 地域開発委員会 

 

第一回臨時理事会 

日時 ２０１６年２月９日（火）１９：３０～２１：０００ 

場所 東町会館 

協議事項 

第１号議案 三月度例会に関する件               担当 地域開発委員会 

 

三月度理事会   

日時 ２０１６年２月１８日（木） １９：３０～２１：３０ 

場所 東町会館 

審議事項 

 第１号議案 三月度例会承認の件                担当 地域開発委員会 



        日時 ２０１６年３月２１日（月・祝） １１：３０～１７：００ 

        場所 草加商工会議所第１・第２会議室および草加市内各所 

        内容 「挨拶から生まれるまちづくり」 

協議事項 

第１号議案 四月度例会に関する件               担当 青少年健全育成委員会 

 

四月度理事会   

日時 ２０１６年３月１７日（木） １９：３０～２１：３０ 

場所 マミエール 

審議事項 

第１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２号議案 賀詞交歓会補正予算承認の件            担当 執行部 

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

第４号議案 四月度例会承認の件                担当 青少年健全育成委員会 

       日時  ２０１６年４月２９日（金） ８：００～１６：４０ 

       場所  綾瀬川左岸広場 富士皮革跡地 

       内容  「笑顔啓発運動〜拡がれ！笑顔の力〜」 

第５号議案 ２０１６年度選挙管理委員会委員選出承認の件    担当 執行部 

協議事項 

第１号議案 五月度例会に関する件               担当 ５０周年特別会議 

第２号議案 会員募集リーフレット作成に関する件        担当 会員拡大委員会 

 

第二回臨時理事会 

日時 ２０１６年３月３１日（木）１９：３０～２１：００ 

場所 草加市文化会館 第二会議室 

協議事項 

第１号議案 五月度例会に関する件               担当 ５０周年特別会議 

 

五月度理事会   

日時 ２０１６年４月１２日（火）１９：３０～２１：３０ 

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 

      岡崎元太・No５５２ 

第２号議案 二月度例会事業報告承認の件            担当 執行部 

第３号議案 会員募集リーフレット作成承認の件         担当 会員拡大委員会 

第４号議案 五月度例会承認の件                担当 ５０周年特別会議 

       日時  ２０１６年５月２６日（木） １９：００～２１：００ 

       場所  草加市文化会館 ３Ｆ 第１会議室 

       内容  「栄光の５０周年に向けて」 

協議事項 



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

       

六月度理事会   

日時 ２０１６年５月１９日（木） １９：３０～２１：３０ 

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 

      渋谷拓巳・No５５３ 川崎進矢・No５５４ 

第２号議案 三月度例会事業報告承認の件           担当 地域開発委員会 

第３号議案 六月度例会承認の件               担当 総務グループ 

日時  ２０１６年６月２８日（火） １９：００～２１：００ 

       場所  草加市商工会議所 三階 第二会議室・第三会議室 

        内容  第一部 次年度理事長候補選考委員選挙・理事選挙 

第二部 安心してください！副委員長も考えていますよ！ 

協議事項 

第１号議案 七月度例会に関する件               担当 青少年健全育成委員会 

 

七月度理事会   

日時 ２０１６年６月１６日（木） １９：３０～２２：３０ 

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 

       髙橋誠・No５５５ 

第２号議案 四月度例会補正予算承認の件            担当 青少年健全育成委員会 

 第３号議案 四月度例会事業報告承認の件            担当 青少年健全育成委員会 

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  ２０１６年７月２３日（土） １８：３０～２１：００ 

        場所  草加市文化会館 ３階第１会議室 

        内容  草加・道徳教育の変〜徳育ゼミナール〜 

協議事項 

 第１号議案 八月度例会に関する件               担当 会員拡大委員会 

討議事項 

 第１号議案 地域事業について                 担当 地域開発委員会 

 

八月度理事会   

日時 ２０１６年７月１４日（木） １９：３０～２２：３０ 

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 

       野口芳夫・No５５６ 細谷庄平・No５５７ 

第２号議案 五月度例会事業報告承認の件            担当 ５０周年準備会議 



第３号議案 八月度例会承認の件                担当 会員拡大委員会 

        日時  ２０１６年８月２１日（日） １２時３０分～１５時４０分 

        場所  草加市水道局庁舎 会議室 

        内容  異業種交流会ＩＮ草加 

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 

 第２号議案 地域事業に関する件                担当 地域開発委員会 

 

九月度理事会 

日時 ２０１６年８月１９日（木） １９：３０～２２：３０ 

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 総務グループ 

第２号議案 六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  ２０１６年９月１９日（月） １９：００～２１：００ 

        場所  草加商工会議所会館 第一、二会議室 

        内容  第一部 第１１０回通常総会 

             第１号議案 ２０１６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 

第二部 草加青年会議所の歴史を知る 

第４号議案 地域事業承認の件                 担当 総務グループ 

日時  ２０１６年９月２２日（祝・木） １０：００～１７：００ 

        場所  アコスホール・アコス会議室 AB・カーソン広場 

        内容  ママフェス in草加 ～Soka Constellation～ 

協議事項 

 第１号議案 十月度例会に関する件               担当 青少年健全育成委員会 

 

十月度理事会 

日時 ２０１６年９月１５日（木） １９：３０～２２：３０ 

場所 マミエール 

審議事項 

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

      秋吉宗太郎・No５５８ 植田全紀・No５５９ 

第２号議案 地域事業仮払い申請承認の件            担当 地域開発委員会 

第３号議案 七月度例会事業報告承認の件            担当 青少年健全育成委員会 

第４号議案 十月度例会承認の件                担当 青少年健全育成委員会 

日時  ２０１６年１０月２４日（月） １８：３０〜２０：３０ 

        場所  草加市文化会館 ３Ｆ第一会議室 

       内容  「青少年健全育成会議」-これからの青少年健全育成のために- 

協議事項 



 第１号議案 十一月度例会に関する件             担当 地域開発委員会 

討議事項 

 第１号議案 十二月第２例会に関する件            担当 会員拡大委員会 

 

十一月度理事会 

日時 ２０１６年１０月１３日（木） １９：３０～２２：３０ 

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 

      鈴木樹里・No５６０ 

第２号議案 八月度例会事業報告承認の件            担当 会員拡大委員会 

第３号議案 十一月度例会承認の件               担当 地域開発委員会 

日時  ２０１６年１１月２２日(火) １９：００～２１：００ 

場所  草加市文化会館 第１会議室 

       内容  Next Connection～人と地域を未来へつなぐ～ 

第４号議案 諸規定変更承認の件                担当 総務グループ 

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 会員拡大委員会 

         

第三回臨時理事会 

日時 ２０１６年１０月３１日（月）１９：３０～２０：３０ 

場所 東町会館 

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 

 

十二月度理事会 

日時 ２０１６年１１月１５日（火） １９：３０～２２：３０ 

場所 マミエール 

審議事項 

 第１号議案 正会員承認の件                  担当 未来リーダー育成委員会 

      西方卓也・No５６１ 斉藤裕也・No５６２ 斉藤隼人・No５６３  

      岡本英和・No５６４ 八鍬孝博・No５６５ 

 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 地域事業補正予算承認の件             担当 地域開発委員会 

 第４号議案 地域事業報告承認の件               担当 地域開発委員会 

 第５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１１１回通常総会」 

    第１号議案 ２０１６年度第１次補正予算承認に関する件 



第２号議案  

第３号議案  

    第４号議案 ２０１７年度事業方針並びに事業計画承認に関する件 

    第５号議案 ２０１７年度収支予算承認に関する件 

    第６号議案 ２０１７年度公益目的事業計画書承認に関する件 

    第７号議案 ２０１７年度資金調達及び設備投資の見込みに関する件 

            第二部「卒業生 JCについて語る」 

 第６号議案 十二月第２例会承認の件              担当 会員拡大委員会 

日時  ２０１６年１２月１７日（土） １５：００～１７：３０ 

場所  草加市アコスホール 

       内容  卒業式 

第７号議案 事業報告書付託承認の件              担当 執行部 

第８号議案 職員就業規則変更に関する件              担当 総務グループ 



公益社団法人 草加青年会議所 

２０１６年度 例会開催報告 

 

専務理事  高原 伸広 

 

一月度例会   日時  ２０１６年１月１２日（火）１９：３０～２１：１５ 

場所  東町会館 

内容  第一部 第１０９回通常総会 

第１号議案 ２０１５年度第２次補正予算書 

第２号議案 ２０１５年度事業報告書 

第３号議案 ２０１５年度公益目的事業報告書 

第４号議案 ２０１５年度収支決算書 

第５号議案 ２０１６年度修正収支予算書 

           第二部 「安心してください！」～委員長は考えていますよ！～ 

出席  総員４８名（内休会１名） 出席２７名 出席率５４％ 

オブザーバー  小野良一郎先輩、鈴木樹里様 

 

二月度例会   日時  ２０１６年２月１０日（水）１８：００～２１：３０ 

        場所  埼玉県熊谷市拾六間１１１－１ 熊谷文化創造館 さくらめいと 

        内容  「合同所信伝達式」 

        出席  総員５０名（内休会１名） 出席２７名 出席率５４％ 

        オブザーバー 岡崎元太様 

 

三月度例会   日時  ２０１６年３月２１日（月・祝）１９：００～２１：００ 

   場所  草加商工会議所第 1・第 2会議室および草加市内各所 

   内容  「挨拶から生まれるまちづくり」 

～草加松原夢まつりを大成功させる為に～ 

   出席  総員５０名（内休会１名） 出席３２名 出席率６５％ 

 

四月度例会   日時  ２０１６年４月２９日（金）８：００～１６：４０ 

        場所  草加市松江１－１０ 

        内容  「笑顔啓発運動〜拡がれ！笑顔の力〜」 

        出席  総員５０名（内休会１名） 出席３３名 出席率６６％ 

 

五月度例会   日時  ２０１６年５月２６日（木）１９：００～２１：００ 

       場所  草加市文化会館 ３Ｆ 第 1会議室 

        内容  「栄光の５０周年に向けて」 

        出席  総員５３名（内休会１名） 出席３０名 出席率５７％ 

オブザーバー  植田全紀様  高橋誠様 



 

六月度例会  日時  ２０１６年６月２８日（火）１９：００～２１：００ 

       場所  草加市商工会議所 三階 第二会議室・第三会議室 

       内容  第一部 「次年度理事長候補選考委員選挙・理事選挙」 

第二部 「安心してください！副委員長も考えていますよ！」 

       出席  総員５１名（内休会１名） 出席３０名 出席率６０％ 

 

七月度例会   日時  ２０１６年７月２３日（土）１８：３０～２１：００ 

        場所  草加市文化会館 ３階第１会議室 

        内容  「草加・道徳教育の変〜徳育ゼミナール〜」 

        出席  総員５６名（内休会１名） 出席３４名 出席率６０％ 

        オブザーバー 草加市教育委員会教育総務部指導課 飯島隆 様 草加市立西町小学校校長 

        森田郷子 様 草加市 PTA連合会会長 鈴木芳和 様 草加 UC代表 三倉悠斗 様 草加 

        UC OB 勝間翼 様 

 

八月度例会   日時  ２０１６年８月２１日（日）１２：３０～１５：４０ 

        場所  草加市水道局庁舎 会議室 

        内容  「異業種交流会 IN草加」 

        出席  総員５６名（内休会１名） 出席３１名 出席率５５．３％ 

        オブザーバー 植田全紀様・豊田貴裕様・中村有紀様・斉藤隼人様・秋吉宗太郎様・磯崎友 

        一様・佐々木将吾様・八鍬孝博様・雑賀一大様・柳宏和様・角田直樹様・長谷川容子様・池 

        尻社長・夫人・山口専務・中内先輩 

 

九月度例会   日時  ２０１６年９月１９日（月） １９：００～２０：４８ 

        場所  草加市文化会館 レセプションルーム 

        内容  第一部 第１１０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 

            第二部 「草加青年会議所の歴史を知る」 

        出席  総員５６名（内休会１名） 出席３２名 出席率５７％ 委任状提出者４９名 

        オブザーバー 斎藤功先輩 伊藤直人様 

 

十月度例会   日時  ２０１６年１１月２２日（火） １９：００～２１：００ 

        場所  草加市文化会館第１会議室 

        内容  「青少年健全育成会議」-これからの青少年健全育成のために- 

       出席  総員名（内休会１名） 出席名 出席率％ 

 

