
事業内容

（1） 新入会員予定者の資格審査
JCルーム
2017年7月10日（月）　常任理事会にて
10名  （理事長1名、副理事長2名、専務理事1名、常任理事3名、拡大育成委員会理事3名）
募集を締め切り後、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。

4. 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
開催事業
開催場所
開催日時
参加人数

ひさご
2017年5月22日（月）
30名　　（新入会員予定者14名、公益社団法人大垣青年会議所正会員15名、シニア会員1名）
2018年度新入会員予定者同士の交流、また会員との繋がりを築き、大垣青年会議所の魅力を伝え入会を促
しました。

（3） 開催事業
開催場所
開催日時
参加人数

開催日時

事業内容

開催場所
開催日時
参加人数
事業内容

事業内容

48名　（公益社団法人大垣青年会議所正会員47名、特別会員1名）
講師名：恩田　聖敬氏

59名　（公益社団法人大垣青年会議所正会員58名、特別会員1名）

開催事業
正会員及び賛助会員の募集

各会場
2017年1月1日（日）～2017年12月31日（日）

開催場所
開催日時

6月度例会

拡大育成委員会　事業報告

担当名
委員会名

人財開発
拡大育成委員会

委員長名 説田　晶

一年間を振り返って

2017年6月14日(水）　18：30～20：30
参加人数

2.
開催事業

3月度例会

2017年3月1日（水）　19：00～21：00

1.
開催事業
開催場所

202名　（一般参加者155名、公益社団法人大垣青年会議所正会員46名、特別会員1名）
事業内容

演題：チャレンジ！～自分の可能性を信じて～

参加人数
事業内容

3月度例会の企画・運営

6月度例会の企画・運営

ソフトピアジャパンセンター 10F大会議室

（2） 開催事業

大垣市スイトピアセンター　音楽堂

3.

参加人数

正会員及び賛助会員の募集

（2） 開催事業
JCルーム

講師名：清原　伸彦氏

開催場所

演題：人をつくる　～やればできる～

開催日時

会員拡大スローガン【会員一丸会員拡大！　～未来に繋がる人財を～】の元、会員拡大運動を展開しまし
た。

2017年1月～2017年11月までに5回開催
59名　（公益社団法人大垣青年会議所正会員58名、特別会員1名）
大垣青年会議所の現状を知り、情報を共有すると共に危機感を感じ会員拡大の重要性、必要性を学び拡大
中長期ビジョンを作成しました。

候補者交流会の開催

（1）

新入会員予定者オリエンテーション

会員拡大実行委員会の開催

　拡大育成委員会は、地域を牽引するリーダーとして、自己を磨き成長し躍動する組織となるべく、未来に繋がる魅力ある人財を
発掘、育成するために活動して参りました。
　3月度例会では、元ＦＣ岐阜社長の恩田聖敬氏を講師にお招きし、大垣青年会議所のメンバーとして会員一人ひとりが今でき
る事を考え、自己を見つめ直す機会を創出する事ができました。また6月度例会では集団行動の指導者でもある日体大の清原
伸彦先生を講師として「人をつくる」をテーマにご講演頂きました。人と人との繋がりを大切にし、何事にも真剣に取り組むことの
大切さ、組織の中の個の在り方について学ぶ機会となりました。大垣青年会議所が組織として成長するためには個の成長が必
要であることを学ぶための、3月度例会から6月度例会として繋がりのある例会を開催することができました。
　会員拡大では拡大実行委員会を通じて現状を理解し危機感を感じて頂き、会員が一丸となって行う拡大の重要性を訴え続け
ました。結果としては6名が入会を決意して頂き、次年度へ繋げることができましたが、地域から必要とされる大垣青年会議所で
あるために永遠の課題として会員拡大に取り組んで頂きたいと思います。
　新入会員の指導は新入会員研修を通して青年会議所の歴史、基礎そして自己を見つめ直し、今後のＪＣ活動に積極的に参加
すると共に、一年目だからこそできる経験や学びを得ることができました。その集大成として交流会を見事に成功裡に収めること
ができ、次年度4名全員が理事として活躍してくれることを期待しております。新入会員予定者の指導においては、参加して頂く
ことから始まり、大垣青年会議所の魅力に触れ、6名が適正審査を終え、今後の大垣青年会議所を担う人財として活躍してくれる
事と確信しております。
　最終年度の委員長でありましたが、新入会員、予定者と共に学び成長できた一年でした。この一年間を通じて学んだ事を次の
世代に受け継いでいく事こそが大垣青年会議所の成長であり、明るい豊かな社会の実現を目指すリーダーの姿であると思いま
す。最後に、当委員会の活動に多大なるご理解、ご協力を頂きましたことを深く御礼申し上げます。一年間ありがとうございまし
た。



44名　（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3名、委員長4名、

　　　　　委員会メンバー4名）

　　　　　特別会員1名、理事16名、委員会メンバー2名）

JC運動を理解し、JAYCEEとしての自覚と責任を持って、今後の活動に積極的に参画するための礎を築きま
した。

2017年度日本青年会議所の方向性を確認すると共に、青年会議所の規模の大きさ、そのメンバーの一員で
あることを確認する研修となりました。

全会員を対象とし今一度自分を見つめ直す機会、そして自己の可能性を広げる研修となりました。

新入会員予定者参加対象事業
参加対象事業開催場所
2017年7月～12月
68名　（新入会員予定者9名、公益社団法人大垣青年会議所正会員58名、特別会員1名）
積極的に事業に参加できるように促し、大垣青年会議所の魅力に触れて頂きました。

岐阜県内の新入会員メンバーと同じ目的を持って事業に参加する事により、今後の活動においてもJAYCEE
として相互的に成長し合える友情を育む機会として頂きました。

3分という限られた時間の中で、緊張感のある会場で自分の想いと今後の決意を伝える事で、JAYCEEとして
の能力の向上させる機会としました。

実際の事業がどの様に企画され、運営されているのかを学ぶ事で、JAYCEEとしての知識を得て頂きました。

松永紀之先輩を講師としてお招きし、JC活動に対する想い、時間の大切さを学ぶと共に今後の大垣青年会
議所を担う人財として大きく成長する機会となりました。

参加人数

事業内容

JCルーム
2017年7月25日(火)　19：00～20：30

青年会議所運動や大垣青年会議所の活動を確認して頂くと共に参加対象事業の担当委員会より参加対象
事業の説明を行う事で、参加対象事業に目的を持って明確な決意のもと参加する契機となりました。

