
組織拡大委員会 年間事業報告 

担当名 組織連携室 
委員長名 林 卓信 委員会名 組織拡大委員会 

 
一年間を振り返って 

組織拡大委員会は、本年度の目標である18名の入会、そして35歳以下の若い同志を集うために会員拡大運 
動をしてきました。運動を展開している最中、新型コロナウイルス感染症の影響により、まん延防止等重点
措置、緊急事態宣言が度々発出され、会員拡大運動が思うようには進みませんでした。新型コロナウイルス
感染症拡大において、大垣青年会議所の各事業も多くの変更があり、本来の事業が持つ魅力を新入会員候補
者に伝えることに非常に苦戦しました。しかしながら、このような時世の中でも、多くの会員から新入会員
候補者の情報を頂けたことは非常に嬉しく、また、全員拡大の力強さを感じました。 
また、例会では公益事業として6月度例会を担当させて頂きました。新型コロナウイルス感染症の拡大が懸

念される中、多くの一般来場者をお招きし開催することができました。人と人が接触することが危惧されて
いましたが、会員を含め多くの方が、人との出会いを求めていると感じました。対面だからこそ伝わる想い
や考えがあると感じます。次年度もどのような社会情勢になるか分かりませんが、熱意を持って会員拡大運
動を行えば必ず新入会員候補者に伝わると考えます。今後も人と人の繋がりを大切にし、会員拡大運動に励
んで頂きたいと願っています。 
結びとはなりますが、多くの方々のご協力があり、本年度5名の新入会員候補者を入会に導くことができま

した。また、このような苦境の最中、必死に拡大運動に尽力してきたことが私の中での大きな財産となりま
した。会員の皆様には、当委員会に多くのご協力を賜りましたこと感謝申し上げます。ありがとうございま
した。 

 
1. 6月度例会の企画・運営 

 開催事業 6月度例会 
 開催場所 ソフトピアジャパンセンター・ソピアホール 
 開催日時 2021年6月5日(土) 15:00～19:37 
 参加人数 対外対象者 34名 西美濃地域の個人・企業 
  対内対象者 34名 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 32名 特別会員2名 

 事業内容 大垣青年会議所が中心となり西美濃地域の個人・企業と共に学び人脈を構築することで、 
地域経済の活性化を促し西美濃地域の永続的発展の一助になって欲しいとの想いから、一
般参加者に興味を持って頂ける名刺交換会という手法で事業構築を行いました。 

 
 
 

2. 正会員及び賛助会員の募集 

(1） 開催事業 正会員及び賛助会員の募集 
 開催場所 各会場 
 開催日時 2021年1月1日(金)～2021年12月31日(金) 
 参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 53名 
 事業内容 全会員で会員拡大を行い、大垣青年会議所の理念に共感し西美濃地域で共に活動・運動す

る多くの同志を募りました。 

 
 

(2） 開催事業 会員拡大会議 

 開催場所 大垣市民会館 3F 大会議室1 

 開催日時 2021年1月19日(火)19:00～20:36 

 参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 41名 

 事業内容 久保田 智也氏をお招きし実体験を元に感じたことを講演を通して、会員拡大の重要性と意
識向上に繋げることができました。 

 
 

(3） 開催事業 異業種交流会 

 開催場所 JCルーム・Zoom(ハイブリッド会議) 

 開催日時 2021年4月13日(火)19:00～20:28 

 参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 35名 新入会員候補者10名 

 事業内容 河村 真樹子氏より企業の発展・人財育成の重要性についてご講演を賜り、人財育成に対す
る知識を深めることができました。 

 
 

3. 新入会員予定者及び賛助会員予定者の指導及び資格審査 

(1） 開催事業 新入会員予定者の資格審査 

 開催場所 JCルーム 

 開催日時 2021年7月9日(金)常任理事会にて 

 参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 理事長 1名 副理事長 2名 専務理事 1名 

  常任理事室長 2名 組織拡大委員会理事 3名 
 事業内容 7月度常任理事会にて入会申込書を提出し、資格審査を行いました。 

(８) 委員会活動内容 



(2） 開催事業 新入会員予定者オリエンテーション 

 開催場所 JCルーム・Zoom(ハイブリッド会議) 

 開催日時 2021年7月27日(火)19:00～20:21 

 参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 理事長1名 直前理事長1名 監事2名 副理事長2名 専務理事1名 

  常任理事室長2名 組織拡大委員会4名 新入会員予定者6名 推薦者5名 紹介者1名 

 事業内容 青年会議所活動、大垣青年会議所の歴史と魅力を学んで頂くと共に、推薦者との交流を行
うことで相互の信頼関係を築きました。 

 
 

(3） 開催事業 新入会員予定者参加対象事業 

 開催場所 参加対象事業開催場所 

 開催日時 2021年8月～12月 

 参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員53名 特別会員2名 新入会員予定者6名 

 事業内容 参加対象事業に参加し体験することで、大垣青年会議所の目的や活動を理解できるように
指導を行いました。 

 
 