十一月度例会  日時  ２０１６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  「Next Connection～人と地域を未来へつなぐ～」 

        出席  総員名（内休会１名） 出席名 出席率％ 



 

十二月第１例会 日時  ２０１６年１２月５日（月） １９：００～２２：００ 

        場所  埼玉屋旅館 会議室 

        内容  第一部「第１１１回通常総会」 

     第１号議案 ２０１６年度第１次補正予算 承認に関する件 

第２号議案  

第３号議案  

     第４号議案 ２０１７年度事業方針並びに事業計画 承認に関する件 

     第５号議案 ２０１７年度収支予算 承認に関する件 

     第６号議案 ２０１７年度公益目的事業計画書 承認に関する件 

     第７号議案 ２０１７年度資金調達及び設備投資の見込みに関する件 

 

            第二部「卒業生 JCについて語る」 

        出席  総員名（内休会１名） 出席名 出席率％ 

 

十二月第２例会 日時  ２０１６年１２月１７日（土） １５：００～１７：３０ 

        場所  草加市文化会館 ホール 

        内容  「卒業式」 

        出席  総員名（内休会１名） 出席名 出席率％ 



10月14日 埼玉県庁立入り調査 事務局

10月23日 第２回理事長予定者会議 川越氷川会館 高原

フットサル同好会 コミュニティ越谷 メンバー

11月3日 ふささらまつり 松並木
11月6日 青少年顔合わせ 外苑 委員会メンバー

10月22日 チェンバーズ 草加工業グランド

10月29日 エントリー会議 商工会議所３階会議室

10月2日 オール草加ＪＣナイト 文化会館レセプションルーム

9月23日 全国大会東北八戸大会 種差海岸 メンバー

9月30日 第１回理事長予定者会議 ホテルヘリテイジ熊谷 高原
9月27日 全国大会東北八戸大会 八戸市公会堂 メンバー

理事長報告

日程 会議 場所 同行者（敬称略）
２０１５年度

開発室打合せ 魚民 齋藤
9月16日 じゃがいもコンペ 大洗ゴルフ倶楽部

理事長候補者報告

9月18日

二月度運営会議 サイトー工業 執行部

12月17日 理事セミナー 商工会議所 メンバー
12月20日 全運第５打ち上げ 宇都宮
12月21日 全運全体打ち上げ 山形
12月22日 第２回予定者理事会 東町 理事メンバー
12月23日 ３０ＬＯＭ理事長会 さいたま市

草加松原ロータリー新年会 レセプションルーム 高原
２０１６年度

1月6日 一月度運営会議 東町会館 執行部
橋本家（こだまＪＣ）御通夜 セレモニーホール本庄

1月8日 朝霞青年会議所賀詞交歓会 ベルセゾン 高原
1月9日 会員会議所会議 ホテルガーデンパレス 石原、高原、寺門、下田、

１月度理事会 東町会館 理事メンバー
1月16日 草加市町会連合町会新年会 江戸一 高原

1月16日 草加ＪＣＯＢ会新年会 夢や別館
石原、高原、三輪、田中、坂
井、我妻、有木、松山、我妻、
下田、三橋、小勝、木内

総務顔合わせ 紫菜館 総務メンバー
11月20日 地域開発委員会顔合わせ 天杉 地域メンバー
11月26日 十一月度例会 レセプションルーム メンバー

あぐらの会 天杉
11月28日 第１回理事長予定者会議 坂戸グランドホテルＷＩＮ 三輪、石原、高原、下田
12月4日 十二月第１例会 埼玉屋旅館 メンバー

第２回予定者運営会議 サイトー工業 執行部

12月8日 未来リーダー育成委員会 柴川不動産
三輪、大谷、吾妻、安斉、宇佐
美、中田、松山

12月9日 卒業式リハーサル 文化会館大ホール メンバー
十二月第２例会 文化会館大ホール メンバー

11月10日 第１回予定者理事会 東町会館 理事メンバー

11月17日 十二月度理事会 東町会館 理事メンバー
11月18日 ブロック　じゃがいもコンペ 富貴ゴルフ倶楽部 三橋、高原、石原、下田、松原

11月12日 ライオンズクラブコンペ 鹿沼７２ 石原、三橋、松原、高原

11月16日 未来リーダー育成委員会 柴川不動産 委員会メンバー

12月7日

11月9日 特別職等報酬審議会 草加市役所 公的出向

11月13日 会員拡大顔合わせ 天杉 委員会メンバー
11月14日 ユースサミット 草加公園キャンプ場 委員会メンバー

春秋会 京都 歴代理事長

12月12日

11月15日

11月27日

11月19日

1月12日

1月7日

1月5日

1月19日

12月15日



4月15日 出向者交流会 ウエスタ川越 高原、下田、松原

ユースサミット 文化会館第１研修室 加州、三橋、松山、吾妻、有
4月12日 五月度理事会 東町会館 理事メンバー

3月31日 臨時運営会議 文化会館第２会議室 執行部
4月1日 五月度運営会議 サイトー工業 執行部

会員会議所会議 坂戸グランドホテルＷＩＮ 高原、寺門、下田
3月30日 文化会館第１会議室３０ＬＯＭ支援委員会お出迎え

3月26日 日本青年会議所総会 東京ビックサイト 高原
3月27日 三郷青年会議所３月例会 三郷商工会館 高原

3月26日 ユースサミット 文化会館調理室 加州、三橋、松山、吾妻、有

2月22日 行田青年会議所公式訪問 ベルヴィアイトピア 高原
2月23日 会員拡大オープン委員会 文化会館第１会議室 メンバー
2月25日 組織連携推進委員会　お出迎え中央公民館 加州、三橋、松山、吾妻、有
2月26日 会員会議所会議 ヴェルディ武蔵野 石原、高原、下田、寺門、

ユースサミット 川柳文化センター
青少年、高原、吉村、大谷、小
勝、

2月29日 お通夜 メモリアル彩雲 高原
3月4日 四月度運営会議 サイトー工業 執行部

ユースサミット 中央公民館 青少年、高原、三輪、下田、坂
3月14日 地域開発オープン委員会 文化会館第１会議室 メンバー
3月16日 じゃがいもゴルフコンペ オールドオーチャード

四月度理事会 マミエール 理事メンバー
3月18日 朝霞青年会議所会長訪問例会故郷新座館 高原
3月21日 三月度例会 商工会館、市内各所 メンバー

石原家お通夜 岐阜県関市 吉村、加州
3月25日 臨時運営会議 サイトー工業 執行部

2月1日 賀詞交歓会リハーサル 中央公民館 メンバー
2月2日 賀詞交歓会 アコスホール メンバー
2月3日 三月度運営会議 サイトー工業 執行部

2月4日 三郷青年会議所賀詞交歓会 美加和
吉田、高原、中村、川本、我
妻、松山

3月17日

賀詞交歓会リハーサル 東町会館
松原、坂井、三輪、石原、石
川、田中、加州、松山、高原、
寺門、大谷、我妻

1月27日 久喜青年会議所賀詞交歓会

2月13日 草加市少年少女サッカー大会 草加公園グランド 高原

2月9日 臨時理事会 東町会館 理事メンバー
2月10日 二月度例会 熊谷文化創造館 メンバー
2月12日 越谷青年会議所賀詞交歓会 ヴェルヴィギャザホール 石原、三橋、高原、

1月31日 臨時運営会議

１月２２日～ 京都会議 国際会議場

１月２４日まで 京都会議 国際会議場

1月20日 春日部青年会議所賀詞交歓会

齊藤、小勝、松原、我妻、宇佐
美、木内、下田、金井、石原、
坂井、石川、桑代、大谷、三
橋、三輪、有木、田中、土田、
松山、高原

石川、三輪、加州、下田、我
妻、高原、金井、松山、坂井、
小勝、木内、三橋、田中、石
原、大谷、寺門、太田

サイトー工業 執行部

2月18日 三月度理事会 東町会館 理事メンバー
2月18日 防災ＲＵＮ訓練 各所 メンバー

吉田不動産 執行部

2月16日 草加市長表敬訪問 草加市役所 高原、下田

理事メンバー
1月29日 一月度例会 文化会館第１会議室 メンバー
1月30日 吉田家結婚披露宴 帝国ホテル 石原

1月28日 二月度理事会 東町会館

太田家結婚披露宴 大宮清水園 メンバー
2月19日 オブザーバー訪問 松原きび 田中、三輪、坂井

2月15日 高野初代お墓詣り 鯉寺 石原

三光会館 高原

2月13日 臨時運営会議

2月20日

1月26日

3月24日

3月12日

2月27日

3月28日

4月10日



7月16日 サマーコンファレンス
7月17日 サマーコンファレンス

7月12日 わんぱく相撲練習会 瀬崎練習場 金井、小林
7月14日 八月度理事会 東町会館 理事メンバー
7月15日 関東地区会議 はまぎんホール 高原

7月7日 秩父ＪＣ相互訪問例会 秩父神社 高原
7月9日 臨時運営会議 吉田不動産 執行部

7月1日 理事長候補選考委員会 吉田不動産

7月4日 青少年オープン委員会 中央公民館
7月5日 運営会議 吉田不動産 執行部
7月6日 理事長候補選考委員会 東町会館

7月1日 チェンバーズ 八潮北公園グランド

7月2日 ユースサミット 八坂神社 松山、我妻、宇佐美、三橋、有
7月3日 草加松原夢まつり 松並木

6月28日 六月度例会 商工会議所３階会議室
6月29日 草加市暴力排除推進協議会 高砂コミセン
6月30日 挨拶運動 松原団地駅前

6月23日 じゃがいもゴルフコンペ 紫カントリーすみれコース
6月24日 会員会議所会議 蕨市市民会館
6月26日 わんぱく相撲埼玉ブロック地区大会越谷出羽公園

6月20日 組織連携　公開討論会 埼玉大学 高原、桑代、石川、我妻、石
6月21日 じゃがいも練習会 松原ゴルフガーデン 我妻、下田、吾妻、
6月22日 ３０ＬＯＭ支援　異業種交流会 吉川　福寿家 高原、下田、松原、坂井、寺門

6月18日 わんぱく相撲草加大会 記念体育館
6月19日 ブロック大会 城西大学
6月20日 会員拡大　異業種交流会 ＳＯＫＡ８０

6月11日 春秋会 ざぼう 歴代理事長
6月14日 理事長会ＩＮ行田 行田各処
6月16日 七月度理事会 東町会館 理事メンバー

6月4日 ＡＳＰＡＣ台湾大会 台湾 石原、高原、木内、川本
6月5日 ＡＳＰＡＣ台湾大会 台湾 石原、高原、木内、川本
6月7日 運営会議 サイトー工業 執行部

6月1日 じゃがいも練習会 松原ゴルフガーデン 下田、吾妻、松原
6月2日 ＡＳＰＡＣ台湾大会 台湾 石原、高原、木内、川本
6月3日 ＡＳＰＡＣ台湾大会 台湾 石原、高原、木内、川本

5月30日 会員会議所会議 丸広百貨店　入間店
5月31日 暴力排除推進委員会 草加市役所
5月31日 挨拶運動 草加駅前

5月26日 ブロック　じゃがいもコンペ 富貴ＧＣ 吉田、石原、下田、高原
5月26日 五月度例会 文化会館第一会議室
5月29日 草加市青少年相撲振興会 埼玉屋旅館

5月25日 文化協会審議会 文化会館研修室

江戸崎ＣＣ 高原、下田、吾妻

4月30日 全国大会対話集会 ビジネス交流プラザ 高原、下田、石原
5月7日 拡大セミナー 春日部文化会館 坂井、金井、高原、下田、石原
5月9日 運営会議 サイトー工業 執行部
5月11日 草加中央ロータリーコンペ