開催場所

　　　　　拡大育成委員会8名、新入会員予定者6名その推薦者10名）

開催日時

（4） 開催事業

（3） 開催事業
開催場所
開催日時
参加人数
事業内容

開催場所
開催日時
参加人数

事業内容

新入会員予定者の最終適正審査
JCルーム及び大垣市民会館会議室
2017年12月5日（火）　19：00～21：10
30名  （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3名、
拡大育成委員会5名、新入会員予定者6名、推薦者11名）
予定者段階での参加対象事業へ意欲的に参加していたかを確認し、今後の大垣青年会議所正会員として
ふさわしい人財かを審査しました。

5. 新入会員の指導
（1） 開催事業

開催場所
開催日時
参加人数

事業内容

第1回新入会員研修
ソフトピアジャパンセンター　10F中会議室
2017年1月11日(水）　18:00～21：00
33名　（新入会員4名、理事長1名、副理事長2名、専務理事1名、常任理事3名、監事2名、
　　　　　特別会員1名、理事15名）

開催事業
開催場所
開催日時
参加人数

事業内容

（3） 開催事業

（2）

開催場所
開催日時
参加人数
事業内容

（4） 開催事業
開催場所
開催日時
参加人数

事業内容

第2回新入会員研修
国立京都国際会館
2017年1月21日(土）～1月22日(日）
13名　（新入会員3名、理事長1名、担当副理事長1名、担当常任理事1名、担当理事3名、

第3回新入会員研修
公益財団法人修養団　伊勢青少年研修センター
2017年2月18日（土）～2月19日（日）
30名　（新入会員4名、正会員25名、特別会員1名）

第4回新入会員研修
ソフトピアジャパンセンター　11F　中会議室
2017年3月24日（金）　19：00～21；20
32名　（新入会員4名、理事長1名、副理事長2名、専務理事1名、常任理事3名、監事2名、

（5） 開催事業
開催場所
開催日時
参加人数
事業内容

（6） 開催事業
開催場所
開催日時
参加人数
事業内容

（7） 開催事業
開催場所
開催日時
参加人数
事業内容

理事会へのオブザーバー出席
JCルーム
2017年2月～7月の理事会開催時
4名　（新入会員4名）

3分間スピーチの実施
例会、事業開催場所
2017年2月～7月の例会、事業開催時
4名　（新入会員4名）

岐阜ブロックアカデミー2017への参加
恵那市立恵那東中学校 体育館
2017年6月18日（日）
5名　（新入会員4名、昨年ブロックアカデミー欠席者1名）

6. 新入会員による交流会の企画・運営に対する指導



（1） 開催事業
開催場所
開催日時

事業内容

参加人数
事業内容

議案作成、議案上程セミナー
JCルーム
2017年7月
19名

開催事業
開催場所
開催日時
参加人数
事業内容

（2） 開催事業
開催場所
開催日時
参加人数

参加人数

（4） 開催事業 事業実施準備まで及び事業報告までの指導

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
JCルーム
2017年7月～12月
30名（新入会員4名、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、

拡大育成委員会による議案確認、指導の実施（3）

16名 （新入会員6名、副理事長1名、常任理事1名、理事3名、拡大育成委員会メンバー5名） 

事業内容

7. 各委員会との連携
事業内容 （1）会員拡大実行委員会へ参画しました。

開催場所 JCルーム
開催日時 2017年7月～12月

（2）各委員会と連携しました。

　　　　常任理事3名、理事16名）
議案上程マニュアルに則り、議案上程を各会議の上程スケジュールに準じて行い、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。

事業計画書、事業計画収支予算書の確認、また事業報告書、事業報告収支決算書を確認し、上程に向け
指導をしました。

10月度模擬理事会で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しました。

議案上程マニュアルを説明し議案作成から事業実施、そして事業報告の流れを理解し交流会実施に向け基
礎知識を得る機会としました。

16名 （新入会員6名、副理事長1名、常任理事1名、理事3名、拡大育成委員会メンバー5名） 

JCルーム
2017年7月～12月



公益社団法人大垣青年会議所　第60期理事長　田中 禎一　先輩、塩尻市役所　山田 崇　氏をお招きして
講演会を開催しました。講演にて過去を学ぶと同時に斬新な考えに触れることで、今後のまちづくり運動の
在り方を考えることができました。また、パネルディスカッションにおいては、会員一人ひとりが最重点事業とど
う向き合っていくべきかを考え、同時に、大垣青年会議所として今後、どのように最重点事業を推し進めてい
くべきかを考える機会を持つことができました。その後のレポートによりたくさんのご意見を頂くことができ、会
員一人ひとりが最重点事業に向き合い真摯に考えることに繋げることができました。

　本年度、グランドデザイン実現委員会は、西美濃地域住民一人ひとりの積極的な社会参画を推進すると共に、行政、各諸団
体、西美濃地域住民が協働するコミュニティネットワークをより強固にしていくことで、住民主役のまちづくりを推進して参りまし
た。
　最重点事業を推進するため3月に最重点事業の意識調査（アンケート）を行うことで、大垣青年会議所の最重点事業指針に対
する理解度や想いを把握することができました。また、4月度例会において講演並びにパネルディスカッションを行うことで、最重
点事業指針に込められた想いや歴史、背景を学ぶと共に、従来の視点に捉われない考え方に触れ、会員一人ひとりが西美濃
のまちづくりを考えることができ、その後のレポートにてたくさんのご意見を頂きました。全会員の意見を集約し、8月に行われた
最重点事業推進会議にて一つの方向性を示し、意識を共有できたことは、大垣青年会議所の新たな一歩となり今後に繋げられ
たと考えます。4月度例会並びに最重点事業を推進するための事業を通じて、諸先輩方が西美濃の未来を考え策定された2010
年代運動指針や最重点事業指針を深く理解し、会員が同じ志を持って運動を展開することこそが、より西美濃地域住民の心に
届く事業を構築することができるのだと感じました。
　また、行政、各諸団体、西美濃地域住民が協働するコミュニティネットワークをより強固にするため、ツール・ド・西美濃2017に一
年間取り組んで参りました。7月度例会においては「ツール・ド・西美濃2017　実走会」を行うことで、行政担当者や誘導指導員と
積極的に意見交換をし、コミュニティネットワークを更に強固にすることができました。また、会員で積極的にOS設営以外の時間
を利用してコース沿線の企業と地域住民へ事業告知を行い、ツール・ド・西美濃をより幅広く発信すると共に、大垣青年会議所
の運動も発信することができました。また、9月度例会として「ツール・ド・西美濃2017　事業説明会」を行うことで、安全な大会に
向けて有意義な時間となり、更なるコミュニティネットワークの構築を図ることができました。｢ツール・ド・西美濃2017への参加・協
力」におきましては、やむを得ず開催中止となりましたが、会員の皆様のご協力により、円滑な撤収と記念品、おもてなし品の受
渡しを行うことができ、西美濃の魅力の発信に寄与することができました。
　真の民主主義社会の推進に関する事業においては、岐阜ブロック協議会と連携すると共に、ホームページにて海津市長選
挙、大垣市長選挙、衆議院議員総選挙の立候補者のインタビュー記事を掲載することで、広く選挙立候補者の想いやビジョンを
知って頂くことができ、真の民主主義社会の推進に寄与することができました。
　一年間を通して多くの事業に携わらせて頂き一番感じたことは、会員が真摯にまちづくりについて向き合い考え、運動を発信し
続けて行くことが重要だということでした。自分たちが行う運動の意味を深く理解し、まちづくりを行う団体として誇りと気概を持っ
て事業を行うことが、地域から求められる団体で在り続けられることに繋がり、今後の大垣青年会議所の進むべき道となると考え
ます。
　最後になりますが、多くの方々にご支援ご協力頂きましたことに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

