２０１６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 ２０１６年１月２９日（金）１８：３０開会
於 多賀城市市民活動サポートセンター
正会員
５３名
出席者 ３４名 委任１８名 合計４８名 定足数に達し、総会成立
「議
事」
第一号議案
２０１５年度事業報告並びに収支決算案に関する件
第二号議案
２０１６年度理事選任（案）に関する件
第三号議案
２０１６年度監事選任（案）に関する件
第四号議案
２０１６年度収支予算案に関する件
第２回通常総会 ２０１６年９月１５日(木)１８：３０開会
於 多賀城市市民活動サポートセンター
正会員
７０名
出席者 ４２名 委任５名 合計４２名 定足数に達し、総会成立
「議
事」
<審議事項>
第一号議案
２０１７年度理事長候補者(案)に関する件
第二号議案
２０１７年度監事候補者(案)承認に関する件
第三号議案
２０１７年度三役並びに理事候補者(案)承認に関する件
<報告事項>
第一号議案
２０１６年度補正予算に関する件
第二号議案
２０１６年度上期収支報告に関する件
第三号議案
２０１６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 ２０１５年１０月１４日（水）
出席者１８名 うち 理事１５名中１５名出席
欠席者 0 名
非理事２名中１名出席
監事２名中２名出席
②第２回理事予定者会議 ２０１５年１１月２３日（月）
出席者１７名 うち 理事１５名中１５名出席
欠席者 0 名
非理事２名中 1 名出席
監事２名中１名出席
③第３回理事予定者会議 ２０１５年１２月１５日（火）
出席者１７名 うち 理事１５名中１５名出席
欠席者 0 名
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 ２０１６年１月１３日（水）
出席者１９名 うち 理事１５名中１５名出席
欠席者 0 名
非理事２名中１名出席
監事２名中２名出席
⑤第２回理事会 ２０１６年２月１５日（金）
出席者１７名 うち 理事１５名中１４名出席
欠席者 1 名
非理事２名中１名出席
監事２名中２名出席
⑥第３回理事会 ２０１６年３月１４日（月）
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（１００％）

（１００％）

（１００％）

（１００％）

（９３．３％）

出席者１５名 うち 理事１５名中１３名出席
非理事２名中 0 名出席
監事２名中２名出席
⑦第４回理事会 ２０１６年４月１４日（木）
出席者１５名 うち 理事１５名中１３名出席
非理事２名中１名出席
監事２名中１名出席
⑧第５回理事会 ２０１６年５月１６日（月）
出席者１６名 うち 理事１５名中１４名出席
非理事２名中１名出席
監事２名中１名出席
⑨第６回理事会 ２０１６年６月１３日（月）
出席者１６名 うち 理事１５名中１３名出席
非理事２名中１名出席
監事２名中２名出席
⑩第７回理事会 ２０１６年７月１１日 (月)
出席者１７名 うち 理事１５名中１３名出席
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 ２０１６年８月１５日(月)出席
出席者１４名 うち 理事１５名中１２名出席
非理事２名中１名出席
監事２名中１名出席
⑫第９回理事会 ２０１６年９月１２日(月)出席
出席者１８名 うち 理事１５名中１５名出席
非理事２名中１名出席
監事２名中２名出席
⑬第１０回理事会 ２０１６年１０月１３日(月)
出席者１５名 うち 理事１５名中１３名出席
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 ２０１６年１１月１４日(月)
出席者１５名 うち 理事１５名中１３名出席
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 ２０１６年１２月１９日(月)
出席者１４名 うち 理事１５名中１２名出席
非理事２名中１名出席
監事２名中１名出席

欠席者 0 名 （８６．６％）

欠席者２名 （８６．６％）

欠席者１名 （９３．３％）

欠席者２名 （８６．６％）

欠席者２名

(８６．６％)

欠席者３名

(８０％)

欠席者０名

(１００％)

欠席者２名

(８６．６％)

欠席者２名

(８６．６％)

欠席者３名

(８０％)