(4） 開催事業 新入会員予定者の最終適正審査 

 開催場所 奥の細道むすびの地記念館 多目的室1 多目的室2 

 開催日時 2021年12月7日(火)19:00～20:15 

 参加人数 理事長1名 直前理事長1名 副理事長2名 専務理事1名 常任理事室長2名 

  組織拡大委員会4名 新入会員予定者5名 推薦者8名 

 事業内容 厳粛な雰囲気の中、新入会員予定者が今後の大垣青年会議所の正会員として相応しい人財
かを審査しました。 

 
 

4. SDGsの推進 

 事業内容 (1)SDGsを推進しました。 

 
5. 各委員会との連携 

 事業内容 (1)各委員会と連携しました。 

 



事業内容 第1回新入会員研修で学んだことを基に、青年会議所の全体像をイメージしながら参加することで、ス
ケールの大きさを感じ、また会頭所信を拝聴し今年度の方針を理解できることができました。

開催場所 WEB開催

開催日時 2021年1月24日(日) 08:30～11:10

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 新入会員 6名、担当副理事長 1名、担当常任理事 1名、担当理事 2名、
委員会メンバー 4名

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 新入会員 6名、理事長 1名、直前理事長 1名、監事 3名、副理事長 2
名、専務理事 1名、常任理事室長 2名、委員長 6名、組織力向上委員会 副委員長 1名、委員会メン
バー 4名

事業内容 座学研修を通じて、青年会議所活動の全体像を理解し自身に落とし込み決意表明をすることで今後の
青年会議所活動や運動に活かされていく研修となりました。

(2) 開催事業 第2回新入会員研修

(1) 開催事業 第1回新入会員研修

開催場所 ソフトピアジャパンセンタービル10F　中会議室

開催日時 2021年1月13日(水) 18:30～20:46

参加人数 【第一部】35名　公益社団法人大垣青年会議所　正会員33名　特別会員2名

事業内容 新入会員による交流会への参加・協力

3.

開催場所 【第一部】WEB開催

【第二部】WEB開催

開催日時 【第一部】2021年11月2日(火) 18:45～19:41

【第二部】2021年11月28日(日) 16:50～19:16

【第二部】35名　公益社団法人大垣青年会議所　正会員33名　特別会員2名

新入会員の指導

2. 11月度例会の運営

開催事業 11月度例会の運営

【第二部】2021年4月18日(日) 13:00～15:16

参加人数 【第一部】35名　公益社団法人大垣青年会議所　正会員34名　特別会員1名

【第二部】対外対象者 8名　海津市内の小学5年生、6年生 7名、海津市教育長

            対外対象者 33名　公益社団法人大垣青年会議所　正会員31名　特別会員2名

事業内容 皆の声を届けよう!!

開催場所 【第一部】WEB開催

【第二部】ハイブリッド開催　海津市文化会館　講習室

開催日時 【第一部】2021年4月1日(木) 19:00～19:25

一年間を振り返って
　組織力向上委員会では、青年会議所や大垣青年会議所の根幹を学ぶことで個々の成長と共に組織としての力が向上し、
更には企業や地域社会の発展を牽引することのできる人財を育成することを目的としてきました。
　4月度例会では、海津市、海津市教育委員会より後援を頂き、海津市内小学5年生、6年生からアンケートを取り代表者を
選出し、「皆の声を届けよう!!」のテーマの下、地域の課題発掘、そして課題解決に向けた提案を海津市教育長様に対しして
頂きました。能動的に動き、地域の課題解決に向けた人財を育成する事業を行うことができました。
　11月度例会では、新入会員による交流会への参加・協力を目的とし過去の交流会を振り返り、第70期新入会員による交流
会実行委員会からのPRをさせて頂きました。全会員に当事者意識を持って頂く例会を行うことができました。
　新入会員の指導においては、三信条を研修のテーマに4回に亘る新入会員研修を行いました。第1回は青年会議所の伝
統や規律、大垣青年会議所の歴史、第2回は青年会議所のスケール感、会頭所信を拝聴しました。第3回では日本青年会
議所からトレーナーをお招きし、ロバート議事法を学びました。第4回では、チームビルディングを行い、海津市長良川サービ
スセンター内にてレガッタに乗船し、普段経験ができないことを会員と時間を共有することで今後の青年会議所活動や運動
にプラスになる研修を行うことができました。
　新入会員による交流会の企画・運営に対する指導では、事業構築における背景や目的の大切さを指導し、時には𠮟咤激
励をしながらも新入会員が一丸となって事業を成功できるよう指導を行うことができました。
　最後になりますが、事業を無事開催することができたのも皆様のご協力があってこそだと感じています。会員の皆様に感謝
を申し上げ、事業報告とさせて頂きます。1年間、ありがとうございました。

1. 4月度例会の企画・運営

組織力向上委員会 年間事業報告

室 組織連携室
委員長 嶋 崇志

委員会 組織力向上委員会

開催事業 4月度例会



開催日時 2021年7月～2021年12月

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 新入会員 6名、担当副理事長 1名、担当常任理事 1名、担当理事 2名、
委員会メンバー 4名

事業内容 事業計画書、事業計画収支予算書、事業報告書、事業報告収支決算書を上程に向け確認、指導を行
いました。また、9月度模擬理事会にて事業計画の審議可決後から事業当日までの準備及び当日の運
営に対する指導を行いました。