各委員会より選ばれた2名の実走者の方々に実際にクロスバイクで走行して頂き、参加者目線でのツール・
ド・西美濃を体感して頂きました。また、大会のシミュレーションの場として、大会と同じ場所のOSを設営して
頂き、行政担当者と積極的に意見交換をすることで、コミュニティネットワークを更に強固にすることができま
した。誘導指導員へ要望や危険箇所、気付いた点をヒアリングすることで、コミュニティネットワークを更に強
固にすることができました。また、会員でOS設営以外の時間を利用してコース沿線の企業と地域住民へ積極
的に事業告知を行い、ツール・ド・西美濃をより幅広く発信する機会とすることができ、同時に大垣青年会議
所の存在も知って頂くことができ、住民が主役のまちづくりへ繋げることができました。

関ケ原町（おもてなしステーション5）　関ケ原ふれあいセンター
輪之内町（WC）　輪之内町役場

海津市（おもてなしステーション1）　海津市歴史民俗資料館
安八町（おもてなしステーション2）　安八町役場
揖斐川町（おもてなしステーション3）　華厳寺
池田町（おもてなしステーション4）　道の駅　池田温泉

1.

一年間を振り返って

開催日時

事業内容

2.

グランドデザイン実現委員会　事業報告

担当
委員会名

地域開発
グランドデザイン実現委員会

委員長名 栗田 紀久

ソフトピアジャパンセンター　センタービル10F　大会議室
2017年4月3日（月）　19：00～21：07
公益社団法人大垣青年会議所　正会員42名、特別会員1名

開催事業
開催場所

参加人数

4月度例会の企画・運営
4月度例会の企画・運営  『次代に繋げる西美濃のまちづくり』

開催場所 大垣市(スタート・ゴール)　浅中公園総合グラウンド

大野町（WC）　大野町バラ公園

7月度例会の企画・運営

関ケ原町（WC）　妙応寺

開催事業 7月度例会の企画・運営　ツール・ド・西美濃2017　実走会

開催日時 2017年7月2日（日）　　7:00～16：46
参加人数 誘導指導員60名、公益社団法人大垣青年会議所　正会員45名、特別会員1名
事業内容





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

誘導指導員代表　廣瀬 公智　様、警備員代表　国田 均　様をお招きすることで、安全に大会を行うための
手法や参加者に対する配慮を共有し、大会を円滑に進めるための事業説明会を行うことができました。また、
西美濃地域2市9町の行政担当者と綿密な打ち合わせをし、大会の成功に繋げることができました。「ツー
ル・ド・西美濃2017　事業説明会」におきまして、行政担当者、誘導指導員代表、警備員代表と打合せを行う
ことで、交流を深めることができ、コミュニティネットワークの構築を図ることができました。

｢ツール・ド・西美濃2017への参加・協力」におきまして、大型台風接近に伴う天候不順となってしまったた
め、やむを得ず開催中止となりました。開催中止という結果になりましたが、大会当日に記念品、おもてなし
品の一部の提供を行い、333名の参加者が来場され、西美濃の魅力の発信に寄与することができました。

参加人数
開催日時

会員に最重点事業の意識調査（アンケート）を行うことで、大垣青年会議所の最重点事業指針に対する理解
度や想いを把握することができました。

（2）
会員拡大実行委員会へ参画しました。
各委員会と連携しました。

6. 真の民主主義社会の推進に関する事業

最重点事業推進会議
開催場所

（2） 開催事業 4月度例会との連携
4月度例会と連携することで、最重点事業指針の理解を深め、まちづくりへの新たな道を考えることができまし
た。

JCルーム

（1）

ツール・ド・西美濃支援実行委員会と連携し、ツール・ド・西美濃のさらなる発展を目指し、西美濃の魅力発信に寄与しました。
ツール・ド・西美濃実行委員会及び本部会へ参画し、各市町との連携し、コミュニティネットワークの強化に寄与しました。

（2）

岐阜ブロック協議会と連携し、「全国一斉！国民討議会 岐阜大会」に関してホームページに掲載し、真の民主主義社会
の推進に寄与しました。

（3）

7. 各委員会との連携

5. 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

開催日時 2017年8月9日(水)　　19：00～20：30
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
参加人数

4. 最重点事業の推進
開催事業 意識調査（アンケート）

開催事業

2017年9月17日(日)　8:00～11:00

事業内容

（1）

開催日時 2017年9月1日(金)　19:00～20:30

（2） 開催事業 ツール・ド・西美濃2017への参加・協力（中止時）

（1） 開催事業 ツール・ド・西美濃2017　事業説明会
3.

