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一年間を振り返って

　本年度、グランドデザイン実現委員会は、地域住民が当事者意識を持ち故郷を愛する心を育むことで住民が主役のまちづくりを推
進すること、並びに2020年以降の大垣青年会議所の運動の方向性がどうあるべきか、その方向性を示すべく邁進してきました。
　4月度例会では、「大野町まちづくりアイデア」の募集と発表、及び小林さやか氏とゴルゴ松本氏による講演の2本立てで開催しまし
た。「大野町まちづくりアイデア募集」においては、大野町内の中学生504名からアイデアを頂き、募集した全アイデアを大野町長並
びに大野町教育長に提出し、絶賛を頂くことができました。これだけ多くのアイデアを行政に直接届けることができたことは、今後の
町政の参考にして頂くという意味だけではなく、将来を担う子ども達が地域の未来を考える意義深い事業とすることができました。ま
た、小林さやか氏の講演並びにゴルゴ松本氏の講演においては、当事者意識を育むという意味で、自分の将来に対して夢や目標
をもち夢中になることの大切さを考えることができました。
　7月度例会では、Instagram を活用した写真コンテストと講演会を開催しました。この事業は、SNS 上で地域の魅力を自ら発見し投
稿して頂くことを通じてその魅力を発信するという新しい取り組みとなりました。そして、作品応募総数は1019点となり、西美濃地域の
多くの魅力を集めることができました。また、事業の実施手法や広報手法を工夫することにより、若者や写真愛好家など新たな層へ
の参加推進を行うことができたと共に、各種メディアを活用し、地域の魅力を地域内外に広く発信することができました。
　最重点事業の推進については、2020年以降の新たな運動の方向性について最重点事業会議を実施すると共に、報告書としてま
とめました。報告書の作成にあたっては、大垣青年会議所が西美濃地域のためにどのような運動ができるのか、また、西美濃地域か
ら今後どのような運動が求められているのか、非常に考えさせられる事業となりました。その中で、これまでの時代もこれからの時代も
地域が最終的に求める姿、目指すべき姿という理想像は変わらないのではないかと感じました。それぞれの時代で具体的に求めら
れる活動に違いはあるかもしれませんが、西美濃地域の最終的な理想像の実現に向けて、今後も更に地域から必要とされる存在と
なっていくためのネットワーク、人づくり、まちづくりを推進していくことが大切であると同時に、会員も時代と共に変遷していく中で、
引き続き議論を重ね理解し、私達会員自身が常に運動指針について継続的に考えていく必要性も感じました。
　最後になりますが、会員の皆様、地域住民、行政、関係諸団体の皆様から多大なるご協力を頂きましたことを厚く御礼申し上げま
す。ありがとうございました。

1. 4月度例会の企画・運営
開催事業 4月度例会 「夢～支え合いが未来を創る～」
開催場所 大野町総合町民センター　ふれあいホール
開催日時 2018年4月15日(日) 11:00～16:34
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員45名、西美濃地域住民448名
事業内容 第1部 「大野町まちづくりアイデア発表」 大野町内中学生3名によるまちづくりアイデアの発表を行うと共に、

応募頂いた全アイデアを大野町長、並びに大野町教育長に提出しました。
第2部 講師名：小林 さやか 氏

演題：やればできるからできるへ
講師名：ゴルゴ松本 氏
演題：命の授業

2. 7月度例会の企画・運営
開催事業 7月度例会 「NISHIMINO LOVERS インスタ映えコンテスト ～いいとこあるやん！西美濃～」
開催場所 関ケ原ふれあいセンター 小ホール
開催日時 2018年7月29日(日) 13:00～16:57
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員38名、西美濃地域住民56名

3. 最重点事業の推進

事業内容 第1部 「フォトコンテスト優秀作品発表」 応募作品1019点の中から事前審査により80点を優秀作品として選
出し、発表しました。

第2部 講演会
講師名：もろんのん 氏

開催日時 2018年11月6日(火) 18:58～20:28

演題：写真の撮り方、魅力の伝え方講座
第3部 「フォトコンテスト表彰式」 事前審査通過作品80点の中から最優秀賞１点、主催者賞1点、特別審査

員賞1点、優秀賞4点を選出し、後日、株式会社岐阜放送並びにWao!clubにて作品を発信しました。

(1) 開催事業 最重点事業の推進(最重点事業会議)
開催場所 JCルーム

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員33名
事業内容 2010年代運動指針への理解を深め、これまで行ってきた最重点事業を振り返ると共に、2020年以降の運動指

針となる地域みらいビジョン(仮)及び短期ビジョンを提示することで、会員が今後の運動の方向性について真剣
に考える場とすることができました。

(2) 開催事業 最重点事業の推進(報告書の配布)
開催場所 メールにて配信
開催日時 2018年11月30日(金)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員56名(メール配信)
事業内容 2010年代運動指針の背景と目的や、これまで行ってきた最重点事業の内容、そして2020年以降の運動指針と