事業内容 議案上程マニュアルに則り、ロバート議事法や議案上程をタイムスケジュールに準じて行うこと、また事業
計画から事業報告までの一連の流れを学んで頂きました。

(3) 開催事業 事業の企画、準備、実施及び事業報告の指導

開催場所 JCルーム、WEB理事会(Zoom)

開催場所 JCルーム、WEB理事会(Zoom)

開催日時 2021年6月～2021年12月

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 新入会員 3名、理事会構成メンバー 25名、オブザーブ（新入会員）3名

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 新入会員 6名、総務委員会理事 2名、第68期実行委員長 1名、副実行
委員長 1名、会計 1名、第69期実行委員長1名、会計1名、各部会長3名、担当副理事長 1名、担当常任
理事 1名、担当理事 2名、委員会メンバー 4名

事業内容 総務委員長より議案書の作成における注意事項を聞き、第68期、第69期実行委員会メンバーからは企
画・運営における注意点を聞き、事業実施に向け基礎知識を得る機会となりました。

(2) 開催事業 模擬正副理事長会議、模擬常任理事会、模擬理事会、模擬監事監査の実施

(1) 開催事業 議案作成・上程セミナー

開催場所 JCルーム

開催日時 2021年5月12日(水) 19:00～20:50

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 新入会員 5名

事業内容 LOM内では体験できない研修を岐阜ブロック協議会内の同年入会の新入会員と共に学ぶことで、新た
な出会いや気付きを得る機会となりました。

4. 新入会員による交流会の企画・運営に対する指導

(7) 開催事業 岐阜ブロックアカデミー2021への参加

開催場所 WEB開催

開催日時 2021年9月12日(日) 

開催日時 2021年度2月度例会、3月度例会、4月度例会、第3回新入会員研修、第4回新入会員研修開催時

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 新入会員 6名

事業内容 3分間という限られた時間の中で事業に参加して感じたことを簡潔にまとめ話す経験をすることで、青年会
議所活動や運動のみならず、会社の中でも自分の考えを相手に伝える技術の必要性を知る機会となりま
した。

事業内容 事業構築がどのようにされ実施に至っているかを知り、今後どのように事業に向き合えば良いか、自らの
姿勢を見直す良い機会となりました。

(6) 開催事業 3分間スピーチの実施

開催場所 JCルーム

開催場所 JCルーム

開催日時 2021年2月～2021年4月度理事会開催時

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 新入会員 6名

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 新入会員 4名、正会員40名、特別会員2名

事業内容 過去の研修の集大成として三信条を振り返りながら、チームビルディングを行うことで会員同志の絆が深
まり今後の青年会議所活動がより良いものとなるよう指導を行うことができました。

(5) 開催事業 理事会へのオブザーブ出席

(4) 開催事業 第4回新入会員研修

開催場所 国営木曽三川公園長良川サービスセンター

開催日時 2021年5月23日(日) 11:00～14:26

開催日時 2021年3月13日(土) 15:00～17:08

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 新入会員 6名、正会員33名、特別会員2名

事業内容 ロバート議事法を学ぶことで理事会での質問や答弁、ルールやスムーズな議事進行を継続するために必
要な方法を学ぶことができました。

(3) 開催事業 第3回新入会員研修

開催場所 WEB開催



(1) 事業内容 各委員会と連携しました。

5. SDGsの推進

(1) 事業内容 SDGsを推進しました。

6. 各委員会との連携



(2)ツール・ド・西美濃2021への参加・協力:西美濃地域全域
(3)報告会:WEB会議(Zoom)

(2)ツール・ド・西美濃2021への参加・協力:2021年9月2日(木)～2021年9月20日(月)
(3)報告会:2021年9月27日(月)19:00～19:49

公益社団法人大垣青年会議所 正会員38名、特別会員2名、新入会員予定者0名
(2)ツール・ド・西美濃2021への参加・協力:

公益社団法人大垣青年会議所 正会員37名、特別会員2名、新入会員予定者3名
(3)報告会:

公益社団法人大垣青年会議所 正会員36名、特別会員2名、新入会員予定者0名

西美濃みらい創造委員会 年間事業報告

室 西美濃連携室
委員長 髙橋 正泰

委員会 西美濃みらい創造委員会

一年間を振り返って
 当委員会は、「未来を創造する主体的な人財の育成と共に、西美濃地域の連携を推進し、持続可能な西美濃地域の実現を
目指す。」という基本方針を掲げ、活動や運動をして参りました。
 5月度例会では、中学生に向けてどのような状況下でも明るい豊かな社会を創造できる主体的な人財になってほしいという想
いで事業構築をしました。例会当日はコロナ禍のため中学生に参加して頂くことは叶いませんでしたが、会員や講師のおか
げで、学びの多い動画を収録し各学校に提供することができました。その学習動画やノウハウを活用する学校もあり、この地
域のキャリア教育の一助となる事業ができたと考えています。
ツール・ド・西美濃2021は、今年も開催が困難な状況が予想されていましたが、全く新しい形を構築することができました。多