（3） ホームページにて海津市長選挙、大垣市長選挙、衆議院議員総選挙の立候補者のインタビュー記事を掲載することで、
広く選挙立候補者の想いやビジョンを知って頂くことができ、真の民主主義社会の推進に寄与しました。

（1）
（2）

（1）

開催場所 大垣市民会館　大会議室1

開催場所 浅中公園総合グラウンド

事業内容

ホームページにて選挙啓発コンテンツを設けることで、選挙啓発に寄与することができました。

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員41名、特別会員1名、新入会員予定者1名
事業内容

9月度例会の企画・運営

2017年3月1日(水)～2017年3月15日(水)

意識調査（アンケート）、そして4月度例会と連携することで、最重点事業推進会議にて全会員の意見を集約
し、2010年代運動指針の最終年度へ向けて、地域住民の主体者意識の醸成を進めると共に、大垣青年会
議所と各諸団体が協働することでコミュニティネットワークの強化に繋げて行くこと、また、2020年代まちづくり
の新たな道へ向けて「人間力」を身に付け、人の共助の精神と自律性を育む運動を推進していくという一つ
の方向性を示し、最重点事業推進会議にて会員が意識を共有することで新たな一歩に繋げることができまし
た。

事業内容
開催日時



5月度例会の企画・運営

8月度例会の企画・運営

対内対象者 公益社団法人大垣青年会議所　

10月度例会の企画・運営

・

参加した主な事業

開催事業
開催場所
開催日時

開催事業

開催事業
開催場所
開催日時

2017年1月14日(土)　

5月度例会『西美濃泥リンピック2017』

2.

開催日時 18:30～20:45

参加人数

事業内容

開催事業

一年間を振り返って

対外対象者 西美濃地域の1年生から6年生までの小学生66名、来賓1名
対内対象者 公益社団法人大垣青年会議所　正会員 32名、特別会員1名
当例会は過去のまちづくりコンテストのアイデアを集結し輪之内町水田で、地域への理解、愛着を
深めるため「泥リンピック 2017」を開催しました。参加者には普段親しむ機会が少なくなった地域
の魅力に触れて頂き、未来の主体者の育成の一助とすることができました。

1.

開催場所 輪之内町　水田
2017年5月20日(土)　11:00～16:20

開催事業

8月度例会

地域力向上委員会　事業報告

担当名
委員会名

地域開発
地域力向上委員会

委員長名

　地域力とは地域社会の問題について市民や企業をはじめとした地域の構成員が、自らその問題の所在を認識し、自立
的かつ、その他の主体と協働を図りながら、地域の問題の解決や地域としての価値を創造していくための力のことだと
定義されており、そうした地域力を醸成していく過程のことをエンパワーメントと言われています。このエンパワーメ
ントとは人間の潜在能力発揮を可能にするよう平等で公平な社会を実現しようとするところに価値を見出しており、そ
れを育む資源として生活空間、余暇時間、知識や技能、社会的な組織等が挙げられ、其々は独立しながらも相互依存関
係にあるとされています。
　今年度、地域力向上委員会はこの西美濃地域に於いての地域力の向上を目指し、各青年団体、行政機関等と協働し、
一年間活動して参りました。これらの地域の魅力を広く発信する活動は、大垣青年会議所と協力団体の繋がりを強めた
だけにはとどまらず、多くの地域住民の心に残り、この地域と人を繋げる契機となったと確信しています。地域力の向
上にはこうした活動の積み重ねや、住民の地域と共に向上していこうとする意欲、そしてなりより地域に対する参加意
識が必要不可欠であると考えます。我々大垣青年会議所が地域を想い周囲と手を携え活動し、その想いを広く伝播する
ことができれば、それこそ地域力の向上に繋がり、明るい豊かな社会が実現するのだと確信致しました。
　最後になりますがこの一年間、会員の皆様のご助言、ご協力を頂きまして無事活動することができ、心より御礼申し
上げます。有難うございました。

開催日時

藤井 正克

開催場所 水門川（貴船広場～高岡橋）一帯
開催日時 2017年8月5日(土)　12:30～21:54
参加人数 対外対象者 西美濃地域住民

3.

開催場所 中川ふれあいセンター
開催事業 大垣市青年のつどい協議会　新年互例会

開催場所

対外対象者 西美濃地域住民

大垣市成人式協力
開催場所

事業内容
新入会員予定者 6名

大垣市青年のつどい協議会が主催する第44回十万石ふるさとまつりに参加・協力しました。今年度
は、各青年団体と繋がりを深めるために多くの交流の場を設けることができました。団体の会員数
の減少に伴う多くの課題は残りましたが、地域の魅力の一つでもあるみこしを大垣市青年のつどい
協議会の加盟団体で担ぎ活気ある姿を地域住民の方々に見て頂くことができ、地域と人を繋げる契
機とすることができました。

事業内容 大垣市青年のつどい協議会が主催する第33回水門川万灯流しに参加・協力しました。会長、副会長
の輩出団体として会員の皆様には出向、当日スタッフ等多大なる協力をして頂きました。PR活動に
おいては早朝よりお手伝い頂き、より一層事業に向き合うことで地域の魅力を発信し、地域住民の
郷土愛の醸成を図ることができました。

（1）西美濃地域各諸団体の各種事業の発信

大垣駅前通り一帯
開催日時 2017年10月8日(日)　11:35～14:58
参加人数

（2）

2017年5月14日(日)　

大垣祭り御輿渡し
大垣八幡神社一帯

15:00～16:47

正会員 46名、特別会員 1名
新入会員予定者 2名

対内対象者 公益社団法人大垣青年会議所　 正会員 38名、特別会員1名

大垣市青年のつどい協議会

大垣市青年の家　講堂
2017年6月18日(日)　

大垣市青年のつどい協議会設立記念事業

14:00～18:42

大垣フォーラムホテル
開催日時 2017年1月9日(月）　 9:00～11:47

10月度例会

4. 西美濃地域各諸団体の窓口及び協力

開催事業



各委員会と連携しました。

2017年9月23日(土)　 9:00～17:52

19:30～20:10

第45回みどりの街づくり写生大会
開催場所 大垣公園一帯

開催事業

5.