5月21日 草加市町会連合会 アコスホール

4月28日 春の子どもフェスタ前日準備 左岸広場

4月22日 草加市下水道審議会 水道局３階
4月23日 入間ＪＣ周年式典 入間市産業文化センター

4月16日 ＯＢ会総会 埼玉屋旅館 高原、坂井、金井、木内、

5月23日 下水道審議会 水道局３階

5月14日 臨時運営会議 紫菜館 執行部
5月19日 六月度理事会 東町会館 理事メンバー

4月29日 四月度例会春の子どもフェスタ左岸広場

4月24日 熊本地震復興支援金活動 草加駅前
4月25日 会員会議所会議 市民プラザ加須 高原、

青少年オープン委員会 文化会館第一会議室

4月16日 関東地区役員会議 熊谷商工会館 高原

4月19日



9月23日 会員会議所会議 狭山市市民交流センター
9月24日 岩泉ボランティア活動 岩泉町 高原坂井三輪

9月19日 九月度例会 レセプションルーム
9月21日 オール草加ＪＣナイト レセプションルーム
9月22日 ママフェス アコスホール

9月15日 理事会 マミエール
9月17日 ユースサミット 新宿ワシントンホテル 我妻高原松山宇佐美下田

9月18日 西入間周年 坂戸グランドホテル
高原下田松山桑代細谷小林加
州三橋金井齊藤石川我妻小勝

9月5日 運営会議 東町会館 執行部
9月12日 臨時運営会議 吉田不動産 執行部
9月13日 地域開発委員会オープン委員会中央公民館

8月30日 挨拶運動 谷塚駅
高原齊藤下田小勝三輪坂井木
内石川

9月3日 ユースサミット 文化会館実習室
9月5日 通夜 高梨先輩 谷塚斎場

8月23日 ダーツ同好会 ＥＶＥＲ
8月27日 関東地区大会 ロイヤルチェスター太田 高原
8月28日 関東地区大会 イオンモール太田 高原

10月9日 全国大会広島大会 広島市内各所 小林

10月24日
10月26日
10月27日
10月28日

10月6日 全国大会広島大会 広島市内各所 高原下田三輪石原田中坂井
10月7日 全国大会広島大会 広島市内各所 松原川本太田三橋石川青柳
10月8日 全国大会広島大会 広島市内各所 河野齊藤木内小勝寺門松山

8月9日 臨時運営会議 紫彩館 執行部

9月25日 岩泉ボランティア活動 岩泉町 高原坂井三輪
10月4日 運営会議 東町会館

8月19日 九月度理事会 東町会館 理事メンバー

8月20日 ＯＢ会暑気払い 外苑
石原斉藤吾妻三輪田中加州桑
代坂井我妻三橋

8月21日 八月度例会 草加水道局３階会議室

7月24日 わんぱく相撲決起集会 闘勝花 小林田中金井三輪坂井伊藤

8月6日 アウトドア虫取り 長瀞オートキャンプ場
木内伊藤金井斉藤我妻高原大
谷吾妻石原加州石川

8月7日 アウトドア虫取り 長瀞オートキャンプ場
木内伊藤金井斉藤我妻高原大
谷吾妻石原加州石川

7月30日 第７回会員会議所会議 羽生市民プラザ 高原

7月31日 わんぱく相撲全国大会 両国国技館
小林田中金井三輪坂井伊藤加
州斉藤三橋石原石川

8月5日 九月度運営会議 東町会館 執行部

7月23日 七月度例会 文化会館第一会議室

10月13日 理事会 マミエール
10月15日 寺門君披露宴 神田明神

10月22日 ユースサミット 川柳文化センター
松山石川大谷吾妻土田加州小
林三橋宇佐美我妻坂井田中

11月1日
11月3日
11月4日
11月6日
11月7日
11月9日
11月10日
11月11日
11月12日

十月度例会
埼玉ブロック歴代理事長会
小澤歴代訪問
会員会議所会議
臨時理事会
エントリー会議
ふささら祭り
次年度運営会議
春秋会
運営会議
副理事長セミナー
ライオンズクラブゴルフコンペ
次年度理事会
臨時運営会議

10月31日

文化会館第一会議室
ホテルブリランテ武蔵野
谷塚小澤宅
大宮清水園
東町会館
中央公民館
文化会館駐車場
サイトー工業
箱根

吉田石原
加州
高原

石原加州
執行部

高原吾妻下田松原加州

吉田不動産
吉田不動産
鹿沼７２
東町会館
吉田不動産



11月26日 さよならブロック 鴻巣フラワーセンター
下田松山寺門三橋桑代金井石
川我妻石原中村

11月27日 じゃがいもゴルフコンペ ハーモニーヒルズＧＣ
三橋下田高原加州松山吾妻小
勝河野松原

11月17日 次年度打合せ 吉田不動産

11月26日 会員会議所会議 鴻巣フラワーセンター 高原

11月22日
11月24日

十一月度例会
交通安全対策協議会

文化会館第一会議室
草加市役所

11月12日
11月13日
11月14日
11月15日

ありがとう関東地区
オブザーバー紹介
ブロックボウリング
理事会

新狭山グランドボウル
マミエール

11月30日 カラオケボウリング同好会 スターボウル、ＢＡＮＮＢＡＮＮ
石川小勝桑代三輪大谷吾妻我
妻木内松原三橋小林益田

12月2日 次年度運営会議 東町会館

高原
三輪坂井
高原松山石川石原

ティアラグリーンパレス
八潮えん

12月3日 ユースサミット 川柳文化センター 川本三輪我妻田中宇佐美松山
12月4日 次年度広報幹事セミナー ＪＣ会館
12月5日 十二月第１例会 埼玉屋旅館会議室
12月7日 草加ＪＣＯＢ会幹事忘年会 藤白家 高原坂井松山木内吾妻
12月9日 越谷ＪＣ卒業式 越谷コミュ二ティーセンター 高原
12月12日 卒業式リハーサル アコスホール
12月14日 次年度理事会 東町会館
12月17日 十二月第２例会 アコスホール
12月19日 埼玉ブロック役員会議 坂戸駅前集会施設 三輪
12月20日 事務局大掃除 事務局
12月21日 次年度初期監査 吉田不動産
12月22日 理事長会 秩父美やま

12月23日 ユースサミット 川柳文化センター
加州松山三輪大谷金井木内斉
藤（裕）中村坂井小勝我妻宇佐
美吾妻三橋有木

12月26日 打ち上げ 藤白家
12月28日 財政打合せ 事務局 寺門

11月28日 小澤歴代訪問 谷塚小澤宅 坂井

11月30日 社会福祉事業団 つばさの森

11月26日 次年度出向打合せ 埼玉中央ＪＣルーム

11月28日 ５ＪＣ合同懇親会 江戸一
田中金井三橋大谷大久保石原
寺門中村坂井桑代松山宇佐美
小林小勝三輪吾妻我妻



専務理事報告 

 

２０１６年度 専務理事報告 

 

日程         会議           場所            同行者（敬称略・順不同） 

１月 ５日（火） 松原ロータリークラブ 於：レセプションルーム 吉田 

６日（水） 一月度運営会議 於：サイトー工業 執行部 

７日（木） 第４回総務グループ委員会 於：セント 総務グループ 

８日（金） 草加市少年少女スポーツ大会打ち

合わせ 

草加市賀詞交歓会 

朝霞青年会議所新春賀詞交歓会 

於：事務局 

於：アコスホール 

於：ベルセゾン 

 

 

吉田 

９日（土） 第１回会員会議所会議 於：協同組合流通センター 吉田、石原、下田、寺門 

１２日（火） 一月度理事会 於：東町会館 理事メンバー 

１３日（水） 行政挨拶(草加市文化観光課) 於：草加市役所  

１６日（土） 草加市町会連合会新年会 

OB 会新年会 

於：江戸一 

於：夢や別館 

吉田 

吉田、石原、三輪、田中、坂井、

我妻、有木、松山、下田、三橋、

小勝、木内 

１９日（火） 二月度運営会議 於：サイトー工業 執行部 

２０日（水） 春日部青年会議所賀詞交歓会 於：ふれあいキューブ 吉田、石原、三輪、斉藤（真）、

小勝、田中、三橋、土田、有木、

木内、大谷、桑代、石川、坂井、

金井、下田、宇佐美、松山、我

妻、松原 

２２日（金） 京都会議 於：国際会館 吉田 

２３日（土） 京都会議 於：国際会館 吉田、石原、加州、石川、三橋、

木内、下田、大谷、三輪、坂井、

小勝、金井、我妻、田中、松山、

太田 

２４日（日） 京都会議 於：国際会館 吉田、石原、加州、石川、三橋、

木内、下田、大谷、三輪、坂井、

小勝、金井、我妻、松山 

２５日（月） 行政打ち合わせ(都市計画課) 於：セント  

２６日（火） 賀詞交歓会リハーサル 於：東町会館 吉田、加州、斉藤（真）、松原坂

井、三輪、田中、木内、寺門、松

山、大谷、土田、我妻、坂井 

２７日（水） 久喜青年会議所賀詞交歓会 於：三高 吉田 

２８日（木） 二月度理事会 於：東町会館 理事 

２９日（金） ネット検討委員会 

一月度例会 

於：市民活動センター 

於：主例会々場 

 

３１日（日） 二月度臨時運営会議 於：サイトー工業 執行部 



２月 １日（月） 賀詞交歓会リハーサル 於：中央公民館 吉田、石原、大久保、金井、伊

藤、土田、小林、我妻、坂井、松

山、三橋、三輪、下田、石川、小

勝、松原、木内 

２日（火） 賀詞交歓会 於：アコスホール  

３日（水） 三月度運営会議 於：サイトー工業 執行部 

５日（金） 都市計画課 於：市役所  

９日（火） 二月度臨時理事会 於：東町会館 理事 

１０日（水） 二月度例会 於：熊谷文化創造館  

１２日（金） 越谷青年会議所 賀詞交歓会 於：ベルヴィ 吉田 

１３日（土） 三月度臨時運営会議 於：吉田不動産 執行部 

１５日（月） 都市計画課 於：市役所  

１６日（火） 草加市長表敬訪問 於：市役所 吉田 

１８日（木） 三月度理事会 於：東町会館 理事 

２２日（月） 行田青年会議所 賀詞交歓会 於：ベルヴィアイトピア 吉田、石原 

２３日（火） 第１回会員拡大委員会 オープン

委員会 

於：文化会館第一会議室 吉田、石原、石川、桑代、吾妻、

三輪、加州、大谷、小林、坂井、

松原 

２４日（水） 第１回５０周年特別会議 於：セント 特別会議メンバー 

２５日（木） 組織連携推進委員会 全体委員会 於：中央公民館 吉田、金井、加州、三輪、松山、

下田、坂井、松原、太田、中村、

土田、大久保、伊藤、桑代、石

川、田續、大谷 

２６日（金） 第２回会員会議所会議 於：ヴェルディ武蔵野 吉田、石原 

２７日（土） 第１回ユースサミット 於：川柳文化センター 吉田、宇佐美、吾妻、土田、有

木、松山 

２９日（月） 社会福祉協議会 

第５回総務グループ委員会 

於：社会福祉協議会事務所 

於：セント 

 

大谷、木内、志村 

３月 ４日（金） 四月度運営会議 於：サイトー工業 執行部 

１２日（土） 第２回ユースサミット 於：中央公民館 吉田、宇佐美、我妻、三橋、有

木、土田、松山、加州、川本、坂

井、河野、小勝 

１４日（月） 第１回地域開発委員会 オープン

委員会 

於：主例会々場 吉田、小勝、河野 

１５日（火） 第２回５０周年特別会議 於：サイトー工業 特別会議メンバー 

１６日（水） 第一回じゃがいもゴルフコンペ 於：オールドオーチャードゴ

ルフクラブ 

吉田、石原、三橋、松原、吾妻、

大谷、下田、加州、三輪、川本 

１７日（木） 四月度理事会 於：マミエール 理事 

１８日（金） 一般社団法人朝霞青年会議所 会

長訪問例会 

於：ふるさと新座館 吉田、石原 

２１日（月） 三月度例会 於：商工会議所  

２５日（金） 四月度臨時運営会議 於：サイトー工業 執行部 



２６日（土） 第３回ユースサミット 

公益社団法人日本青年会議所 第

１５１回 総会 

於：草加市文化会館 

於：東京ビッグサイト 

吉田、宇佐美、我妻、土田、斉藤

（真）、三橋、有木、 

２７日（日） 一般社団法人三郷青年会議所 三

月度例会 

於：三郷商工会議所 吉田 

２８日（月） 第３回会員会議所会議 於：坂戸グランドホテル WIN 吉田、石原 

３０日（水） ３０LOM支援委員会 全体会議 於：主例会々場 吉田、下田、我妻、小林、斉藤

（真）、田中、三橋、松山、坂井、

小勝、大久保、吾妻、木内、三

輪、中村 

３１日（木） 四月度臨時理事会 於：草加市文化会館 理事 

４月 １日（金） 五月度運営会議 於：サイトー工業 執行部 

９日（土） 第４回ユースサミット 於：中央公民館 吉田、宇佐美、有木、我妻、松

山、三輪、大谷 

１２日（火） 五月度理事会 於：東町会館 理事 

１３日（水） 埼玉の魅力発信委員会 全体委員

会 

於：草加市文化会館 吉田、大久保、小林、山崎（凌）、

中村、松原、坂井、三輪、松山、

下田、斉藤（一）、大谷、田中、

我妻、木内、吾妻 

１５日（金） さいたマニア検定 ～目指せ！さ

いたマニア！～ 

於：ウエスタ川越 吉田、石原、石川 

１６日（土） 第５回ユースサミット 

 