くの問題や不安がありましたが、今まで培われた連携と、多くのファンのおかげで成功に至ったと感じています。どのような状
況でも情報発信し、地域活性化に繋げ、魅力あふれる西美濃地域づくりと、地域の連携をさらに発展させることに寄与できた
と確信しています。
9月度例会は、会員が実際にツール・ド・西美濃2021に参加し多くの学びを得ると共に、今後の連携事業の発展に繋げること

ができました。
この一年、コロナ禍という未曾有の中、今必要とされる明るい未来の創造に繋がる事業を追い求めてきました。調査を重ね、

何度も目的に立ち返りながら進めてきました。その中でも、事業の成功は関わって頂いた方々の熱意や想いが重要であると
感じました。当委員会の事業を通じて、地域の未来のために行動できる熱意ある方々と連携し事業ができたことが、持続可能
な西美濃地域の実現の一端になったと感じています。
末筆ではございますが、会員の皆様や委員会メンバーのおかげで、この一年間をやり遂げることができました。心より感謝申

し上げます。ありがとうございました。

1. 5月度例会の企画・運営

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員33名、特別会員2名
事業内容 講師名：阿部 真己 氏、今村 裕司 氏、内堀 壱仁 氏、大橋 博行 氏、金森 律子 氏、国枝 慎太郎 氏、田

内 顕仁 氏、多和田 英太郎 氏、西脇 健太郎 氏、林 克人 氏、平松 亜希子 氏、細野 晃大 氏、村瀬 裕
一 氏、凛花 氏

演題：大人って結構ステキだ！西美濃版15のREAL　～初めての進路選択の前に知っておくと良いこと～

開催事業 5月度例会
開催場所 ソフトピアジャパンセンター　センタービル3階ソピアホール
開催日時 2021年5月22日(土)12：00～15：30

3.

西美濃地域に在住・在学の中学生に対して、情報収集能力を向上させるための事前学習を実施し、例会
当日は西美濃地域に所縁のある社会人15名から、働くことの意義や各業界におけるリアルな話について
座談会を実施しました。また、その様子を撮影し専用サイト内にて公開することと併せて、学習用教材を製
作し、西美濃地域全ての中学校に配布することで、これからを担う主体的な人財の育成の一助となること
ができました。

2. 9月度例会の運営

開催事業 9月度例会

事業内容 新たな手法で行われたツール・ド・西美濃2021に各委員会でチームビルディングを行い参加し、会員それ
ぞれの学びや成長に繋がりました。地域の魅力を再発見することができ、この地域を牽引するリーダーとし
ての資質の向上に繋がると共に、今後の西美濃地域の連携事業の発展に繋がる例会となりました。

西美濃の多彩な情報発信による地域活性化に向けた事業

開催場所 (1)事前説明会:WEB会議(Zoom)

開催日時 (1)事前説明会:2021年9月1日(水)19:00～20:04

参加人数 (1)事前説明会:

事業内容 (1)ツール・ド・西美濃実行委員会との連携し、官民一体となって西美濃の魅力を発信することに寄与しまし
た。

(3)ツール・ド・西美濃2021開催準備に参加・協力しました。

(2)ツール・ド・西美濃実行委員会及び本部会へ参画し、各市町や関係諸団体とコミュニケーションを取り、
西美濃地域の活性化をはかりました。

4. SDGsの推進

事業内容 (1)SDGsを推進しました。



事業内容 (1)各委員会と連携しました。

5. 各委員会との連携



開催日時 2021年3月24日(水)　19:00～20:49
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員42名、特別会員2名

開催日時 2021年7月2日(金) 19:00～21:00

講師名:三輪 研二 氏

講演テーマ:60周年を振り返り、70周年へ託す想い

開催場所 青年の家第一、第二教室、中庭

2021年8月7日(土)　17:15～21:45
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員41名、特別会員1名、新入会員予定者3名
事業内容 第37回水門川万灯流しに参加することで西美濃地域関係各諸団体と交流することができました。

(1)

(2) 開催事業 3月度例会(講演会)
開催場所 大垣市スイトピアセンター2F　会議室2

参加した主な事業

事業内容

開催場所

開催日時 2021年10月10日(日)　12:45～14:50
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員27名、特別会員2名、新入会員予定者2名
事業内容

5. 西美濃地域関係各諸団体との窓口及び協力

開催事業 大垣市青年のつどい協議会　市長杯ボウリング大会

大垣市青年のつどい協議会のみこし製作事業に参加することで今後も西美濃地域を盛り上げるための
機会とすることができました。

コロナキャットボウル大垣店

4. 10月度例会の運営
開催事業 10月度例会

3. 8月度例会の運営
開催事業 8月度例会

開催日時

事業内容

開催場所 ソフトピアジャパンセンタービル10F大会議室
開催日時 2021年7月19日(月)　19:00～20:37
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員34名、特別会員2名

「70周年へ託す想い」をテーマに当委員会から｢3月度例会の振り返り｣、｢他LOMや関係各諸団体の周
年について｣、｢70周年準備にあたって｣と大きく3つに分けて会員の皆様にご説明をさせて頂くことで、改
めて70周年記念事業と記念式典に向けての意識を高める機会にすることができました。