開催日時

開催事業

2017年9月13日(水)　

開催日時

開催場所 大垣市青年の家

開催場所
開催日時

開催事業 第45回みどりの街づくり写生大会全体説明会

開催事業 第33回水門川万灯流し
開催場所
開催日時 2017年8月5日(土)　 12:30～21:54

水門川（貴船広場～高岡橋）一帯

19:00～20:342017年7月7日(日)　

開催日時 2017年7月13日(木)　 19:30～20:30

コロナキャットボウル大垣店
市長杯ボウリング大会

開催事業
開催場所 大垣市青年の家

第33回水門川万灯流し全体説明会

開催事業
開催場所
開催日時 2017年7月23日(日)　 10:00～16:00

第33回水門川万灯流し事前万灯制作教室

開催事業 第44回十万石ふるさとまつり全体説明会
開催場所 大垣市青年の家
開催日時 2017年9月28日(木)　 19:30～20:12

開催事業 みこし組立て（大人）
開催場所 常葉神社
開催日時 2017年10月5日(木)　 19:00～19:57

開催事業 みこし組立て（子ども）
開催場所 常葉神社
開催日時 2017年10月7日(土)　 19:00～20:05

各委員会との連携
（1）会員拡大会議へ参画しました。

開催事業 第44回十万石ふるさとまつり
開催場所 大垣市駅前通り一帯
開催日時 2017年10月8日(日)　 11:35～14:58

（2）

イオンタウン大垣　2F　ホール



新入会員予定者　6名
事業内容

特別会員　1名　

今年度ご卒業される6名の卒業生を送る会として12月度例会を行いました。在会生からは卒業生への感謝の気
持ちを伝え、卒業を祝福することができ、卒業生からはその姿やメッセージを頂くことでその想いを継承し、今後
の活動へ繋げていく機会となりました。

参加人数

事業内容 西美濃地域の企業や行政を訪問し、事業の内容を伝え乗船者の派遣を依頼しました。

（2）

4. 西美濃の未来を担う青年の海外派遣

（1） 開催事業 乗船者の募集

渉外委員会　事業報告

担当名
委員会名

会務運営
渉外委員会

委員長名 髙田　晃裕

一年間を振り返って
　本年度、渉外委員会は対外事業の窓口としての役割を担う中で、情報の収集、発信を通して会員の参加目的意識向上に努め、
個と組織の成長を促す機会を提供することを目指して活動に取り組んで参りました。
　2月度例会では創立65周年を迎えた大垣青年会議所の創立当時の想いと歴史を振り返ると共に、JCI会頭を務められた原田憲太
郎氏の講演から青年会議所の持つ可能性や世界との繋がりを知り、今求められている担いを考える中で「自分ができることを精一
杯することが大切」ということを学んで頂きました。12月度例会では一年間歩んできた事業の想い出を共有すると共に、長年JC活動
に邁進されてきた6名の卒業生へ感謝の気持ちを伝え、卒業生の想いを継承することで次年度へと繋がる例会となりました。
　対外事業の窓口を担当する委員会として、京都会議から始まる日本青年会議所、東海地区協議会、岐阜ブロック協議会の各事
業や、出向者との連携、花蓮JCとの交流、第44回JC青年の船「とうかい号」事業等の各事業の情報発信や事業の企画・運営を行い
ました。会員の皆様には事業へ参加して頂き、出向者や乗船者等多くの人と交流する機会を創ることにより、互いに刺激を受け、友
情を育みながら成長し、会員一人ひとりが新しい一歩を踏み出すきっかけとなりました。
　また、大垣青年会議所の活動や魅力をより広く発信すべく広報活動にも力を入れる中で、各委員会と連携し、ホームページ・
Facebookの更新頻度の上昇を図りました。広報に関しては単年度では中々成果を感じることが難しいため、今後も継続した情報発
信を行う中で、会員一人ひとりが情報の発信源として参加する意識を持って頂くことも必要ではないかと考えます。
　最後になりますが、一年を通して多くの対内外事業に参加させて頂く中で、会員一人ひとりがそれぞれの担いの中で活躍する姿
を見ることができ、渉外委員会の活動が皆様の成長の一助になったと確信しております。但し、私達の活動は決して委員会だけで
は担うことができませんでした。各事業への会員の皆様の参加・ご協力を頂くことで一年間担いを全うすることができました。本当に
有難うございました。

1.

開催事業
開催場所

公益社団法人大垣青年会議所　正会員　42名

事業内容

2017年 9月9日（土）　

3.

開催事業 第58回岐阜ブロック大会2017への参加推進（9月度中間例会）

2月度例会の企画・運営
大垣フォーラムホテル
2017年2月11日(土)　16:30～18:30
公益社団法人大垣青年会議所　正会員　45名

2月度例会の企画・運営 

開催日時
参加人数

開催場所

2. 12月度例会の企画・運営 

開催日時 2017年12月3日(日)　14:30～15:26
公益社団法人大垣青年会議所　正会員　47名

県内各地会員会議所　17名

開催事業 12月度例会の企画・運営
開催場所 ザ・グランドティアラ　ゲストハウス　モントレゾール

特別会員　1名

事業内容 講師名：　JCI　2011年度会頭　原田　憲太郎　氏
演題：　「一人ひとりが次なる一歩を踏み出すために～世界に広がる青年会議所の持つ無限の可能性～」

特別会員　1名
新入会員予定者　3名
次年度の岐阜ブロック協議会の思いを聞くことで次年度への気持ちを新たにすると共に、今年度ご卒業される5
名の方々の壇上での姿や卒業式後に頂いたメッセージからその想いを引き継ぎ、今後の活動に繋げる糧とす
ることができました。また、GIFU‐フェス in 羽島「ぎふの魅力まん祭」に参加することで、県内各地の魅力に気づ
き、地域への誇りや愛着を高めることができた。

開催事業 適正審査

第58回岐阜ブロック大会2017への参加推進（9月度中間例会）

開催日時

開催日時 2017年1月1日(日)　～　2017年1月31日(火)

不二羽島文化センター　スカイホール

開催場所 大垣市青年の家　

開催場所 西美濃地域

参加人数



(2)Web媒体(ホームページ並びにFacebook)を利用した情報の発信をしました。
(3)機関紙の発行（1月）をしました。

寄港地お出迎え
開催場所 中国（上海）
開催日時 2017年5月30日(火)　～　2017年6月1日(木)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　13名
事業内容 乗船者を寄港地で出迎えることにより労を労い激励しました。

開催事業 広報管理に関する事業

一般団員　11名
事業内容 岐阜ブロックから乗船する一般団員同士の交流を深めて頂くことで、乗船に向けたモチベーションのアップを図

り、事業に対する参加目的意識の更なる向上を図りました。

（8） 開催事業

（5） 開催事業 結団式

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　7名

開催場所

開催日時 2017年2月24日(金)　19:30～20:51
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　14名