関東地区協議会 役員会議 

ＯＢ会総会 

於：中央公民館 

 

於：熊谷市立商工会館 

於：埼玉屋旅館 

吉田、有木、我妻、小林、三輪、

大谷、吾妻、石原 

吉田 

吉田 

１９日（火） 文化観光課 

青少年健全育成委員会 オープン

委員会 

於：草加市役所 

於：主例会々場 

 

吉田、松山、加州、小林、大谷、

三輪、金井、木内、三橋 

２３日（土） 第６回ユースサミット 

入間青年会議所 創立四十周年記

念式典・祝賀会 

於：文化会館 

於：入間市産業文化センター 

吉田 

吉田、石原 

２４日（日） 熊本地震復興支援金募金活動 於：草加駅 吉田、石原、三橋、下田、坂井、

山崎（凌）、松山、加州、三輪、

寺門、我妻、吉村、斉藤（一） 

２５日（月） 第４回会員会議所会議 於：加須市市民総合会館 吉田、石原 

２６日（火） 公聴会 於：商工会議所会館  

２９日（金） 四月度例会 於：左岸広場  

３０日（土） 対話集会 於：新都心ビジネス交流プラ

ザ 

吉田、石原 

５月 １日（日） ３０LOM支援委員会 拡大セミナー 於：春日部市民文化会館 吉田、石原、下田 

９日（月） 六月度運営会議 於：サイトー工業 執行部 

１１日（水） 草加中央ロータリークラブチャリ 於：江戸崎カントリークラブ 吉田、下田、吾妻 



ティゴルフコンペ 

１４日（土） 六月度臨時運営会議 於：紫彩館 執行部 

１６日（月） 第６回総務グループ委員会 於：セント 大谷、木内、志村 

１９日（木） 六月度理事会 於：サイトー工業 理事 

２４日（火） ネット研究委員会 於：市民活動センター  

２５日（水） 社会福祉協議会 於：文化会館  

２６日（木） 埼玉ブロックじゃがいも倶楽部ゴ

ルフコンペ 

於：富貴ゴルフ倶楽部 吉田、石原、下田 

３０日（月） 第５回会員会議所会議 於：丸広百貨店 吉田、石原、下田、寺門、石川、

桑代、松原 

６月 １日（水） 社会福祉協議会 於：文化会館  

２日（木） アジア・太平洋地域会議 於：高雄 85 スカイタワーホ

テル 

吉田、石原、木内、川本 

３日（金） アジア・太平洋地域会議 於：高雄 85 スカイタワーホ

テル 

吉田、石原、木内、川本 

４日（土） アジア・太平洋地域会議 於：高雄 85 スカイタワーホ

テル 

吉田、石原、木内、川本 

５日（日） アジア・太平洋地域会議 於：高雄 85 スカイタワーホ

テル 

吉田、石原、木内、川本 

７日（火） 七月度運営会議 於：サイトー工業 執行部 

１６日（木） 七月度理事会 於：東町会館 理事 

１８日（土） わんぱく相撲 草加場所 於：記念体育会 吉田、石原、我妻、伊藤、小林、

中村、木内、有木、加州、金井、

坂井、田中、小勝、田續、斉藤

（智）、斉藤（真）、下田、大谷、

三輪、岡崎、松原 

１９日（日） 第 46 回埼玉ブロック大会西入間大

会 

於：城西大学 吉田、松山、三輪、下田、寺門、

我妻、木内、坂井、石川、桑代、

石原、寺門 

２０日（月） ２０１６年度埼玉県参議院議員選

挙公開討論会 

 

異業種交流会 

於：埼玉大学 

 

於：soka80 

吉田、石原、桑代、大谷、斉藤

（一）、我妻、石川 

吉田、加州、松山、坂井、河野、

小勝、三輪、中村、大久保、木内 

２２日（水） ３０LOM支援委員会 ６月エリア交

流会 

於：福寿家 吉田、下田、寺門、山崎（凌）、

松原、坂井、川本、桑代 

２３日（木） じゃがいもゴルフコンペ 於：紫カントリーすみれコー

ス 

吉田、吾妻、松原、小勝、河野、

下田、坂井、石原 

２４日（金） 第６回会員会議所会議 於：蕨市市民会館 吉田、石原、松原、山崎（凌）、

下田、三輪 

２６日（日） わんぱく相撲埼玉ブロック大会 於：出羽公園 吉田、三輪、伊藤、金井、石川、

吾妻、坂井、田中 

２８日（火） 六月度例会 於：商工会議所会館  



３０日（木） ６月挨拶運動 於：松原団地駅 吉田、下田、木内、小勝、河野、

石川、斉藤（智）、宇佐美、吾妻、

坂井、大久保、土田 

７月 １日（金） 次年度理事長候補選考委員会 於：吉田不動産 理事長選考委員 

３日（日） 第２回草加松原夢祭り 於：松並木・左岸広場 吉田、加州、大谷、坂井、中村、

金井、木内、斉藤（真）、石原、

我妻、吾妻、三橋、田中、三輪、

石川、松山、河野、小勝、土田、

山崎（凌） 

４日（月） 第 2 回青少年健全育成委員会オー

プン委員会 

於：中央公民館 吉田、松山、三輪、三橋、大久

保、小勝、細谷、大谷、木内、斉

藤（真）、吾妻、有木、我妻、山

崎（凌） 

５日（火） 八月度運営会議 於：東町会館 石原 

７日（木） 秩父 JC相互交流例会 於：秩父神社 吉田 

９日（土） 八月度臨時運営会議 於：吉田不動産 執行部 

１４日（木） 八月度理事会 於：東町会館 理事 

１５日（金） 関東地区協議会 第２回会員会議

所会議 

於：はまぎんホール 吉田、田中、川本 

１６日（土） サマーコンファレンス 於：横浜 吉田、桑代、三輪、下田、木内、

三橋、松山、我妻、寺門、金井、

坂井、川本、小勝、石原、石川、

太田 

１９日（火） ネット検討委員会 

５JC専務会 

於：市民活動センター 

於：庄屋 

 

２３日（土） 七月度例会 於：文化会館 第 1会議室  

３０日（土） 第７回会員会議所会議 於：羽生市民プラザ 吉田、石原、下田、石川 

３１日（日） わんぱく相撲全国大会 於：国技館 吉田、金井、伊藤、三輪、吾妻、

石川、斉藤（真）、三橋、加州、

松山、石原、坂井、小林 

８月 ５日（金） 九月度運営会議 於：東町会館 執行部 

６日（土） アウトドア・虫取り 於：秩父 吉田、加州、石原、吾妻、我妻、

伊藤、金井、大谷、木内 

７日（日） アウトドア・虫取り 於：秩父  

９日（火） 九月度臨時運営会議 於：紫菜館 執行部 

１１日（祝・木） 日本の教育委員会 於：皇居 田中、坂井、金井 

１９日（金） 九月度理事会 於：東町会館 理事 

２０日（土） OB 会暑気払い 於：外苑 吉田、加州、田中、三輪、三橋、

斉藤（真）、石原、吾妻、寺門、

下田、坂井、我妻 

２１日（日） 八月度例会 於：草加市水道局庁舎  

２３日（火） ダーツ同好会 於：Playing Bar EVER 吉田、坂井、松原、我妻、田中、



吉村、宇佐美、有木、三橋、加

州、下田、木内、高橋、大谷、伊

藤、吾妻、斉藤（真） 

２６日（金） エリアブルー専務会 於：マルイ  

２７日（土） 第６４回 関東地区大会 群馬大田

大会 

第３回会員会議所会議 

於：ロイヤルチェスター太田 

於：ロイヤルチェスター太田 

吉田、石原 

吉田 

２８日（日） 第６４回 関東地区大会 群馬大田

大会 

於：ロイヤルチェスター太田 吉田、加州、下田、木内、坂井、

石川、石原 

２９日（月） 総務グループ委員会 於：まねきねこ 大谷、木内 

９月 ３日（土） 第８回ユースサミット 於：文化会館実習室 吉田、宇佐美、三橋、大谷、三

輪、石原、松山、我妻、有木 

５日（月） 十月度運営会議 於：東町会館 執行部 

１２日（月） 十月度臨時運営会議 於：吉田不動産 石原・吉田・ 

１３日（火） 地域開発委員会オープン委員会 於：中央公民館 第一講座室 吉田・高原 

１５日（木） 十月度理事会 於：マミエール 理事 

１７日（土） 第９回ユースサミット 於：新宿ワシントンホテル 吉田、下田、我妻、宇佐美、松

山、三橋 

１８日（日） 公益社団法人西入間青年会議所 

創立３５周年記念式典 

於：坂戸グランドホテル WIN 吉田、松山、下田、桑代、細谷、

小林、斉藤（真）、石川、金井、

加州、三橋、小林、石原 

１９日（月） 九月度例会 於：レセプションルーム  

２１日（水） オール草加 JCナイト 於：レセプションルーム 吉田、加州、吾妻、三輪、石原、

岡崎、桑代、下田、金井、細谷、

坂井、渋谷、伊藤、木内、小林、

太田、三橋 

２２日（木） 地域事業 於：アコスホール  

２３日（金） 第８回会員会議所会議 於：狭山市市民交流センター 石原・田中・吉田・木内 

２４日（土） 岩泉ボランティア 於：矢巾社会福祉協議会 吉田・三輪・坂井 

２５日（日） 岩泉ボランティア 於：矢巾社会福祉協議会 吉田・三輪・坂井 

３０日（金） 総務グループ委員会 於：温野菜 大谷、木内 

１０月４日（火） 十一月度運営会議 於：東町会館 執行部 

６日（木） 全国大会 広島大会 於：広島 吉田 

７日（金） 全国大会 広島大会 於：広島 吉田、川本、坂井、松原、三橋、

石原、田中 

８日（土） 全国大会 広島大会 於：広島 吉田、川本、坂井、松原、石原、 

下田、田中、小林、三輪、木内、

青柳、松山、加州、三橋、小勝、

斉藤（智）、河野、石川、我妻 

９日（日） 全国大会 広島大会 於：広島 吉田、川本、坂井、松原、石原、 

下田、田中、小林、三輪、木内、

青柳、松山、加州、三橋、小勝、



斉藤（智）、石川、我妻 

１３日（木） 十一月度理事会 於：東町会館 理事 

２４日（月） 十月度例会 於：主例会会場  

２５日（火） 総務グループ委員会 於：ジョインフォース 大谷、木内 

２８日（金） 第９回会員会議所会議 於：清水園 吉田、石原、下田、寺門 

３１日（月） 臨時理事会 於：東町会館 理事 

１１月３日（木） ふささら祭り 於：左岸広場  

７日（月） 十二月度運営会議 於：吉田不動産 執行部 

１０日（木） ライオンズゴルフコンペ 於：鹿沼７２カントリークラ

ブ 

吉田、加州、吾妻、下田、松原 

１２日（土） 第４回臨時運営会議 

ありがとう関東地区 

於：吉田不動産 

於：ティアラグリーンパレス 

執行部 

吉田 

１４日（月） ２０１６年度・２０１７年度埼玉ブ

ロック協議会 合同交流会ボーリ

ング大会 

於：新狭山グランドボウル 吉田、石原、松山、石川 

１５日（火） 社会福祉協議会 

十二月度理事会 

於：社会福祉協議会 

於：マミエール 

 