開催場所 水門川周辺一帯：貴船広場～高岡橋(第37回水門川万灯流しへの参加・協力)

2. 7月度例会の企画・運営

開催事業 7月度例会

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員45名、特別会員2名
事業内容

開催事業 3月度例会(事前説明会)
開催場所 WEB会議 Zoom使用
開催日時 2021年3月1日(月)　19:00～20:52

三輪氏からご講演を賜る前に会員が心構えをできるように事前説明会を行い、大垣青年会議所の今ま
での歴史を振り返りました。

一年間を振り返って
　70周年準備委員会は｢大垣青年会議所の70周年を迎える準備をすると共に、西美濃地域関係各諸団体と協働すること
で、地域の発展に寄与する。｣を基本方針に一年間、活動や運動を行ってまいりました。
　3月度例会では、大垣青年会議所　第61代理事長を務められました三輪 研二氏をお招きし、｢60周年を振り返り、70周年
へ託す想い｣をテーマに60周年に向けてどのような準備が行われて当日を迎えられたのか、実際の経験をご講演頂きまし
た。講演を通し、過去を振り返り、歴史と伝統を学ぶことで70周年記念事業と記念式典に向けて意識を高める例会となりまし
た。
　7月度例会では、3月度例会に続き、「70周年へ託す想い」をテーマに当委員会から｢3月度例会の振り返り｣、｢他LOMや
関係各諸団体の周年について｣、｢70周年準備にあたって｣と大きく3つに分けて会員の皆様にご説明をさせて頂き、世代別
会議では会員の皆様の色々な意見を聞くことができました。特に当委員会で検討した内容について各グループで意見交
換をすることで次年度の70周年に向けて意識を更に高めることができた例会となりました。
　また、8月度例会と10月度例会では新型コロナウイルス感染症拡大の影響により例年とは違う形にはなりましたが、大垣市
青年のつどい協議会の事業に参加、協力することができ、今後も西美濃地域を盛り上げるための機会とすることができまし
た。
　　最後になりますが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により事業の変更を余儀なくされましたが、皆様のご協力があ
り、無事活動や運動を行うことができました。会員の皆様に感謝を申し上げ、事業報告とさせて頂きます。一年間、ありがとう
ございました。

1. 3月度例会の企画・運営

70周年準備委員会 年間事業報告

室 西美濃連携室
委員長 春山 大樹

委員会 70周年準備委員会



事業内容 (1)各委員会と連携しました。
7. 各委員会との連携

6. SDGsの推進
事業内容 (1)SDGsを推進しました。



【第二部】 会場およびWEB開催 ソフトピアジャパンセンター 3Fソピアホール

【第二部】 2021年2月12日(金)18:00～19:41

一年間を振り返って
 渉外委員会は本年度、「事業を通して情報を発信し、学びや交流の機会を周知することで、会員と組織の成長をはかり、
地域に更に必要とされる団体を目指す。」を基本方針とし、新型コロナウイルス感染症が蔓延する渦中でも可能な限り行え
る活動に注力しました。
 2月度例会(2部構成)では、大垣青年会議所の創始の精神を感じると共に、公益社団法人日本青年会議所2021年度 直前
会頭 石田 全史 先輩を講師にお招きし、理事長とリモート対談講演をして頂きました。問題を課題と捉え解決策を見つける
思考、失敗を恐れずに先駆けた運動をして欲しい想いや、努力を惜しまずに挑戦したことは成長に繋がるといったエールな
ど、会員にとって視野を広げる機会となる貴重な講話を拝聴しました。
 社團法人花蓮國際青年商會との交流に関する事業では、2020年度と2021年度の活動報告を行うために「シスター会議」を
リモートにて開催しました。交流を通じて、改めて国境を超えた友情の大切さと、強めた絆を次代へ継承していく責務を再認
識しました。
9月度中間例会では、公益社団法人日本青年会議所東海地区岐阜ブロック協議会第62回岐阜ブロック大会2021に参加
協力しました。LOMとして出向者と共に大会の成功に尽力すると共に会員には組織の規模や方向性を再認識して頂ける機
会となりました。
広報に関しては、的確・迅速な情報配信と受け手の理解や共感を得やすい内容の精査に努めました。各委員会に情報公
開依頼シートを作成頂くことで、要点を明確化することに繋がり、魅力ある大垣青年会議所の活動･運動を西美濃地域住民
に発信することができ、ホームページの閲覧数向上にも繋がりました。
会員が地域の更なる発展のために、年間を通じて起した行動・情報発信はすべて成長の糧となり、延いては組織の成長と
なりました。当委員会の活動・運動がその因子となれたことを嬉しく思います。一年間ありがとうございました。

1. 2月度例会の企画・運営

渉外委員会 年間事業報告

担当名 総務室 委員長名 伊藤 友輔
委員会名 渉外委員会

参加人数 【第一部】 40名   公益社団法人大垣青年会議所　正会員39名、特別会員1名
【第二部】 37名   公益社団法人大垣青年会議所　正会員36名、特別会員1名