（3） 開催事業 LOMオリエンテーション

八百津町B＆G海洋センター
開催日時 2017年3月26日(日)　13:00～16:45

一般団員　11名
事業内容 第44回JC青年の船「とうかい号」一般団員にとうかい号事業について理解する場を設けることで、より一層参加

目的意識を向上して頂くと共に、乗船者と大垣青年会議所の会員との友情を深める機会としました。

（4） 開催事業 ブロックオリエンテーション

開催場所 JCルーム
開催日時 2017年3月16日(木)　19:30～21:00
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　12名

開催日時 2017年3月16日(木)　13:00～16:45
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　7名

一般団員　11名
事業内容 洋上研修を共にするチームの一般団員とJC団員との交流を図り、研修への一歩として頂きました。

一般団員　11名
事業内容 一般団員として乗船して頂くのに適正であるかどうかを審査しました。

愛知県産業労働センター　ウインクあいち開催場所

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　30名

一般団員　11名
事業内容 第44回JC青年の船「とうかい号」一般団員とJC団員に乗船を前に決意を新たにして頂く場とする共に、会員に

は乗船者に対する激励の気持ちを持って臨んで頂くことで、互いに一つの事業に参加している意識を持って頂
きました。

特別会員1名

（6） 開催事業 LOM壮行会
開催場所 こみゅれす美濃味匠
開催日時 2017年5月19日(金)　19:15～20:06

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1名
一般団員　11名

事業内容 会員が乗船者のお見送りをすることで、乗船前の不安を少しでも晴らして頂き、事業に対するモチベーションを
上げて頂き、乗船者の目標が研修を通して達成できるようにしました。

（7） 開催事業 出航式
開催場所 名古屋ガーデンふ頭
開催日時 2017年5月28日(日)　16:00～16:30

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　28名
一般団員　11名

事業内容 研修を通して成長した乗船者の労をねぎらい、研修の経験を共有しました。

（9） 開催事業 帰港式
開催場所 名古屋ガーデンふ頭
開催日時 2017年6月3日(土)　12:30～14:31

（10） 開催事業 LOM帰国報告会
開催場所 JCルーム
開催日時 2017年6月23日(金)　19:30～20:27

2017年1月1日～2017年12月31日

5. 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。

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　36名
一般団員　11名

事業内容

開催場所 Web媒体上及び1月度例会
開催日時

乗船者の労を労うと共に、成長した乗船者の姿や報告を通して、成果を共有しました。



（11） 開催事業 第42回日本JCじゃがいもクラブ中日本地区大会
開催場所 浜松シーサイドゴルフクラブ
開催日時 2017年5月15日(月)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　2名

（13）

開催場所 台湾　花蓮市

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　58名

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　1名

（3）
開催場所 モンゴル(ウランバートル)

（10） 開催事業 第21回岐阜ブロックサッカー大会
開催場所 数河グラウンド 古川ラグビー場
開催日時 2017年9月16(土)

開催事業 大垣JC・各務原JC交流事業
開催場所 各務原カントリー倶楽部

開催日時 2017年8月11日(金)　13:00～17:30

開催日時 2017年6月8日(木)　～　2017年6月11日(日)

開催場所 岐阜都ホテル
開催日時 2017年2月4日(土)　15:30～16:30
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　41名

開催場所 愛知県体育館

開催事業 ASPAC

（5） 開催事業 東海フォーラム2017

公式訪問

6. JCI、日本ＪＣ及び対外事業の窓口及び参加推進

（6） 開催事業 第66回全国大会　埼玉中央大会
開催場所 さいたまスーパーアリーナ

（8） 開催事業 第51回岐阜ブロックじゃがいも大会

開催場所 国立京都国際会議場
（1） 開催事業 京都会議

開催日時 2017年9月28日(木)　～　2017年10月1日(日)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　19名

開催日時 2017年1月19日(木)　～　2017年1月22日(日)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　38名

（2） 開催事業

開催場所 オランダ(アムステルダム)
開催日時 2017年11月6日(月)　～　2017年11月10日(金)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　1名

（7） 開催事業 JCI世界会議

開催日時 2017年9月2日(土)
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

開催場所 ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部
開催日時 2017年5月17日(水)

シニアクラブ　1名
新入会員予定者　2名

7. 花蓮JCとの交流に関する事業

（1） 開催事業 花蓮國際青年商會訪問

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員13名

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　7名

（9） 開催事業 第55回岐阜ブロック野球大会
開催場所 坂祝町総合運動場

シニアクラブ　1名
新入会員予定者　2名

（12） 開催事業 東海地区野球大会
開催場所 小牧市民球場
開催日時 2017年7月30日(日)

公益社団法人大垣青年会議所　正会員　10名

開催日時 2017年10月11日(水)

（4） 開催事業 サマーコンファレンス2017
開催場所 パシィフィコ横浜
開催日時 2017年7月22日(土)　～　2017年7月23日(日)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　39名

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　11名
シニアクラブ　5名



（2） 開催事業 趣味の会の会員募集

（2） 花蓮JCとの交流に関する事業の報告書の作成を行いました。

開催日時 2016年12月10日(土)　～　2016年12月22日(木)

シニアクラブ　1名

開催日時 2016年11月27日(日)　～　2016年12月9日(金)
事業内容 趣味の会の設立を募り、その趣旨、内容について確認しました。

公益社団法人大垣青年会議所　正会員　12名

事業内容 花蓮市にてシスター会議を行いました。シスター会議ではぞれぞれ事業報告をした後、理事長同士、国際委員
長同士の記念品交換を行いました。また、今後の交流事業の在り方に関して課題提起を行いました。

開催日時 2017年8月20日(日)　～　2017年8月22日(火)
参加人数

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　17名

大垣JCじゃがいもの会
代表者　中村　佳守雄

（1） 開催事業 大垣JCシニアクラブ対抗じゃがいも大会
活動報告

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　6名

（2） 開催事業 練習
開催場所 フットサルアリーナ本巣

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　11名

開催場所 関ヶ原カントリークラブ
開催日時 2017年5月11日(木)

8. 趣味の会の窓口

（1） 開催事業 趣味の会の設立

事業内容 趣味の会各代表より趣味の会の活動報告をして頂き、報告資料を作成しました。

①

事業内容 設立された趣味の会の会員を募集しました。

（3） 開催事業 趣味の会の活動報告の取り纏め
開催日時 2017年12月

シニアクラブ　11名

シニアクラブ　1名

開催場所 フットサルアリーナ本巣
開催日時 2017年8月17日(木)