理事 

２２日（火） 十一月度例会 於：主例会会場  

２３日（祝・水） 日本の教育委員会 於：皇居 田中、坂井、我妻、松山 

２６日（土） 第１０回会員会議所会議 於：鴻巣花き 吉田、石原、下田、三輪、寺門 

 さよならブロック２０１６ 於：鴻巣花き 吉田、桑代、松山、三輪、金井、

下田、中村、坂井、石原、石川、

三橋、我妻、寺門 

２７日（日） 第３回じゃがいもゴルフコンペ 於：ハーモニーヒルズゴルフ

クラブ 

吉田、吾妻、加州、三橋、河野、

松原、小勝、下田、松原 

２８日（月） 5JC合同懇親会 於：江戸一 吉田、田中、金井、三橋、大谷、

大久保、石原、寺門、中村、坂

井、桑代、松山、宇佐美、小林、

小勝、三輪、吾妻、我妻 

２９日（水） カラオケ＆ボーリング合同同好会 於：スターボール 吉田、石川、小勝、桑代、三輪、

大谷、吾妻、我妻、木内、松原、

三橋、小林、益田 

１２月３日（土） 第１１回ユースサミット 於：川柳文化センター 吉田、川本、三輪、我妻、田中、

宇佐美、松山、中村、小勝、坂

井、吾妻、三橋、有木 

５日（月） 十二月第 1例会 於：埼玉屋旅館  

７日（水） OB 会理事会・忘年会 於：藤白家 吉田、坂井、松山、吾妻、木内 

９日（金） 越谷青年会議所 卒業式 於：越谷コミュニティーセン

ター 

吉田 

１２日（月） 卒業式リハーサル 於：アコスホール 会員拡大委員会 

１７日（土） 十二月第２例会 於：アコスホール  

２０日（火） 事務局 大掃除 於：事務局 吉田、松山、大谷、我妻、木内、



 

三輪、吾妻、吉村、石原 

２３日（祝・金） 第１２回ユースサミット 於：川柳文化センター 吉田、加州、松山、三輪、大谷、

金井、木内、斉藤（裕）、中村、

坂井、小勝、我妻、宇佐美、吾

妻、三橋、有木 

２６日（月） 草加青年会議所 忘年会 於：藤白家 吉田、吾妻、我妻、三輪、大谷、

松山、金井、三橋、木内、太田、

小林、小勝、石川、吉村、、高橋、

桑代、鈴木 



 

 

 

日     時 

1月 05日（火） 

1月 06日（水） 

1月 12日（火） 

1月 16日（土） 

1月 19日（火） 

1月 20日（水） 

1月 22日（金） 

1月 23日（土） 

1月 24日（日） 

1月 26日（火） 

1月 28日（木） 

1月 29日（金） 

1月 30日（土） 

 

2月 01日（月） 

2月 02日（火） 

2月 03日（水） 

2月 05日（木） 

 

2月 09日（火） 

2月 10日（水） 

2月 16日（火） 

2月 23日（火） 

2月 29日（月） 

 

3月 04日（金） 

3月 09日（水） 

3月 14日（月） 

3月 15日（火） 

3月 17日（木） 

3月 21日（月） 

3月 25日（金） 

3月 30日（水） 

3月 31日（木） 

 

 

 

 

内     容 

 委員会 

 運営会議 

 一月度理事会 

 草加青年会議所 OB会新年会 

 運営会議 

 （公社）春日部青年会議所賀詞交歓会 

 京都会議 

 京都会議 

 京都会議 

 賀詞交歓会リハーサル 

 二月度理事会 

 総会 

 草加市青少年相撲振興会新年会 

 

 賀詞交歓会リハーサル 

 賀詞交歓会 

 運営会議 

 オープン委員会打ち合わせ 

  委員会 

 臨時理事会 

 二月度例会 

 わんぱく相撲運営協議会 

 オープン委員会 

 委員会 

 

 運営会議 

 委員会 

 地域室オープン委員会 

 わんぱく相撲運営協議会 

 理事会 

 三月度例会 

 臨時運営会議 

 30LOM支援委員会全体委員会お出迎え 

 臨時理事会 

 

 

 

 

場     所 

於:大恵不動産 

於:サイトー工業 

於:東町会館 

於:夢や別館 

於:サイトー工業 

於: 東部地域振興ふれあい拠点施設 

於:京都国際会議場 他 

於:京都国際会議場 他 

於:京都国際会議場 他 

於:東町会館 

於:東町会館 

於:草加文化会館 

於:江戸一 

 

於:中央公民館 

於:アコスホール 

於:サイトー工業 

於（株)イハシ 

於:大恵不動産 

於:東町会館 

於: 熊谷文化創造館さくらめいと 

於:橋本屋 

於:草加文化会館 

於:大恵不動産 

 

於:サイトー工業 

於:大恵不動産 

於:草加文化会館 

於:越谷市中央市民会館 

於:マミエール物流センター 

於:草加商工会議所 他 

於:サイトー工業 

於:草加文化会館 

於:草加文化会館 

 

 

 

 



日     時 

4月 01日（金） 

4月 04日（月） 

4月 11日（月） 

4月 12日（火） 

4月 13日（水） 

4月 14日（木） 

4月 15日（金） 

4月 16日（土） 

4月 19日（火） 

4月 23日（土） 

 

4月 26日（火） 

4月 29日（金） 

4月 30日（土） 

 

5月 02日（月） 

5月 10日（火） 

5月 19日（木） 

5月 25日（水） 

5月 26日（木） 

 

6月 01日（水） 

6月 16日（木） 

6月 18日（土） 

6月 19日（日） 

6月 20日（月） 

6月 25日（土） 

6月 27日（月） 

 

6月 28日（火） 

6月 30日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内     容 

 五月度運営会議 

 委員会 

選挙管理委員会 

 五月度理事会 

 埼玉の魅力発信委員会お出迎え 

 委員会 

 わんぱく相撲運営協議会 

 OB会総会 

 青少年健全育成委員会オープン委員会 

 ユースサミット 

（一社）入間青年会議所 50周年記念式典 

 公聴会 

四月度例会 春の子どもフェスタ 

 拡大室スタッフ会議 

 

 わんぱく相撲運営協議会 

 委員会 

 六月度理事会 

 オブザーバー訪問 

 五月度例会 

 

 委員会 

 七月度理事会 

 わんぱく相撲草加場所 

 第 46回ブロック大会西入間大会 

 異業種交流会 

 わんぱく相撲埼玉ブロック大会 

 不在者投票立会い 

委員会 

 六月度例会 

 拡大室スタッフ会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場     所 

於:サイトー工業 

於:大恵不動産 

於:UTAN 

於:東町会館 

於:草加文化会館 

於:大恵不動産 

於:越谷市中央市民会館 

於埼玉屋 

於:草加文化会館 

於:草加文化会館 

於:入間市産業文化センター 

於:草加商工会議所会館 

於:綾瀬川左岸広場 

於:すし花 

 

於:マミエール物流センター 

於:大恵不動産 

於:東町会館 

於:東京製鎖 他 

於:草加文化会館 

 

於:大恵不動産 

於:東町会館 

於:記念体育館 

於:城西大学 

於:soka80 

於:出羽公園 

於:事務局 

於:大恵不動産 

於:商工会議所会館 

於:柴川不動産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日     時 

7月 02日（土） 

7月 03日（日） 

7月 04日（月） 

7月 05日（火） 

7月 09日（土） 

7月 14日（木） 

7月 15日（金） 

7月 19日（月） 

7月 23日（土） 

7月 24日（日） 

7月 31日（日） 

 

8月 01日（月） 

8月 06日（土） 

8月 09日（火） 

8月 18日（木） 

8月 19日（金） 

8月 20日（土） 

8月 21日（日） 

8月 23日（火） 

8月 26日（金） 

 

9月 03日（土） 

9月 12日（月） 

9月 15日（木） 

9月 19日（月） 

9月 21日（水） 

9月 22日（木） 

9月 24日（土） 

 

 

10月 04日（火） 

10月 06日（木） 

10月 07日（金） 

10月 08日（土） 

10月 09日（日） 

10月 13日（木） 

10月 14日（金） 

10月 22日（土） 

 

 

内     容 

 草加松原夢まつり 前日準備 

 草加松原夢まつり 

 青少年健全育成委員会オープン委員会 

 八月度運営会議 

 臨時運営会議産 

 八月度理事会 

 サマーコンファレンス 

 わんぱく相撲練習会 

 七月度例会 

 わんぱく相撲決起集会 

 わんぱく相撲全国大会 

 

 会員拡大委員会 

 アウトドア虫取り同好会見送り 

 臨時運営会議 

 会員拡大委員会 

 九月度理事会 

 OB会暑気払い 

 八月度例会 

 ダーツ同好会 

 会員拡大委員会 

 

 ユースサミット 

 臨時運営会議 

 十月度理事会 

 九月度例 

 オール草加 JCナイト 

 ママフェス in草加 

 （公社）日本青年会議所 国際グループ 

 アジアネットワーク確立委員会お出迎え 

 

 十一月度運営会議 

 第 65回全国大会 広島大会 

 第 65回全国大会 広島大会 

第 65回全国大会 広島大会 

 第 65回全国大会 広島大会 

 十一月度理事会 

 会員拡大委員会 

 ユースサミット 

 

 

場     所 

於:松原遊歩道 

於:松原遊歩道 

於:中央公民館 

於:東町会館 

於:吉田不動産 

於:東町会館 

於:パシフィコ横浜 

於:記念体育館 

於:草加文化会館 

於:闘勝花 

於:両国国技館 

 

於:東町会館 

於:商工会議所第二駐車場 

於:紫菜館 

於:東町会館 

於:東町会館 

於:外苑 

於:草加市役所水道庁舎 

於:ダーツ bar EVER 

於:大恵不動産 

 

於:草加文化会館 

於:吉田不動産 

於:マミエール物流センター 

於:草加文化会館 

於:草加文化会館 

於:アコスホール 他 

 

於:草加市水道庁舎 

 

於:東町会館 

於:旧広島市民球場跡地 他 

於:旧広島市民球場跡地 他 

於:旧広島市民球場跡地 他 

於:旧広島市民球場跡地 他 

於:東町会館 

於:大恵不動産 

於:草加公園 

 

 



日     時 

11月 01日（火） 

11月 03日（木） 

11月 07日（月） 

11月 15日（火） 

11月 22日（火） 

11月 28日（月） 

 

12月 03日（土） 

12月 05日（月） 

12月 07日（水） 

12月 17日（土） 

内     容 

 わんぱく相撲運営協議会 

 ふささら祭り 

 十二月度運営会議 

 十二月度理事会 

 十一月度例会 

 5JC合同懇親会 

 

 ユースサミット 

 十二月第一例会 

 OB会理事会オブザーブ 

 十二月第二例会 

場     所 

於:砂場京利 

於:草加文化会館 

於:吉田不動産 

於:マミエール物流センター 

於:草加文化会館 

於:江戸一 

 

於:川柳文化センター 

於:埼玉屋 

於藤白家 

於:アコスホール 
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齊藤 真吾 

 

  

日    時 

１月 ６日 

   １２日 

１４日 

１９日 

２０日 

２６日 

２８日 

２９日 

 

  ３１日 

２月 １日 

２日 

３日 

６日 

９日 

１０日 

１３日 

１８日 

２２日 

２９日 

３月 ４日 

    ７日 

 

