２０１５年度

公益社団法人 塩釜青年会議所 事業報告

１．総会
第１回通常総会 ２０１５年１月２７日（火）１８：４５開会
多賀城市民活動サポートセンター会議室
正会員
４９名
出席者
３０名 委任１３名 合計４３名 定足数に達し、総会成立
「議
事」
第一号議案
２０１４年度事業報告及び会計報告・会計監査報告（案）の件
第二号議案
２０１５年度監事選任（案）に関する件
第三号議案
基本財産繰入（案）に関する件
第四号議案
特定資産の取り崩し（案）に関する件
第２回通常総会 ２０１５年９月１７日（火）１９：００開会
多賀城市民活動サポートセンター会議室
正会員
５６名
出席者
４４名 委任８名 合計５２名 定足数に達し、総会成立
「議
事」
第一号議案
２０１６年度理事長予定者（案）承認に関する件
第二号議案
２０１６年度監事予定者（案）承認に関する件
第三号議案
２０１６年度三役並びに理事予定者（案）承認に関する件
｢報 告 事 項｣
第一号議案
２０１５年度補正予算に関する件
第二号議案
２０１５年度上半期収支報告に関する件
第三号議案
２０１５年度事業中間報告並びに出向者報告に関する件
２．理事会議
①第１回理事予定者会議 ２０１４年１０月８日（水）２１：００～ 事務局
出席者１９名 うち 理事１７名中１７名出席 欠席者０名 （１００%）
非理事２名中１名出席
監事２名中１名出席
②第２回理事予定者会議 ２０１４年１１月１４日（金）２０：３０～ 事務局
出席者２０名 うち 理事１７名中１７名出席 欠席者０名 （１００%）
非理事２名中２名出席
監事２名中１名出席
③第３回理事予定者会議 ２０１４年１２月１６日(火) １９：００～ 事務局
出席者１８名 うち 理事１７名中１６名出席
欠席者１名 （９４％）
非理事２名中１名出席
監事２名中１名出席
④第１回理事会議 ２０１５年１月１３日（火）１９：００～ 事務局
出席者１８名 うち 理事１７名中１６名 欠席者１名 （９４%）
非理事２名中１名出席
監事２名中１名出席
⑤第２回理事会議
２０１５年２月１６日 （月） １９：００～ 事務局
出席者１９名 うち 理事１７名中１６名 欠席者１名 （９４%）
非理事２名中２名出席
監事２名中１名出席
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⑥第３回理事会議
２０１５年３月１２日（木）１９：００～ 事務局
出席者１８名 うち 理事１７名中１５名 欠席者２名 （８８％）
非理事２名中１名出席
監事２名中２名出席
⑦第４回理事会議 ２０１５年４月１３日（月）１９：００～ 事務局
出席者１７名 うち 理事１７名中１４名 欠席者３名 （８２％）
非理事２名中２名出席
監事２名中１名出席
⑧第５回理事会議 ２０１５年５月１３日（水） １９：００～ 事務局
出席者１５名 うち 理事１７名中１４名 欠席者３名 （８２%）
非理事２名中０名出席
監事２名中１名出席
⑨第６回理事会議 ２０１５年６月１５日（月） １９：００～ 事務局
出席者１７名 うち 理事１７名中１５名 欠席者２名 （８８％）
非理事２名中１名出席
監事２名中１名出席
⑩第７回理事会議 ２０１５年７月１３日（月） １９：００～ 事務局
出席者１８名 うち 理事１７名中１４名 欠席者３名 （８２％）
非理事２名中２名出席
監事２名中２名出席
⑪第８回理事会議 ２０１５年８月１２日（水） １９：００～ 事務局
出席者１７名 うち 理事１７名中１４名 欠席者３名 （８２％）
非理事２名中１名出席
監事２名中２名出席
⑫第９回理事会議 ２０１５年９月１１日（金） １９：００～ 事務局
出席者１５名 うち 理事１７名中１３名 欠席者４名 （７６％）
非理事２名中１名出席
監事２名中１名出席
⑬第１０回理事会議 ２０１５年１０月１４日（水） １９：００～ 事務局
出席者１６名 うち 理事１７名中１４名 欠席者３名 （８２％）
非理事２名中１名出席
監事２名中１名出席
⑭第１１回理事会議 ２０１５年１１月１２日（木） １９：００～ 事務局
出席者１５名 うち 理事１７名中１３名 欠席者４名 （７６％）
非理事２名中１名出席
監事２名中１名出席
⑮第１２回理事会議 ２０１５年１２月２２日（火） １９：００～ 事務局
出席者１４名 うち 理事１７名中１２名 欠席者５名 （７０％）
非理事２名中１名出席
監事２名中１名出席
⑩第１回臨時理事会議 ２０１５年５月２３日（土） １９：００～ 事務局
出席者１６名 うち 理事１７名中１４名 欠席者３名 （８２%）
非理事２名中１名出席
監事２名中１名出席