事業内容 【第一部】設立趣意書を読み解き、設立当初の情景を理解した上で創始の精神を感じることで、会員の
理解度を高めることに繋がった。
【第二部】講師名：石田 全史 氏

　　演題：挑戦 ～希望をもたらす変革の起点～

開催事業 2月度例会
開催場所 【第一部】 WEB開催   WEB会議 Zoom使用

開催日時 【第一部】 2021年2月11日(木)19:00～19:43

開催日時 2021年9月5日(日)13:00～18:14
参加人数 27名   公益社団法人大垣青年会議所 正会員27名、特別会員0名、新入会員予定者0名
事業内容 本例会は公益社団法人日本青年会議所東海地区岐阜ブロック協議会 第62回岐阜ブロック大会2021に

LOMとして参加協力する設えで開催しました。

2. 9月度中間例会の運営
開催事業 9月度中間例会
開催場所 WEB会議Zoom(開催案内メール内 ZoomID記載)及びWEB配信(YouTube Live)

(3)機関紙の発行(1･10月)を行いました。

4. JCI、JCI日本及び対外事業の窓口及び参加推進
(1) 開催事業 JCI日本 京都会議

3. 広報管理に関する事業
開催事業 広報管理に関する事業
事業内容 (1)ホームページの管理と運営を行いました。

(2)SNS(Facebook、Instagram)を利用した情報発信を行いました。

開催場所 国立京都国際会議場 及び WEB配信(YouTube Live)
2021年1月22日(金)～2021年1月24日(日)
公益社団法人大垣青年会議所 正会員45名、特別会員0名

開催場所
未実施開催日時

参加人数
開催日時

(2) 開催事業 岐阜BC 岐阜会議

開催日時 2021年8月19日(木)～2021年8月22日(日)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員6名、特別会員0名

(4)

参加人数

(3) 開催事業 JCI ASPAC
開催場所

開催事業 東海DC 東海フォーラム

WEB配信



2021年11月6日～11月15日

開催日時 2021年12月

(2) 開催事業 趣味の会の会員募集
開催日時 2021年11月16日～11月26日
事業内容 各趣味の会の会員の募集をしました。

(3) 開催事業 趣味の会活動報告の取り纏め

(1) 開催事業 シスター会議
開催場所 WEB開催

2021年6月10日(木)

5. 花蓮國際青年商會との交流に関する事業

(2) 開催事業 JCI各務原との交流事業

公益社団法人大垣青年会議所 正会員9名、特別会員1名
社團法人花蓮國際青年商會 正会員28名

6. 他LOMとの交流
(1) 開催事業 JCI鹿児島との防災協定締結

事業内容 趣味の会の設立を募り、趣旨、内容について確認しました。

7. 趣味の会の窓口
(1) 開催事業 趣味の会の設立

開催場所 フットサルパークおがせ
開催日時 2021年10月15日(木)

公益社団法人各務原青年会議所 正会員14名

開催事業 JCI日本 サマーコンファレンス

開催場所 WEB配信(YouTube Live)
開催日時 2021年7月3日(土)

開催場所 パシフィコ横浜 及び WEB配信(YouTube Live)
開催日時 2021年7月16日(金)～2021年7月18日(日)

(7) 開催事業 JCI日本 全国大会

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員35名、特別会員0名

(6) 開催事業 岐阜BC 第62回岐阜ブロック大会2021
開催場所 高山市民文化会館 大ホール 及び WEB配信(YouTube Live)

(5)

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員30名、特別会員0名

開催場所 宇都宮市内各所 及び WEB配信(YouTube Live)
開催日時 2021年10月7日(木)～10月10日(日)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員39名、特別会員1名

開催日時 2021年9月5日(日)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員27名、特別会員0名

開催事業 岐阜BC 第55回岐阜ブロックじゃがいも大会

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員2名、特別会員0名

(9) 開催事業 第59回岐阜ブロック野球大会
開催場所 KYBスタジアム

岐阜BC 第24回岐阜ブロックサッカー大会開催事業

(8)

開催事業 JCI JCI世界会議
開催場所 WEB配信
開催日時 2021年11月16日(火)～2021年11月20日(土)

(11)

開催場所 養老カントリークラブ
開催日時 2021年10月26日(火)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員22名、特別会員0名

開催日時 2021年11月3日(水)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員15名、シニア会員3名

(10)

開催日時
参加人数

開催日時

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員8名、シニア会員3名、新入会員予定者1名
2021年11月14日(日)開催日時
土岐市総合活動センター開催場所

開催場所 WEB開催
開催日時 2021年2月8日(月）
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員3名

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員12名
参加人数



サッカー部
代表者 髙田 晃裕

大垣JCじゃがいもの会
代表者 日比野 豪

ラスト侍
代表者 伊藤 裕一朗

居酒屋の会
代表者 栗田 裕介

勝負師の会
代表者 安田 洋一

野球部
代表者 日比野 豪

⑥

(2) 開催事業 第59回岐阜ブロック野球大会
開催場所 KYBスタジアム
開催日時 2021年11月3日(水)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員15名、シニア会員3名

(1) 開催事業 練習
開催場所 大垣市南公園運動場　南グラウンド
開催日時 2021年10月18日(月)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員15名、シニア会員3名