１０日 

１４日 

１５日 

１７日 

   ２０日 

２１日 

２４日 

２５日 

２６日 

３０日 

３１日 

内        容 

一月度運営会議 

一月度理事会 

第３回 地域開発委員会 

二月度運営会議 

春日部青年会議所新春賀詞交歓会 

賀詞交歓会リハーサル 

二月度理事会 

埼玉中央青年会議所 新年賀詞交歓会 

一月度例会 

二月度臨時運営会議 

賀詞交歓会リハーサル 

賀詞交歓会 

三月度運営会議 

第４回地域開発委員会 

二月度臨時理事会 

二月度例会 

三月度臨時運営会議 

三月度理事会 

第５回地域開発委員会 

委員会キャラバン 

四月度運営会議 

第６回地域開発委員会 

委員会キャラバン 

オープン委員会リハーサル 

第１回地域開発委員会 オープン委員会 

第２回５０周年特別会議 

四月度理事会 

第７回地域開発委員会 

三月度例会 

石原家通夜 

四月度臨時運営会議 

第３回ユースサミット 

組織連携推進委員会 全体委員会 

四月度臨時理事会 

場  所 

於：サイトー工業 

於：東町会館 

於：COMPANY 

於：サイトー工業 

於：ベルセゾン 

於：東町会館 

於：東町会館 

於：浦和ロイヤルパインズ H 

於：主例会々場 

於：サイトー工業 

於：中央公民館 第一会議室 

於：アコスホール 

於：サイトー工業 

於：サイトー工業 

於：東町会館 

於：熊谷文化創造館 

於：吉田不動産 

於：東町会館 

於：COMPANY 

於：草加市内 

於：サイトー工業 

於：COMPANY 

於：イノべる 

於：COMPANY 

於：主例会々場 

於：草加市内 

於：マミエール 

於：H＆T サービス 

於：主例会々場 

於：岐阜県関市内 

於：サイトー工業 

於：草加市文化会館 

於：草加市文化会館 

於：草加市文化会館 

 



 

 

 

日    時 

４月 １日 

    ５日 

 ９日 

１２日 

１４日 

１６日 

１９日 

２１日 

２４日 

２６日 

２８日 

２９日 

５月 ２日 

９日 

１６日 

１９日 

２５日 

２６日 

３１日 

６月 ７日 

１６日 

１７日 

１８日 

２０日 

２８日 

３０日 

７月 １日 

   ３日 

     ４日 

   ５日 

     ６日 

   ９日 

   １２日 

  １４日 

２３日 

２５日 

３１日 

内        容 

五月度運営会議 

第６回５０周年特別会議 

第４回ユースサミット 

五月度理事会 

第８回地域開発委員会 

草加青年会議所 OB会 総会 

青少年健全育成委員会 オープン委員会 

第３回５０周年特別会議 

熊本地震復興支援金募金活動 

公聴会 

第７回ユースサミット 

四月度例会 

第９回地域開発委員会 

六月度運営会議 

第１０回地域開発委員会 

六月度理事会 

第７回５０周年特別会議 

五月度例会 

五月度 挨拶運動 

七月度運営会議 

七月度理事会 

第１１回地域開発委員会 

わんぱく相撲 草加場所 

異業種交流会 

六月度例会 

六月度 挨拶運動 

次年度理事長候補選考委員会 

第２回草加松原夢祭り 

第２回青少年健全育成委員会オープン委員会 

八月度運営会議 

第２回次年度理事長候補選考委員会 

八月度臨時運営会議 

第１２回地域開発委員会 

八月度理事会 

七月度例会 

第１３回地域開発委員会 

わんぱく相撲全国大会 

場  所 

於：サイトー工業 

於：草加市内 

於：中央公民館 

於：東町会館 

於：COMPANY 

於：埼玉屋旅館 

於：主例会々場  

於：柴川不動産 

於：草加駅 

於：草加商工会議所会館 

於：左岸広場 

於：左岸広場 

於：COMPANY 

於：サイトー工業 

於：COMPANY 

於：東町会館 

於：柴川不動産 

於：主例会々場 

於：草加駅構内 

於：サイトー工業 

於：東町会館 

於：COMPANY 

於：記念体育館 

於：soka80 

於：草加市商工会議所会館 

於：松原団地駅構内 

於：東町会館 

於：松並木・左岸広場 

於：中央公民館 

於：東町会館 

於：吉田不動産 

於：吉田不動産 

於：COMPANY 

於：東町会館 

於：草加市文化会館 

於：COMPANY 

於：両国国技館 
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日    時 

８月 ５日 

６日 

８日 

９日 

１９日 

２０日 

２１日 

２３日 

３０日 

３０日 

９月 ３日 

５日 

１２日 

１２日 

１３日 

１５日 

１８日 

１９日 

２１日 

２２日 

２４日 

２６日 

２９日 

１０月 ４日 

   １１日 

   １３日 

   １４日 

   ２４日 

   ２８日 

   ３１日 

１１月 １日 

３日 

 ４日 

 ７日 

１１日 

１２日 

１５日 

１８日 

内        容 

九月度運営会議 

アウトドア・虫取り 

第１４回地域開発委員会 

第１回臨時運営会議 

九月度理事会 

OB 会暑気払い 

八月度例会 

ダーツ同好会 

挨拶運動 

第１５回地域開発委員会 

第８回ユースサミット 

十月度運営会議 

第２回臨時運営会議 

第１６回地域開発委員会 

地域開発委員会 オープン委員会 

十月度理事会 

公益社団法人西入間青年会議所 創立３５周年記念式典 

九月度例会 

オール草加ＪＣナイト 

地域事業 ママフェス in SOKA 

日本ＪＣアジアネットワーク確立委員会全体委員会 

第１７回地域開発委員会 

第１８回地域開発委員会 

十一月度運営会議 

第２６回青少年健全育成委員会 

十一月度理事会 

第２３回会員拡大委員会 

十一月度理事会 

第１９回地域開発委員会 

第３回臨時理事会 

エントリー会議 

ふささら祭り 

新運営会議 

十二月度運営会議 

新理事会 

第４回臨時運営会議 

十二月度理事会 

第２０回地域開発委員会 

場  所 

於：東町会館  

於：秩父 

於：COMPANY 

於：紫菜館 

於：東町会館 

於：外苑 

於：草加市水道庁舎  

於：草加エバー 

於：谷塚駅 

於：COMPANY 

於：文化会館 実習室  

於：東町会館 

於：吉田不動産 

於：COMPANY 

於：中央公民館 

於：マミエール 

於：坂戸グランドホテル 

於：文化会館 レセプション 

於：文化会館 レセプション  

於：アコスホール 

於：草加市水道庁舎 

於：COMPANY 

於：COMPANY 

於：東町会館 

於：ワークマン草加店 

於：東町会館 

於：大恵不動産 

於：東町会館 

於：COMPANY 

於：東町会館 

於：中央公民館 

於：草加市文化会館  

於：サイトー工業 

於：吉田不動産 

於：東町会館 

於：吉田不動産 

於：マミエール 

於：COMPANY 



 

日    時 

１１月２１日 

２８日 

２９日 

３０日 

１２月 ２日 

１２月 ５日 

１２月 ８日 

１２月１７日 

１２月１９日 

１２月２１日 

内        容 

第２１回地域開発委員会 

５ＪＣ合同懇親会 

２０１７年度青少年国際交流委員会 第１回委員会 

カラオケ・ボウリング合同同好会 

第２回新運営会議 

十二月第１例会 

２０１７年度 青少年国際交流委員会 第２回委員会 

十二月第２例会 

２０１７年度 青少年国際交流委員会 第３回委員会 

２０１７年度 初期監査 青少年国際交流委員会 

場  所 

於：COMPANY 

於：江戸一 草加店 

於：天杉 

於：草加市内 

於：東町会館  

於：さいたま屋旅館 

於：㈱サイトー工業 

於：アコスホール 

於：草加建設 

於：吉田不動産 



２０１６年度 副理事長報告 
加州 洋介 

日    時 
１月 ５日 

    ６日 
   １２日 

１３日 
１６日 
１９日 
２２日 
２３日 
２４日 
２６日 
 
２７日 
 
２８日 
２９日 
３０日 

２月 １日 
２日 
３日 
８日 
９日 

１０日 
１３日 
１８日 
２２日 
２３日 
２５日 
２７日 

３月 ４日 
    ７日 

１２日 
１３日 
１４日 
１６日 
１７日 

   １８日 
２１日 
２４日 

内        容 
第１回青少年健全育成委員会 
一月度運営会議 
一月度理事会 
行政挨拶(草加市青少年ホーム) 
OB 会新年会 
二月度運営会議 
草加市商店街連合会新年会 
京都会議 
京都会議 
賀詞交歓会リハーサル 
草加市特別報酬等審議会 
第２回青少年健全育成委員会 
草加市太鼓橋ロードレース大会実行委員会 
幸手青年会議所 賀詞交歓会 
一月度例会 
草加市ボーイスカウト、ガールスカウト新年会 
賀詞交歓会リハーサル 
賀詞交歓会 
三月度運営会議 
第３回青少年健全育成委員会 
二月度臨時理事会 
二月度例会 
三月度臨時運営会議 
三月度理事会 
第４回青少年健全育成委員会 
第１回会員拡大委員会 オープン委員会 
組織連携推進委員会 全体委員会 
第１回ユースサミット 
四月度運営会議 
第５回青少年健全育成委員会 
第２回ユースサミット 
草加市太鼓橋ロードレース大会 
第一回地域開発委員会 オープン委員会 
じゃがいもゴルフコンペ 
四月度理事会 
第６回青少年健全育成委員会 
三月度例会 
石原家通夜 

場  所 
於：外苑 
於：サイトー工業 
於：東町会館 
於：氷川児童館 
於：夢や別館 
於：サイトー工業 
於：江戸一 
於：国際会館 
於：国際会館 
於：東町会館 
於：草加市役所 
於：ワークマン草加店 
於：草加市役所 
於：幸手市内 
於：主例会々場 
於：埼玉屋旅館 
於：中央公民館 第一会議室 
於：アコスホール 
於：サイトー工業 
於：ワークマン草加店 
於：東町会館 
於：熊谷文化創造館 
於：吉田不動産 
於：東町会館 
於：ワークマン草加店 
於：文化会館第一会議室 
於：中央公民館 
於：川柳文化センター 
於：サイトー工業 
於：イノべる 
於：中央公民館 
於：草加市立草加小学校 
於：主例会々場 
於：オールドオーチャード 
於：マミエール 
於：ワークマン草加店 
於：主例会々場 
於：岐阜県関市内 



２６日 
 
２８日 
２９日 
３１日 

４月 ４日 
    ９日 
   １１日 

１２日 
１４日 
１６日 
１８日 
１９日 
２０日 
２３日 
 
２４日 
２５日 
２６日 
２７日 
２８日 
２９日 

５月 ４日 
１１日 
１４日 
１９日 
２６日 

６月 ２日 
    ４日 

６日 
７日 
９日 

１５日 
１６日 

   １８日 
２０日 
２６日 
２８日 
２９日 
 
３０日 
 

第３回ユースサミット 
六町若衆会１０周年記念式典 
第７回青少年健全育成委員会 
第１７回春の子どもフェスタ説明会 
四月度臨時理事会 
第８回青少年健全育成委員会 
第４回ユースサミット 
第９回青少年健全育成委員会 
五月度理事会 
会員拡大委員会 懇親会 
第５回ユースサミット 
第１０回青少年健全育成委員会 
第一回青少年健全育成委員会 オープン委員会 
草加ふささら祭り事務局会議 
第６回ユースサミット 
入間青年会議所創立４０周年記念式典 
熊本地震災害支援金募金活動 
第１１回青少年健全育成委員会 
選挙管理委員会 公聴会 
草加市太鼓橋ロードレース大会実行委員会 
第１２回青少年健全育成委員会 
四月度例会（春の子どもフェスタ） 
第１３回青少年健全育成委員会 
草加ふささら祭り実行委員会 
六月度臨時運営会議 
六月度理事会 
五月度例会 
第１４回青少年健全育成委員会 
草加市よさこい振興会総会 
今様・草加宿市民推進会議 
七月度運営会議 
第１５回青少年健全育成委員会 
草加ふささら祭り事務局会議 
七月度理事会 
草加市わんぱく相撲大会 
会員拡大委員会 異業種交流会 
埼玉ブロック協議会 わんぱく相撲ブロック大会 
六月度例会 
草加市暴力排除推進協議会定期総会 
第１回草加市交通安全対策協議会会議 
第１６回青少年健全育成委員会 
 

於：草加市文化会館 
於：アコスホール 
於：ワークマン草加店 
於：草加市中央公民館 
於：草加市文化会館 
於：ワークマン草加店 
於：草加市文化会館 
於：ワークマン草加店 
於：東町会館 
於：わいわい 
於：草加市文化会館 
於：ワークマン草加店 
於：草加市文化会館 
於：草加商工会議所 
於：草加市文化会館 
於：入間市産業文化センター 
於：草加駅 
於：ワークマン草加店 
於：草加商工会議所 
於：草加市役所 
於：中根町会館 
於：左岸広場 
於：ワークマン草加店 
於：草加商工会議所 
於：サイトー工業 
於：東町会館 
於：主例会々場 
於：ワークマン草加店 
於：草加市文化会館 
於：神明庵 
於：サイトー工業 
於：ワークマン草加店 
於：草加商工会議所 
於：東町会館 
於：草加市記念体育館 
於：soka80 
於：越谷市 
於：草加商工会議所 
於：草加市中央公民館 
於：草加市中央公民館 
於：ワークマン草加店 
 