３．会員大会
①京都会議
２０１６年１月２１日（木）～２４日（日）施 国立京都国際会館
②アジア・太平洋地域会議(ＡＳＰＡＣ)
２０１６年６月２月(木)～５日(日)
施 台湾 高雄
③公益社団法人日本青年会議所東北地区宮城ブロック協議会 ブロック大会
２０１６年６月１８日(土)～１９日(日)
施 気仙沼
④サマーコンファレンス
２０１６年７月１６日(土)～１７日(日)
施 横浜
⑤公益社団法人日本青年会議所東北地区協議会 東北青年フォーラム
２０１６年９月３日(土)～４日(日)
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⑥公益社団法人日本青年会議所 全国大会
２０１６年１０月６日(木)～９日(日)
施 広島
４．定例会
①新年式典・名刺交歓会 ２０１６年２月４日（水） 施 ホテルグランドパレス塩釜
担当 三役・キャビネット
出席者３０名 欠席者２３名
（出席率５６．６％）
②３月例会
２０１６年３月１６日（木） 施 塩釜市公民館２F 第１．第２会議室
担当 まちづくり委員会
出席者２９名 欠席者２４名
（出席率５４．７％）
テーマ：
「二市三町（ふるさと）と未来を繋ぐ」ふるさと納税を学ぼう
③４月例会
２０１６年４月１６日（土） 施 ホテルキャッスルプラザ多賀城
担当 会員拡大・研修委員会
出席者５３名
欠席者 0 名
（出席率１００％）
テーマ：
「青年会議所の活動で学んだこと、得たこと」
社団法人 塩釜青年会議所 第３４代理事長 佐藤 知樹氏
④５月例会
２０１６年５月１８日(水)
施 塩釜商工会議所 大会議室
担当 未来のＪＣ創造委員会
出席者３５名
欠席３２名
合計６７名
（出席率５２．２％）
テーマ：
「地方経済の未来のため～若者を地域で育てよう～」
一般社団法人 ワカツク 代表理事 渡辺 一馬 氏
⑤６月例会
２０１６年６月１１日（土）
担当 総務・広報委員会
出席者３０名 欠席者３６名
合計６６名
（出席率４５．４％）
テーマ：
「ＬＯＭ混合ＪＣゲーム」
青森ブロック 公益社団法人 弘前青年会議所 葛西 豊喜氏
⑥７月例会
２０１６年７月１４日(水) 施 多賀城市市民活動サポートセンター大会議室
担当 未来の塩釜ＪＣ創造委員会
出席者４６名 欠席者３４名
合計７０名
(６６％)
テーマ：選挙例会および花火説明会
⑦８月例会
２０１６年８月１８日(木) 施
多賀城市市民活動サポートセンター大会議室
担当 会員拡大・研修委員会
出席者３５名 欠席者３５名
合計７０名
(５５％)
第一部 講演「会社の軸、経営指針・経営理念・経営計画を固める重要性」
講師 阿部会計事務所 阿部 喜和 様
第二部 パネルディスカッション
「本音で語り合う！会社を発展させるために何を考え、何をすべきか！」
⑧１０月例会 ２０１６年１０月１０日(月) 施 多賀城政庁跡
担当 まちづくり委員会
出席者３８名 欠席者３２名
合計７０名
(５４％)
アラハバキの灯
⑨１１月例会 ２０１６年１１月１９日(土) 施 ホテルグランドパレス塩釜
担当 未来の塩釜ＪＣ創造委員会
出席者３７名 欠席者３３名
合計７０名
(５３％)
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新規事業「ふるさと創造 EXPO～未来を創るのはキミだ～」
⑩１２月例会 ２０１６年１２月１０日(土)
担当 会員拡大・研修委員会
出席者３８名 欠席者３２名
合計７０名
卒業式・祝賀会
５．２０１６年度その他団体への出向者
① 塩竈みなと祭協賛会
企画委員
企画委員
企画委員

安住 陽一 君 理事長
菊池 博史 君 副理事長
黒田 徳彦 君 委員長

副 会 長
幹
事
幹
事

安住 陽一 君 理事長
菊池 博史 君 副理事長
林
幹字 君 専務理事

部 会 長
副部会長

黒田 徳彦 君 委員長
田中 大輔 君 副委員長

② 青年四団体連絡協議会

③ 万葉まつり実行委員会青年部

６．２０１６年度新入会員
①相澤 真
株式会社真恵堂
②安孫子 亮
N&H 株式会社
③安部 浩太
株式会社エーケートータル
④阿部 佑亮
株式会社ネクスト東北支店
⑤伊藤 潤哉
特定非営利活動法人 利府の杜
⑥及川 将太
有限会社個人代行
⑦大友 真人
hair salon ＲＵＳＨ
⑧沖ノ井 章悟
株式会社 Bee Port Japan
⑨笠原 将太朗
有限会社サンワーク
⑩桜井 清貴
東栄保温工業（株）
⑪柴原 大
株式会社塩釜中央自動車
⑫杉崎 順一
株式会社杉崎工業
⑬鈴木 淳士
株式会社鈴幸商店
⑭鈴木 祥太
参議院議員 桜井充事務所
⑮畠山 匡功
東北カッター株式会社 仙台営業所
⑯横尾 剛
有限会社ミウラ管材
⑰渡邊 光
株式会社メディアステーション
７．２０１６年度選挙管理委員会（５名）
委員長 沼田 真一 君
委 員 高嶋 啓佑 君
佐々木 博美 君

佐藤 貴史 君

８．その他の事業
①裸参り ２０１６年 １月 １４日（木） 施 鹽竈神社
担当 未来の塩釜ＪＣ創造委員会
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川崎 泰嶺 君