8. SDGｓの推進
事業内容 (1)SDGｓの推進をしました。

事業内容 (1)各委員会と連携しました。
9. 各委員会との連携

⑤

(1) 開催事業
開催場所
開催日時
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員2名、シニア会員2名

2021年12月26日(火)
Buca
納会

④

(1) 開催事業
開催場所
開催日時
参加人数

今年度は活動を行いませんでした。

③

(1) 開催事業
開催場所
開催日時
参加人数

今年度は活動を行いませんでした。

②

(1) 開催事業 岐阜BC 第55回岐阜ブロックじゃがいも大会
開催場所 養老カントリークラブ
開催日時 2021年10月26日(火)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員22名

開催日時 2021年11月14日(日)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員8名、シニア会員3名、新入会員予定者1名

事業内容 各趣味の会代表より活動報告をして頂き、報告資料を作成しました。

①

(1) 開催事業 岐阜BC 第24回岐阜ブロックサッカー大会
開催場所 土岐市総合活動センター



3. 通常総会及び臨時総会の設営･運営
(1)

(1)通常総会の設営･運営を行いました。

事業内容

開催事業 通常総会
開催場所 WEB開催
開催日時 2021年1月30日(土) 19:00～19:48

事業内容

開催事業 臨時総会

(2)議事録の作成をしました。

(2)

開催日時 2021年8月2日(月) 19:00～20:08
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 53名(内訳:本人出席 36名、委任状出席 17名)

開催場所 大野町総合町民センター 多目的ホール
開催日時 2021年12月5日(日) 15:00～19:20
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員44名、特別会員1名、新入会員予定者  3名

厳粛な雰囲気の中、これまでの70年間の大垣青年会議所の伝統を次代へ繋ぐことができました。2021
年度最後の例会として、卒業生の方々が真摯に例会に臨む姿を見せて頂くことにより、在会生や新入
会員予定者に、大垣青年会議所の重みと格式を感じて頂くことができました。

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 53名(内訳:本人出席 40名、委任状出席 13名)

参加人数 来賓 1名、顧問 1名、大垣JCシニアクラブ会員 4名

事業内容
公益社団法人大垣青年会議所 正会員 40名、特別会員 2名
2021年度の活動方針を原理事長より力強く発信して頂くことで、会員は69年間の歴史に感謝すると共
に、JC活動への意欲を高め、一人ひとりが結集し一丸となって活動していくための契機とすることができ
ました。また新入会員の方々は緊張感溢れる雰囲気の中でステージに立ち、力強い挨拶とアトラクショ
ンを披露することで、会員としての第一歩を堂々と踏み出して頂きました。

2. 12月度例会の企画･運営
開催事業 12月度例会

総務委員会 年間事業報告

室 総務室
委員長 井尾 泰隆

委員会 総務委員会

一年間を振り返って
　本年度、総務委員会は、会員一人ひとりがJAYCEEとしての責任を持ち、大垣青年会議所の理念と目的に沿った活動や
運動ができるよう、時代に即した正確かつ円滑な組織運営を目指して取り組んで参りました。
　1月度例会は、新型コロナウイルス感染症拡大の最中となり、残念ながら外部の方の参加をご遠慮頂く形での開催となり
ました。しかし、原理事長より、2021年度のスローガンと活動方針を力強く発信して頂くことで、会場に一堂に会した会員は
JC活動への意欲を高めることができ、一人ひとりが結集し一丸となって活動していくための契機となったと考えます。また
2021年度の新入会員6名は、緊張感溢れる雰囲気の中、ステージに立ち力強い挨拶とアトラクションを披露することで、会
員としての第一歩を踏み出して頂きました。そして、2021年度最後の例会である12月度例会も、新型コロナウイルス感染症
への対策も踏まえ、大野町総合町民センターでの開催となりました。卒業生に対する感謝と労いの気持ちを在会生全員で
表すと共に、卒業生の想いを受け継ぎ、次年度へ歩んでいく決意を持つ例会とすることができました。
 本年度のJC活動は、新型コロナウイルス感染症の影響を常に受け続けていました。どのようにしたら事業が、理事会が、
総会が開催できるのか。そしてどのように目的を達成していくのか。「例年通り」が通用しない難しい環境下で組織運営に
携わらせて頂きましたが、様々な模索をする中で、大垣青年会議所を新たな時代に即した形に変えていく、契機となる年
であったと考えます。
　最後になりますが、会員の皆様や委員会メンバーのご助言やご協力なくしては、当委員会の担当事業や組織運営は成
り立ちませんでした。至らぬ点は多々あったと思いますが、成長の場を与えて頂いたことを心より感謝申し上げます。本当
にありがとうございました。

1. 1月度例会の企画･運営(新年互礼会)
開催事業 1月度例会
開催場所 大垣フォーラムホテル 3F 雲海の間
開催日時 2021年1月12日(火) 16:30～19:11

ソフトピアジャパンセンター 10階 大会議室
2021年4月26日(月) 19:00～19:45
公益社団法人大垣青年会議所 正会員 53名(内訳:本人出席 35名、委任状出席 18名)