７月 １日 
   ３日 
   ４日 

６日 
９日 

   １１日 
   １３日 
   １４日 

２０日 
２１日 
２２日 
２３日 
２７日 
３１日 

８月 ４日 
   ５日 
   ６日 
   ７日 
   ９日 
      
  １０日 
  １７日 
  １９日 
  ２０日 
  ２１日 
  ２２日 
  ２３日 
  ２９日 
９月 ３日 
   ８日 
  １０日 
  １１日 
  １２日 
  １３日 
  １５日 
  １８日 
  １９日 
  ２１日 

２２日 
２４日 
２６日 
２７日 

野球（チェンバーズ）同好会 
第２回草加松原夢祭り 
青少年健全育成委員会オープン委員会 
理事長選考員選挙打ち合わせ 
八月度臨時運営会議 
草加ふささら祭り事務局会議 
第１７回青少年健全育成委員会 
八月度理事会 
第１８回青少年健全育成委員会 
第１９回青少年健全育成委員会 
中間監査 
七月度例会 
今様・草加宿市民推進会議 
わんぱく相撲全国大会 
２０１４年度会員拡大委員会 
九月度運営会議 
アウトドア・虫取り同好会 
アウトドア・虫取り同好会 
九月度臨時運営会議 
会員拡大委員会オープン委員会 
第２０回青少年健全育成委員会 
今様・草加宿市民推進会議 
九月度理事会 
ＯＢ会暑気払い 
八月度例会 
第２１回青少年健全育成委員会 
ダーツ同好会 
草加ふささら祭り事務局会議 
第８回ユースサミット 
次年度専務打ち合わせ 
第２２回青少年健全育成委員会 
理事長選考員選挙打ち合わせ 
十月度臨時運営会議 
地域開発委員会オープン委員会 
十月度理事会 
（公社）西入間青年会議所創立３５周年記念式典 
九月度例会 
オール草加ＪＣナイト 
ママフェス in Soka 
日本青年会議所アジアネットワーク推進委員会 
草加ふささら祭り事務局会議 
２０１７年度執行部打ち合わせ 

於：工業グランド 
於：松並木、左岸広場 
於：中央公民館 
於：吉田不動産 
於：吉田不動産 
於：草加商工会議所 
於：ワークマン草加店 
於：東町会館 
於：ワークマン草加店 
於：ワークマン草加店 
於：高砂スタジオ 
於：主例会々場 
於：神明庵 
於：両国国技館 
於：soka80 
於：東町会館 
於：秩父オートキャンプ場 
於：秩父オートキャンプ場 
於：紫菜館 
於：soka80 
於：ワークマン草加店 
於：神明庵 
於：東町会館 
於：外苑 
於：草加市水道局庁舎 
於：ワークマン草加店 
於：ダーツバー 
於：草加商工会議所 
於：青柳地内 
於：soka80 
於：ワークマン草加店 
於：吉田不動産 
於：吉田不動産 
於：中央公民館 
於：マミエール 
於：坂戸グランドホテル 
於：主例会々場 
於：主例会々場 
於：アコスホール 
於：草加市水道局庁舎 
於：草加商工会議所 
於：芭蕉亭 



３０日 
１０月 ４日 
    ５日 
    ７日 
    ８日 
    ９日 
   １２日 

１３日 
１７日 
１８日 
１９日 
２２日 
２４日 
２５日 
２７日 

 
   ３１日 
１１月 １日 
    ３日 
    ４日 
    ６日 
    ８日 
    ９日 
   １０日 
   １１日 
   １２日 
   １５日 

２２日 
２４日 
 
２５日 
２７日 
２９日 
３０日 

１２月 ２日 
    ３日 
    ５日 
    ８日 
   １３日 
   １４日 
   １７日 
   ２３日 

理事長予定者会議 
草加ふささら祭り全体会議 
第２３回青少年健全育成委員会 
全国大会 広島大会 
全国大会 広島大会 
全国大会 広島大会 
今様・草加宿市民推進会議 
十一月度理事会 
２０１５年度会員拡大委員会 
第２４回青少年健全育成委員会 
次年度委員会別打ち合わせ 
第１０回ユースサミット 
十月度例会 
理事長予定者会議 
小澤歴代理事長訪問 
草加松原太鼓橋ロードレース大会実行委員会 
十一月度臨時理事会 
エントリー会議 
草加ふささら祭り 
次年度運営会議 
春秋会 
草加市特別報酬等審議会 
今様・草加宿市民推進会議 
草加ライオンズチャリティーゴルフコンペ 
次年度理事会 
十二月度臨時運営会議 
十二月度理事会 
十一月度例会 
次年度地域開発委員会予定者委員会 
次年度会員拡大委員会予定者委員会 
2017 年度第４回理事長予定者会議並びにブロック会長予定者会議 

じゃがいもゴルフコンペ 
次年度青少年・国際交流委員会予定者委員会 
ボウリング同好会 
次年度運営会議 
第１１回ユースサミット 
十二月第１例会 
次年度会員研修委員会予定者委員会 
第２５回青少年健全育成委員会 
次年度理事会 
十二月第２例会 
第１２回ユースサミット 

於：川越市内 
於：アコスホール 
於：ワークマン草加店 
於：広島 
於：広島 
於：広島 
於：神明庵 
於：東町会館 
於：soka80 
於：ワークマン草加店 
於：草加市内 
於：草加公園、他 
於：主例会々場 
於：飯能市内 
於：小澤様邸 
於：草加市役所 
於：東町会館 
於：中央公民館 
於：草加市文化会館、他 
於：サイトー工業 
於：箱根市内 
於：草加市役所 
於：神明庵 
於：鹿沼７２ＣＣ 
於：東町会館 
於：吉田不動産 
於：マミエール 
於：主例会々場 
於：元祖焼肉店 
於：アークス 
於：ラフレさいたま３階 
於：ハーモニーヒルズＧＣ 
於：天杉 
於：松原スターボウル 
於：東町会館 
於：川柳文化センター 
於：埼玉屋旅館 
於：一栄 
於：ワークマン草加店 
於：東町会館 
於：アコスホール 
於：川柳文化センター 



２０１６年度 副理事長報告 
加州 洋介 

日    時 
１月 ５日 

    ６日 
   １２日 

１３日 
１６日 
１９日 
２２日 
２３日 
２４日 
２６日 
 
２７日 
 
２８日 
２９日 
３０日 

２月 １日 
２日 
３日 
８日 
９日 

１０日 
１３日 
１８日 
２２日 
２３日 
２５日 
２７日 

３月 ４日 
    ７日 

１２日 
１３日 
１４日 
１６日 
１７日 

   １８日 
２１日 
２４日 

内        容 
第１回青少年健全育成委員会 
一月度運営会議 
一月度理事会 
行政挨拶(草加市青少年ホーム) 
OB 会新年会 
二月度運営会議 
草加市商店街連合会新年会 
京都会議 
京都会議 
賀詞交歓会リハーサル 
草加市特別報酬等審議会 
第２回青少年健全育成委員会 
草加市太鼓橋ロードレース大会実行委員会 
幸手青年会議所 賀詞交歓会 
一月度例会 
草加市ボーイスカウト、ガールスカウト新年会 
賀詞交歓会リハーサル 
賀詞交歓会 
三月度運営会議 
第３回青少年健全育成委員会 
二月度臨時理事会 
二月度例会 
三月度臨時運営会議 
三月度理事会 
第４回青少年健全育成委員会 
第１回会員拡大委員会 オープン委員会 
組織連携推進委員会 全体委員会 
第１回ユースサミット 
四月度運営会議 
第５回青少年健全育成委員会 
第２回ユースサミット 
草加市太鼓橋ロードレース大会 
第一回地域開発委員会 オープン委員会 
じゃがいもゴルフコンペ 
四月度理事会 
第６回青少年健全育成委員会 
三月度例会 
石原家通夜 

場  所 
於：外苑 
於：サイトー工業 
於：東町会館 
於：氷川児童館 
於：夢や別館 
於：サイトー工業 
於：江戸一 
於：国際会館 
於：国際会館 
於：東町会館 
於：草加市役所 
於：ワークマン草加店 
於：草加市役所 
於：幸手市内 
於：主例会々場 
於：埼玉屋旅館 
於：中央公民館 第一会議室 
於：アコスホール 
於：サイトー工業 
於：ワークマン草加店 
於：東町会館 
於：熊谷文化創造館 
於：吉田不動産 
於：東町会館 
於：ワークマン草加店 
於：文化会館第一会議室 
於：中央公民館 
於：川柳文化センター 
於：サイトー工業 
於：イノべる 
於：中央公民館 
於：草加市立草加小学校 
於：主例会々場 
於：オールドオーチャード 
於：マミエール 
於：ワークマン草加店 
於：主例会々場 
於：岐阜県関市内 



２６日 
 
２８日 
２９日 
３１日 

４月 ４日 
    ９日 
   １１日 

１２日 
１４日 
１６日 
１８日 
１９日 
２０日 
２３日 
 
２４日 
２５日 
２６日 
２７日 
２８日 
２９日 

５月 ４日 
１１日 
１４日 
１９日 
２６日 

６月 ２日 
    ４日 

６日 
７日 
９日 

１５日 
１６日 

   １８日 
２０日 
２６日 
２８日 
２９日 
 
３０日 
 

第３回ユースサミット 
六町若衆会１０周年記念式典 
第７回青少年健全育成委員会 
第１７回春の子どもフェスタ説明会 
四月度臨時理事会 
第８回青少年健全育成委員会 
第４回ユースサミット 
第９回青少年健全育成委員会 
五月度理事会 
会員拡大委員会 懇親会 
第５回ユースサミット 
第１０回青少年健全育成委員会 
第一回青少年健全育成委員会 オープン委員会 
草加ふささら祭り事務局会議 
第６回ユースサミット 
入間青年会議所創立４０周年記念式典 
熊本地震災害支援金募金活動 
第１１回青少年健全育成委員会 
選挙管理委員会 公聴会 
草加市太鼓橋ロードレース大会実行委員会 
第１２回青少年健全育成委員会 
四月度例会（春の子どもフェスタ） 
第１３回青少年健全育成委員会 
草加ふささら祭り実行委員会 
六月度臨時運営会議 
六月度理事会 
五月度例会 
第１４回青少年健全育成委員会 
草加市よさこい振興会総会 
今様・草加宿市民推進会議 
七月度運営会議 
第１５回青少年健全育成委員会 
草加ふささら祭り事務局会議 
七月度理事会 
草加市わんぱく相撲大会 
会員拡大委員会 異業種交流会 
埼玉ブロック協議会 わんぱく相撲ブロック大会 
六月度例会 
草加市暴力排除推進協議会定期総会 
第１回草加市交通安全対策協議会会議 
第１６回青少年健全育成委員会 
 

於：草加市文化会館 
於：アコスホール 
於：ワークマン草加店 
於：草加市中央公民館 
於：草加市文化会館 
於：ワークマン草加店 
於：草加市文化会館 
於：ワークマン草加店 
於：東町会館 
於：わいわい 
於：草加市文化会館 
於：ワークマン草加店 
於：草加市文化会館 
於：草加商工会議所 
於：草加市文化会館 
於：入間市産業文化センター 
於：草加駅 
於：ワークマン草加店 
於：草加商工会議所 
於：草加市役所 
於：中根町会館 
於：左岸広場 
於：ワークマン草加店 
於：草加商工会議所 
於：サイトー工業 
於：東町会館 
於：主例会々場 
於：ワークマン草加店 
於：草加市文化会館 
於：神明庵 
於：サイトー工業 
於：ワークマン草加店 
於：草加商工会議所 
於：東町会館 
於：草加市記念体育館 
於：soka80 
於：越谷市 
於：草加商工会議所 
於：草加市中央公民館 
於：草加市中央公民館 
於：ワークマン草加店 
 