② サッカー部
代表者　長野　匠吾

（1） 開催事業 練習
活動報告

開催場所 フットサルアリーナ本巣

シニアクラブ　1名

開催日時 2017年9月7日(木)

（4） 開催事業 練習

開催日時 2017年8月24日(木)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　6名

（3） 開催事業 練習

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　6名
シニアクラブ　1名

シニアクラブ　1名

（5） 開催事業 第21回岐阜ブロックサッカー大会
開催場所 数河グラウンド 古川ラグビー場

開催場所 フットサルアリーナ本巣
開催日時 2017年9月14日(木)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　5名

開催日時 2017年9月16日(土)

③ 勝負師の会
代表者　下里　蔵重

（1） 開催事業 京都競馬場への参加
活動報告

シニアクラブ　5名

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　3名
シニアクラブ　2名

開催場所 京都競馬場
開催日時 2017年11月11日(土)



開催場所 高田水産

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　10名
シニアクラブ　7名

開催場所 大垣南球場
開催日時 2017年4月21日(金)

2017年8月27日(日)

開催場所 五右衛門
開催日時

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　12名

公益社団法人大垣青年会議所　正会員　6名
シニアクラブ　5名

9.

シニアクラブ　1名
新入会員予定者　2名

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　9名

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　6名
シニアクラブ　3名

参加人数

（2） 開催事業 納会
開催場所 一とり
開催日時 2017年12月29日(金)

（2） 開催事業 練習
開催場所 大垣南球場

④ 野球部
代表者　説田　晶

（1） 開催事業 OB戦
活動報告

新入会員予定者　1名

（4） 開催事業 岐阜JC練習試合

シニアクラブ　1名
新入会員予定者　2名

開催場所 岐阜八ツ草球場

開催日時 2017年7月24日(月)

（3） 開催事業 東海地区野球大会
開催場所 小牧市民球場

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　8名
シニアクラブ　1名
新入会員予定者　1名

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　10名
開催日時 2017年7月30日(日)

（5） 開催事業 第55回岐阜ブロック野球大会
開催場所 美濃加茂
開催日時 2017年9月2日(土)

開催日時 2017年8月28日(月)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　9名

シニアクラブ　1名
新入会員予定者　2名

（1） 開催事業 第1回ラスト侍

(2)各委員会と連携しました。

活動報告

各委員会との連携

事業内容 (1)会員拡大実行委員会へ参画しました。

代表者　栗田　紀久

開催日時

活動報告 今年度は活動を行いませんでした。

開催日時 2017年12月27日(水)

⑥ 居酒屋の会

シニアクラブ　8名

（3）

ご家族　20名

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所　正会員　11名

開催事業 第3回ラスト侍
開催場所 鈴乃屋

（2） 開催事業 第2回ラスト侍

2017年5月25日(木)

シニアクラブ　7名

⑤ ラスト侍
代表者　近藤　真司



養老公園芝生広場

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。

開催場所
開催日時

各事業記録の整理・保管をしました。

JCルーム

公益社団法人大垣青年会議所正会員39名、特別会員1名

基本資料･定款及び会員名簿の作成と管理に関する事業

(1)
(2)

各事業写真の保管をしました。
議案書の保管をしました。

事業内容 2017年度の大垣青年会議所が歩む道を理事長より熱く発信して頂き、御臨席頂きました皆様に新たな運動
への理解を深め、より一層の関心を持って頂き、会員が組織として結束を強め情熱を持って行動するための
契機とすることができました。

11月度例会(事前説明会)

参加人数
事業内容

公益社団法人大垣青年会議所正会員43名、特別会員 1名　新入会員予定者6名

4.

参加人数

開催事業
開催場所

　総務周年委員会は会員一人ひとりが青年会議所運動に邁進するための正確かつ円滑な組織運営に留まらず、周年記念事業
の企画・運営を通して率先して地域の活性化を図れるよう努めてきました。
　1月度例会は2017年最初の例会として、厳粛な雰囲気の中で創立65周年を迎える大垣青年会議所が歩む道を理事長より内
外の参加者に力強く発信して頂き、新たな道への第一歩を踏み出すことができました。
　11月度例会は2017年最後の対外事業である創立65周年記念事業と、事業を全会員で取り組み成功させるための事前説明会
の2部構成で行いました。事前説明会ではこれまでの65年の道を振り返り、これから我々が進んでいくべき道を考えると共に、創
立65周年記念事業の趣旨と会員の担いについて理解を深め、士気を高めて頂くことができました。創立65周年記念事業では地
域住民、行政、企業、関係諸団体と連携し、住民が主役の事業を開催しました。関係者全体のバランスを取るのは困難でした
が、何度も打ち合わせを重ね、事業内容の精査を繰り返せたことで多数の来場者に地域の歴史や自然を感じ、地域の未来を考
えて頂くことができ、合唱者の子どもたちにとっても思い出に残る事業とすることができました。
　基本資料・定款及び会員名簿の作成と管理、情報管理、総会及び理事会の設営・運営、公益法人格制度に関する運営・手
続、財務管理など会務運営全般においては、「正確かつ円滑」に行うことの重要性と難しさを実感しましたが、会員の皆様のご協
力を頂きながら進めることができました。
　一年間を通して止まることなく3名の副委員長と多くの委員会メンバーと一緒に駆け抜けられたことは一生の思い出となり、自信
になりました。
　最後になりますが、会員の皆様、地域住民、行政、企業、関係諸団体の皆様から多大なるご協力を頂きました事、厚く御礼申し
上げます。

2017年11月12日(日)　11:55～15:59
参加人数

11月度例会(創立65周年記念事業)

　来賓12名、顧問1名、来訪JC（公益社団法人各務原青年会議所）5名、大垣JCシニアクラブ会員54名

開催事業

委員長名

2017年10月3日(火)　19:00～20:22

卯田　貴大

一年間を振り返って

2. 11月度例会の企画・運営(創立65周年記念事業)

1月度例会

1月度例会の企画・運営(新年互礼会)

開催日時
開催場所

5.

総務周年委員会　事業報告

担当名
委員会名

会務運営
総務周年委員会

大垣フォーラムホテル　3F　雲海の間
2017年1月17日(火)　式典の部:18:01～18:58(17:30開場)　懇親会の部:19:12～20:40

1.