開催場所
開催日時
参加人数
事業内容 (1)臨時総会の設営･運営を行いました。

(2)議事録の作成をしました。

(3) 開催事業 臨時総会
開催場所 JCルーム

(2)議事録の作成をしました。

(4) 開催事業 臨時総会
開催場所 JCルーム

事業内容 (1)臨時総会の設営･運営を行いました。

(2)議事録の作成をしました。

開催日時 2021年11月4日(木) 19:00～19:51
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 53名(内訳:本人出席 37名、委任状出席 16名)
事業内容 (1)臨時総会の設営･運営を行いました。



(1)理事会の準備及び設営を行いました。事業内容
(2)議事録の作成をしました。
(3)理事会資料の配信及び厳格な資料の確認をしました。

4. 理事会運営に関する事業

(6)メーリングリストの構築･管理を行いました。
(7)情報公開に関する管理を行いました。

7. 情報管理のための事業
事業内容 (1)各事業記録の整理･保管をしました。

(4)マニュアルに基づく議案上程の周知を行いました。

5. 基本資料・定款及び会員名簿の作成と管理に関する事業

(2)各事業及び各委員会の出欠席の管理をしました。
(3)事務局の管理･運営を行いました。
(4)弔辞に関する運営を行いました。
(5)定款･運営規則等の規定の精査･改正をしました。

事業内容
(2)定款及び運営規則の管理を行いました。
(1)基本資料の作成･会員名簿の作成をしました。

6. 大垣青年会議所の運営全般に関する事業
事業内容 (1)例会及び事業等の配布物準備をしました。

(2)各事業写真の保管をしました。

事業内容 (1)一般会計、基金会計、特別会計の管理をしました。
(2)基金運用計画に基づく資金管理をしました。
(3)予算立案に伴う業務を行いました。

8. 公益法人格制度に関する運営･手続
事業内容 (1)公益法人格取得団体としての運営･手続を行いました。

9. 財務管理に関する事業

(3)議案書の保管をしました。
(4)事業活動アルバム(DVD)の作成及び関連記事の整理をしました。

事業内容 (1)SDGｓを推進しました。

11. 各委員会との連携
事業内容 (1)各委員会と連携しました。

(4)予算、決算及び各事業の変更に伴う業務を行いました。
(5)中間決算及び年度末決算をしました。
(6)預り金の管理をしました。

10. SDGｓの推進



一年間を振り返って
 8回目となるツール・ド・西美濃2021は、昨年に引き続き新型コロナウイルス感染症拡大の影響が予想され今までの形での事
業開催が困難な状況でありました。また、事業運営や予算においても課題があり、新たな形での開催を模索することから始ま
りました。
 行政へのヒアリングや、多様なスポーツイベントの調査を重ねロゲイニングの手法とGPSアプリを使用した全く新しい形にたど
り着き「西美濃がテーマパーク～New Nomalな時代のアクティビティ～」をテーマとし、2ヶ月間の期間型で開催することができ
ました。
ツール・ド・西美濃支援実行委員会では、今までで培われた連携の支援や、ツール・ド・西美濃の広報を支援させて頂きまし

た。岐阜県在住者限定での開催でしたが577名の参加があり、参加者からは「この地域の新たな魅力が発見できた」との声を
頂きました。また、行政からは、各市町に参加者が多く来られたことにより、「地域の情報発信や経済効果が得られた」との声を
頂きました。
どのような状況でも情報発信し、地域活性化に繋げ、魅力あふれる西美濃地域づくりと、この地域の連携をさらに発展させる

事業になったと確信しています。
最後になりますが、皆様のご協力を持ちまして、一年間を無事終えることができました。改めて感謝を申し上げます。今後、

ツール・ド・西美濃が更なる進化をし、より良い事業になることを期待し、この事業が地域の魅力を西美濃住民全員で発信する
真の西美濃連携を実現できるように、引き続きご支援のほど、よろしくお願い致します。

ツール・ド・西美濃支援実行委員会 年間事業報告

室 -
委員長 竹村 公作

委員会 ツール・ド・西美濃支援実行委員会

1. 第1回本部会 ～ 第6回本部会
開催場所 大垣市民会館 JCルーム、WEB会議（Zoom）
開催日時 2021年１月8日(金)～2021年10月29日(金) 15：30～16：30
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 6名、特別会員１名、行政担当者 15名、大垣商工会議所 1名、
事業内容 ツール・ド・西美濃2021 本部会への参加

2. 大会の告知支援
事業内容 Facebook及びInstagramのシェア拡散のお願い並びに周知



① 第71期理事長候補者及び監事候補者の選考基準の検討
② 第71期理事長候補者及び監事候補者の推薦書の作成
③ 理事長・監事候補者選考委員会内規の確認及び精査

2021年2月8日(月)

理事長・監事候補者選考委員会　事業報告

委員長 桐山　智光

 標記の件につき、当選考委員会において第71期理事長候補者推薦書と第71期監事候補者推薦書を作成し、理事長候補者、監
事候補者を理事会に推薦し、また当委員会の内規を確認及び精査するため、下記の通り事業を開催致しましたのでご報告致しま
す。

（2）

（1）

事業内容

開催日時
第1回選考委員会