７月 １日 
   ３日 
   ４日 

６日 
９日 

   １１日 
   １３日 
   １４日 

２０日 
２１日 
２２日 
２３日 
２７日 
３１日 

８月 ４日 
   ５日 
   ６日 
   ７日 
   ９日 
      
  １０日 
  １７日 
  １９日 
  ２０日 
  ２１日 
  ２２日 
  ２３日 
  ２９日 
９月 ３日 
   ８日 
  １０日 
  １１日 
  １２日 
  １３日 
  １５日 
  １８日 
  １９日 
  ２１日 

２２日 
２４日 
２６日 
２７日 

野球（チェンバーズ）同好会 
第２回草加松原夢祭り 
青少年健全育成委員会オープン委員会 
理事長選考員選挙打ち合わせ 
八月度臨時運営会議 
草加ふささら祭り事務局会議 
第１７回青少年健全育成委員会 
八月度理事会 
第１８回青少年健全育成委員会 
第１９回青少年健全育成委員会 
中間監査 
七月度例会 
今様・草加宿市民推進会議 
わんぱく相撲全国大会 
２０１４年度会員拡大委員会 
九月度運営会議 
アウトドア・虫取り同好会 
アウトドア・虫取り同好会 
九月度臨時運営会議 
会員拡大委員会オープン委員会 
第２０回青少年健全育成委員会 
今様・草加宿市民推進会議 
九月度理事会 
ＯＢ会暑気払い 
八月度例会 
第２１回青少年健全育成委員会 
ダーツ同好会 
草加ふささら祭り事務局会議 
第８回ユースサミット 
次年度専務打ち合わせ 
第２２回青少年健全育成委員会 
理事長選考員選挙打ち合わせ 
十月度臨時運営会議 
地域開発委員会オープン委員会 
十月度理事会 
（公社）西入間青年会議所創立３５周年記念式典 
九月度例会 
オール草加ＪＣナイト 
ママフェス in Soka 
日本青年会議所アジアネットワーク推進委員会 
草加ふささら祭り事務局会議 
２０１７年度執行部打ち合わせ 

於：工業グランド 
於：松並木、左岸広場 
於：中央公民館 
於：吉田不動産 
於：吉田不動産 
於：草加商工会議所 
於：ワークマン草加店 
於：東町会館 
於：ワークマン草加店 
於：ワークマン草加店 
於：高砂スタジオ 
於：主例会々場 
於：神明庵 
於：両国国技館 
於：soka80 
於：東町会館 
於：秩父オートキャンプ場 
於：秩父オートキャンプ場 
於：紫菜館 
於：soka80 
於：ワークマン草加店 
於：神明庵 
於：東町会館 
於：外苑 
於：草加市水道局庁舎 
於：ワークマン草加店 
於：ダーツバー 
於：草加商工会議所 
於：青柳地内 
於：soka80 
於：ワークマン草加店 
於：吉田不動産 
於：吉田不動産 
於：中央公民館 
於：マミエール 
於：坂戸グランドホテル 
於：主例会々場 
於：主例会々場 
於：アコスホール 
於：草加市水道局庁舎 
於：草加商工会議所 
於：芭蕉亭 



３０日 
１０月 ４日 
    ５日 
    ７日 
    ８日 
    ９日 
   １２日 

１３日 
１７日 
１８日 
１９日 
２２日 
２４日 
２５日 
２７日 

 
   ３１日 
１１月 １日 
    ３日 
    ４日 
    ６日 
    ８日 
    ９日 
   １０日 
   １１日 
   １２日 
   １５日 

２２日 
２４日 
 
２５日 
２７日 
２９日 
３０日 

１２月 ２日 
    ３日 
    ５日 
    ８日 
   １３日 
   １４日 
   １７日 
   ２３日 

理事長予定者会議 
草加ふささら祭り全体会議 
第２３回青少年健全育成委員会 
全国大会 広島大会 
全国大会 広島大会 
全国大会 広島大会 
今様・草加宿市民推進会議 
十一月度理事会 
２０１５年度会員拡大委員会 
第２４回青少年健全育成委員会 
次年度委員会別打ち合わせ 
第１０回ユースサミット 
十月度例会 
理事長予定者会議 
小澤歴代理事長訪問 
草加松原太鼓橋ロードレース大会実行委員会 
十一月度臨時理事会 
エントリー会議 
草加ふささら祭り 
次年度運営会議 
春秋会 
草加市特別報酬等審議会 
今様・草加宿市民推進会議 
草加ライオンズチャリティーゴルフコンペ 
次年度理事会 
十二月度臨時運営会議 
十二月度理事会 
十一月度例会 
次年度地域開発委員会予定者委員会 
次年度会員拡大委員会予定者委員会 
2017 年度第４回理事長予定者会議並びにブロック会長予定者会議 

じゃがいもゴルフコンペ 
次年度青少年・国際交流委員会予定者委員会 
ボウリング同好会 
次年度運営会議 
第１１回ユースサミット 
十二月第１例会 
次年度会員研修委員会予定者委員会 
第２５回青少年健全育成委員会 
次年度理事会 
十二月第２例会 
第１２回ユースサミット 

於：川越市内 
於：アコスホール 
於：ワークマン草加店 
於：広島 
於：広島 
於：広島 
於：神明庵 
於：東町会館 
於：soka80 
於：ワークマン草加店 
於：草加市内 
於：草加公園、他 
於：主例会々場 
於：飯能市内 
於：小澤様邸 
於：草加市役所 
於：東町会館 
於：中央公民館 
於：草加市文化会館、他 
於：サイトー工業 
於：箱根市内 
於：草加市役所 
於：神明庵 
於：鹿沼７２ＣＣ 
於：東町会館 
於：吉田不動産 
於：マミエール 
於：主例会々場 
於：元祖焼肉店 
於：アークス 
於：ラフレさいたま３階 
於：ハーモニーヒルズＧＣ 
於：天杉 
於：松原スターボウル 
於：東町会館 
於：川柳文化センター 
於：埼玉屋旅館 
於：一栄 
於：ワークマン草加店 
於：東町会館 
於：アコスホール 
於：川柳文化センター 



第 ３ 号 議 案 資 料 

（１）２０１６年度公益目的事業報告書 

 

 



本事業は

に寄与する点において

草加市内 実施日時 ２月２７日～１２月２３日

を図るために

市内小学生

を実施するものであって
を通じて

公益目的事業に該当すると考えます。

その他の説明 特になし

ユースサミット事業
仲間意識からの思いやりの心・道徳心の醸成

公益事業該当理由

青少年の健全な育成
講座や体験活動等

事業内容 草加に居住する児童又は青少年の健全な育成を目的とする講演、実践教育等の事業

事業決算 928,545円

事業分類

実施場所

別表の号

１・講座、セミナー、育成　　　２・体験活動等　　　３・調査・資料収集　　　４・競技会

7・青少年育成　　　１５・国際交流　　　１６・環境保全　　　１９・地域貢献

対象者
参加人数

2016年度 事業報告書

公益社団法人　草加青年会議所

事業番号

事業名称 ユースサミット事業活動

公１

事業目的

事業概要

分類のﾁｪｯｸ事項

2.本年度のテーマは「みんなで笑顔」となっております。仲間意識からの思いやりの心・
道徳心を醸成するため、活動しています。

　
3.実施前には必ず委員会を開催し、運営スタッフによる事前の打ち合わせを行います。資料には毎回テーマ
を記載し、テーマに沿った企画となるよう徹底します。

4.相場からの金額をこちらから提示し、承諾をいただける場合のみ依頼をします。

具体的な広報方法
1. 草加市全小学生を対象とした募集チラシを配付しております。また、年間を通じて メンバーを募集致しま
す。 またSNSを使い広報してまいります。

「みんなで笑顔」のテーマの下、親子や集団での様々な講座や体験学習を通して、仲間意識からの思いやりの心・
道徳心の醸成を目的とします。

年度開始時に草加市内の小中学校へ募集文書を配布し、当年度活動参加者を募ります。4月に予定しているメインの体験型
イベントをはじめ、市内開催の祭りのお手伝いなども含め、いくつかの体験型学習を通じて、参加者の思いやりの心・道徳心
を醸成させます。事業実施手順としては、参加者の意見も汲み入れた屋内外の事業を中心に展開いたします。同時にそのご
両親の参加も積極的に促し、親子間でのコミュニケーション機会の増大も図ります。活動は、ほぼ月に一回を基本とします
が、4月末にはメインの体験型イベントを予定しているため、それまでは毎週末に活動を予定します。



本事業は

に寄与する点において

草加市内 実施日時 3/21・9/22・11/22

を図るために
を実施するものであって

を通じて

公益目的事業に該当すると考えます。

その他の説明
ひとりでの多くの草加市民が、「不安」を「安心」に変えるのは「人と人のつながり」だと
言う事を認識することで、地域コミュニティーが廃れないまちづくりを行う運動展開を行
います。

人と人のつながり
地域コミュニティーの構築

公益社団法人草加青年会議所会員
及び草加市民

公益事業該当理由

より良いまちづくり運動の推進
講座、セミナー、調査、資料収集

事業目的

事業内容
草加の地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする

講座、セミナー、育成、調査・資料収集等の事業

事業決算 １，３４０，０００円

事業分類

実施場所

別表の号

講座、セミナー、育成、体験活動等、調査、資料収集

１９・地域貢献

対象者
参加人数

２０１６年度 事業報告書

公益社団法人　草加青年会議所

事業番号

事業名称 草加地域社会の健全発展貢献事業

公２

事業概要

分類のﾁｪｯｸ事項

（１）講座、セミナー、育成
3月　市内各駅にて不特定多数をターゲットに挨拶運動
9月　市内で活躍する子育て世代のママをターゲットにママフェスin草加の開催
11月  地域コミュニティーの構築を未来に繋ぐためのプロジェクトの立案

（３）調査・資料収集
3月　地域のコミュニティーの現状を調査するために資料の収集を行う。
9月　子育て世代のママたちが抱えている問題や求めているものの収集を行う。
11月 未来へつなぐために我々が何を行えばいいかの資料の収集を行う。

具体的な広報方法
３月「挨拶から始まるまちづくり」運動を行う。
９月「地域事業の開催」～ママフェスin草加～
１１月地域コミュニティーの構築を未来に繋ぐためのプロジェクトの立案等

健全な地域の発展には、市民が草加について深い知識・興味を持ち、自発的により良いまちづくり
運動を推進することが必要です。市民に対して、まちづくりに有益な情報の提供やまちづくり運動へ
の啓蒙をすることで、市民による地域愛溢れる地域づくりができると考えます。地域愛あふれるまち
草加を目指すべく、市内外にある市民団体、行政との連携も交えていきながら、草加のまちの歴史・
文化・魅力を調査研究・発信し、地元愛溢れる地域づくりを目的とします。

まちづくりに有益な情報の提供やまちづくり運動への啓蒙をする場を設営し、市民が地域への興
味・関心を深める場を提供します。また、多くの市内外にある市民団体、行政との連携も交えていき
ながら、草加の魅力を多角的に研究し、新しい草加の特色等の地域の魅力を深堀することで、進化
し続けるまち草加の今の姿を浮き彫りにし、市民にPRします。このようにして、地元愛溢れる市民に
よる地域愛あふれるまち草加づくりの運動を展開していきます。



役職

その他の説明 ２０１６年度は国際事業は計画いたしませんでした。

事業の目的

事業の概要

事業予算

事業内容 国際相互理解の促進及び国際社会への貢献を目的とする実践教育等の事業

事業対象者 作成者 吉田　浩士 役職 代表理事

事業分類

２０１６年度 事業報告書

公益社団法人　草加青年会議所

事業番号 公3

別表の号

確認者



２０１６年度 事業報告書

公益社団法人　草加青年会議所

事業番号 公４

別表の号

作成者 吉田　浩士 役職 代表理事

事業内容 環境保全を目的とする体験活動、講演会、調査・資料収集等の事業

事業対象者

事業予算 確認者 役職

事業分類

その他の説明 ２０１６年度は環境保全事業は計画いたしませんでした。

事業の目的

事業の概要
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(１)２０１６年度収支決算報告 

 

 

 

 

(２) 監  査  報  告  書 
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 (１)２０１７年度修正収支予算書 

 

 

 

 

 

 

 

 