　公益社団法人大垣青年会議所正会員52名、特別会員1名

3.

開催日時

(1)

事業内容

(2) 開催事業

事業内容

情報管理のための事業

通常総会及び臨時総会の設営･運営

(3)
(4)

(1)
(2)

事業内容

式典の部　124名
　来賓12名、顧問1名、来訪JC（公益社団法人各務原青年会議所）5名、大垣JCシニアクラブ会員53名
　公益社団法人大垣青年会議所正会員52名、特別会員1名

懇親会の部　125名

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

過去の周年記念事業と61期から65期の活動を振り返り、創立65周年記念事業の説明と会員の当日役割分
担の説明を行い、創立65周年記念事業の趣旨と会員の担いについて理解を深め、士気を高めて頂く機会と
することができました。

西美濃地域の子どもたちによる合唱と未来の夢や想いを発表する未来へつなぐメッセージにより、来場者に
地域の歴史や自然を感じ、地域の未来を考えて頂き、創立65周年を迎えた大垣青年会議所の存在と活動
内容について力強く発信できました。

西美濃地域住民950名



各委員会と連携しました。

(2) 議事録の作成をしました。

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所正会員58名(内訳:本人出席40名　委任状出席18名)、特別会員1名　
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。

(2) 議事録の作成をしました。

開催事業

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所正会員58名(内訳:本人出席38名　委任状出席20名)、特別会員1名

ロワジールホテル　3F　ソーレA

事業内容 (1) 臨時総会の設営・運営を行いました。

事業内容 (1) 臨時総会の設営・運営を行いました。

開催場所
第3回　臨時総会

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所正会員58名(内訳:本人出席35名　委任状出席23名)、特別会員1名　
事業内容 (1) 通常総会の設営・運営を行いました。

(4)
(5)
(6)

(2) 議事録の作成をしました。

(6)
(7)

公益法人格取得団体としての運営・手続を行いました。

例会及び事業等の配布物準備をしました。

預り金の管理をしました。

(2)
事業内容 (1) 会員拡大実行委員会へ参画しました。

中間決算及び年度末決算をしました。

9. 財務管理に関する事業

一般会計、基金会計、特別会計の管理をしました。
基金運用計画に基づく資金管理をしました。
予算立案に伴う業務を行いました。
予算、決算及び各事業の変更に伴う業務を行いました。

事業内容 (1)
(2)
(3)

事業内容 (1)

(2)
(3)
(4)

事業内容 (1)
(2)

(4)
(5)

各事業及び各委員会の出欠席の管理をしました。
(3)

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

第2回　臨時総会
大垣市民会館　3F　大会議室
2017年6月9日(金)　19:00～19:45

事業内容 (1)

開催事業 第1回　臨時総会
大垣市民会館　3F　大会議室
2017年3月30日(木)　18:00～18:45

(5)

開催日時

開催事業

2017年7月31日(月)　18:08～19:11

開催日時

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所正会員58名(内訳:本人出席32名　委任状出席26名)

開催事業
開催場所

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58名(内訳:本人出席36名　委任状出席22名)、特別会員1名

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。

開催場所
開催日時

開催事業 通常総会
ロワジールホテル　3F　ソーレA
2017年1月30日(月)　18:00～19:00

6. 理事会運営に関する事業

7. 大垣青年会議所の運営全般に関する事業

マニュアルに基づく議案上程の周知を行いました。

事業内容

大垣市民会館　3F　大会議室
2017年11月30日(木)　19:00～20:20

情報公開に関する管理を行いました。

8. 公益法人格制度に関する運営・手続

理事会の準備及び設営を行いました。
議事録の作成をしました。
理事会資料の配信をしました。

開催場所
開催日時

10. 各委員会との連携

事務局の管理・運営を行いました。
弔事に関する運営を行いました。
定款・運営規則等の規程の精査をしました。
メーリングリストの構築・管理を行いました。

第4回　臨時総会



　本年度、ツール・ド・西美濃支援実行委員会は、大会成功に向け、実行委員会並びに本部会への支援を行いました。第1回本
部会より参加し大会の進捗状況を確認し、会員との情報共有に努めて参りました。また、大会告知の支援を行い、Facebookの
シェア拡散のお願いやポスターの配布を行いました。
　東海3県外対象で先着100名の参加募集を行った「ようこそ西美濃エントリー」では定員に達し、同時に、抽選募集で行った一
般エントリーでは定員500名の中675名の申込みがあり、本大会の認知度の高さや参加者からの期待の高さを感じることができま
した。大会前日の設営においては、台風の接近が心配される中での設営にも関わらず、多くの方々にご協力を頂き、誠に有り難
う御座いました。大会当日は台風接近のため、大会参加者の安全を第一に考えやむを得ず中止となりましたが、記念品とおもて
なし品の一部の受け渡しを行い、333名の参加者が来場されました。ショートカットコースによる大会開催となった昨年の経験を活
かし、おもてなし品の搬入や受け渡しを円滑に行うことができました。
　今年度、ツール・ド・西美濃2017は中止となりましたが、大会開催までの過程において、行政や各諸団体とのコミュニティネット
ワークをより強固にすることができ、ツール・ド・西美濃開催趣旨に大きく貢献することができたと考えます。屋外で行う事業ですの
で、事業を継続していけば必ず通る道でもあります。最後になりますが、皆様のご協力をもちまして、1年間無事に終えることがで
きました。今後、ツール・ド・西美濃をより良い大会にしていくためにも、この経験をしっかりと次年度へと引継いで参ります。皆様
のご協力、誠に有り難う御座いました。

Facebookのシェア拡散のお願い並びにポスターの配布

西美濃地域全体

1.

一年間を振り返って

参加人数 16名

参加人数

2.

ツール・ド・西美濃支援実行委員会　事業報告

担当
委員会名 ツール・ド・西美濃支援実行委員会

委員長名 河合 刀記夫

2017年１月10日（火）～2016年12月8日（金）　15：30～16：30
24名
ツール・ド・西美濃201７ 本部会への参加

開催場所
開催日時

事業内容

第1回本部会 ～ 第11回本部会
大垣市民会館　ＪＣルーム

2017年9月16日（土）　8：00～12：00

大会の告知支援

開催場所

事業内容 メイン会場、おもてなしステーションの設営

3.

事業内容

開催日時

ツール・ド・西美濃2017　前日設営