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３．会員大会
①京都会議 ２０１５年１月２３日（金）～２５日（日） 国立京都国際会館
出席者１７名 欠席者３２名 合計４９名 （出席率３４、６％）
②宮城ブロック会員大会 in 石巻２０１５年７月５日（日）石巻グランドホテル
出席者２２名 欠席者４１名 合計６３名 （出席率３４、９％）
③サマーコンファレンス２０１５ ２０１５年７月１７日（金）～１９（日）
パシフィコ横浜
出席者１２名 欠席者５１名 合計６３名 （出席率１９、０％）
④全国大会東北八戸大会
２０１５年９月２４日（金）～２７（日）
青森県八戸市
出席者２２名 欠席者４１名 合計６３名 （出席率３４、９％）
４．定例会
①第１回通常総会 ２０１５年１月２７日（火）
於 多賀城市民活動サポートセンター会議室
担当 総務・公報委員会
出席者３０名 欠席者１９名 （出席率６１.２２％）
②２月例会
２０１５年２月４日（水）於 ホテルグランドパレス塩釜
担当 総務・公報委員会
出席者３２名 欠席者１７名 （出席率６５.３１％）
テーマ「２０１５年度 新年式典・名刺交換会」
③３月例会
２０１５年３月１７日（火）於 塩釜商工会議所
担当 まちづくり委員会
出席者３４名 欠席者１５名 （出席率６９.９％）
テーマ「我がまちの魅力に迫ろう」
④４月例会
２０１５年４月２１日（火）於 ホテルグランドパレス塩釜
担当 会員拡大・研修委員会
出席者３７名 欠席者１２名 （出席率７５.５％）
テーマ「新入会員入会式・懇親会」
⑤５月例会
２０１５年５月２２日（金）於 戦災復興記念館
担当 総務・公報委員会
出席者３０名 欠席者３１名 （出席率４９.１％）
テーマ「メンタルトレーニングセミナー～プロから学べ、チャレンジスピリット！」
⑥６月例会
２０１５年６月２７日（土）於 塩釜ガス体育館
担当 未来の塩釜ＪＣ創造会議
出席者３６名 欠席者２８名 （出席率５９.２％）
テーマ「ふるさと創造プロジェクト～ふるさとおもちゃ広場～」
⑦７月例会
２０１５年７月１５日（土）於 塩釜市公民館
担当 まちづくり委員会
出席者２８名 欠席者３８名 （出席率４３.７％）
テーマ「第６８回塩竈みなと祭陸上パレード事業説明会～」
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⑧８月例会
２０１５年７月１５日（土）於 多賀城市民活動サポートセンター会議室
担当 会員拡大・研修委員会
出席者３８名 欠席者２６名 （出席率５９.３％）
テーマ「はじまりの一歩を知り、新しい一歩を踏み出す。VMV セミナー」
⑨１１月例会
２０１５年１１月１５日（日）於 ホテル松島大観荘
担当 未来の塩釜ＪＣ創造会議
出席者４８名 欠席者１７名 （出席率７５．０％）
テーマ「４０周年記念式典・祝賀会」
⑩１２月例会
２０１５年１２月１２日（日）於 ホテルグランドパレス塩釜
担当 総務・広報委員会
会員拡大・研修委員会
出席者５２名 欠席者１２名 （出席率８１．２％）
テーマ「２０１５年度卒業式・祝賀会」
５．２０１５年度その他団体への出向者
①第６８回塩竈みなと祭協賛会
企画委員 林 幹字 君 企画委員 菊池 博史 君 企画委員 黒田 徳彦 君
②塩釜市青年四団体連絡協議会
副会長 志賀 巧基 君
幹事 林 幹字 君
幹事 赤間 竜樹 君
６．２０１５年度新入会員
①大場 祐介
スフィーダ㈱
②大森 信太郎
㈱大森美装
③小林 栄希
㈱臼副本店
④郷家 邦利
㈱管宅
⑤齊藤 夏生
NANA
⑥佐藤 浩紀
㈲佐藤精肉店
⑦佐藤 洋
杜の都信用金庫
⑧鈴木 昌晴
㈱ベルシステム
⑨中原 優
㈱リアルディール
⑩宮本 柾史
宮本産業㈱
⑪村上 孝宗
曹洞宗 松厳山玉川寺
⑫我妻 卓郎
自営業（農業）
⑬渡辺 陽介
アルファフーズ㈱
⑭我妻 万奈美
NANA

７．２０１５年度選挙管理委員会（５名）
委員長 小鷹 雅至 君
委員 庄子 友博 君 髙嶋 啓佑 君 西塚 忠樹 君 門眞 翔

君

８．その他の事業
①裸参り
２０１５年１月１４日（水） 鹽竈神社
担当 未来の塩釜ＪＣ創造会議
②第６８回塩竈みなと祭
２０１５年７月１９日（日）２０日（月）
於 みなと祭前夜祭会場 みなと祭陸上パレード会場
担当 未来の塩釜ＪＣ創造会議・まちづくり委員会
③第６回アラハバキの灯火 ２０１５年１０月１１日（日） 多賀城政庁後
担当 まちづくり委員会
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