なる地域みらいビジョン(仮)及び短期ビジョンを報告書としてまとめ全会員へメールにて配信すると共に、アン
ケートを実施し、会員一人ひとりの運動に対する思いを確認することができました。



4. 各委員会との連携
事業内容 （1）各委員会と連携しました。



大垣市(スタート、ゴール) 浅中公園総合グラウンド
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
大野町(おもてなしステーション3) パレットピアおおの
池田町(おもてなしステーション4) 道の駅 池田温泉
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
揖斐川町(WC) 華厳時
関ケ原町(WC) 妙応寺

各委員会との連携

各委員会と連携しました。

西美濃連携推進委員会 年間事業報告

室 西美濃連携室
委員長 寸田 就雅

委員会 西美濃連携推進委員会

一年間を振り返って
 ツール・ド・西美濃は非常に多くの人によって成り立ち支えられています。事前の企画、準備から大会当日も行政、
他団体、市町民、大垣青年会議所の一人ひとりが役割を全うし、手を携えて行っていかねば大会の成功は有り得ませ
ん。本年は形式的な連携ではなく本来のあるべき連携をより深めるために、特に行政と大垣青年会議所の連携強化に尽
力しました。
 例年と異なり今年は、行政にリーダー的な役割も担ってもらい、当事者意識を持って情報発信を含め活動して頂きま
した。その結果、行政のその姿が他へ伝播され、企画、運営をする皆に大いに活気がもたらされました。また、本来の
あるべき連携をより進めるために、利他の精神に基づき、利害関係から離れ、見返りを求めない布施の心で行うことを
心掛けました。事業説明会では「言われたからやるのではない、自分達のプライドでやるのではない、西美濃のために
やるのだ。」と上述の想いを強調しました。多くの方が己を律し、施し手となり連携を深め、西美濃の魅力発信に尽力
して頂きました。その結果、今までよりも一層、行政区を越えた行政同士の連携、行政と大垣青年会議所の連携が生ま
れる結果となり、「真の西美濃連携」に近づき大会を成功へ導けました。
 また真の民主主義社会の推進に関する事業では、選挙候補者へ直接インタビューをさせて頂き、そのメッセージを広
く発信することに努めました。そして、地域住民が自分達の地域はどうあるべきか、どのような地域が望ましいのかと
考え、意見を持つことに寄与できました。それは必ずや活気ある住民主体のまちづくりに繋がって行くと信じていま
す。
 この一年間をとおして、私自身が西美濃への郷土愛を大変深めることができました。多くの方々の支えにより自分が
生かされていると実感した一年でした。深く感謝を申し上げます。誠にありがとうございました。

1. 9月度例会の企画･運営

(2) 開催事業 ツール・ド・西美濃2018への参加･協力(通常開催時)

(1) 開催事業 ツール・ド・西美濃2018 事業説明会
開催場所 大垣市民会館 JCルーム
開催日時 2018年9月3日(月) 19:00～20:30
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員40、 新入会員予定者5名
事業内容 事業説明会では行政の担当者にOSリーダーを担って頂き、OS別打ち合わせを行う手法を取り入

れ、配置やオペレーション、動線などを具体的に確認し合うことができました。OSオペレーショ
ン寸劇や活発な意見交換により連携が深まり、各自が西美濃のために何を自分はするのかと当事
意識を高め、西美濃の魅力を発信するための万全の準備ができました。

開催日時 2018年9月16日(日) 3:00～18:30

開催場所 大垣市浅中2-11-1
海津市海津町萱野205-1 
安八郡安八町氷取161
揖斐郡大野町大字下磯 313- 2
揖斐郡池田町片山1953-1
不破郡関ケ原町大字関ケ原894-58
安八郡輪之内町四郷2530-1
揖斐郡揖斐川町谷汲徳積23  
不破郡関ケ原町今須2591-1

ツール・ド・西美濃2018 通常開催コース

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員48名、新入会員予定者13名
事業内容 今年で第5回を迎えるツール・ド・西美濃2018に参加･協力し、行政とより深く連携を行い、共に

大会を作り上げることができました。特に西美濃の魅力を具体的に棚卸しをし、それをコース上
のPRパネルやインスタパネルとして、共に力を出し合い手を携え西美濃の魅力発信へ繋げること
ができました。

2. 真の西美濃連携及び情報発信による地域活性化に向けた事業

4.

事業内容 (1) ツール・ド・西美濃実行委員会と連携し、主体的に参画することで西美濃の魅力発信に寄与しました。

(2) ツール・ド・西美濃実行委員会及び本部会へ参画し、諸団体と連携を深め共に西美濃の魅力を発信しま
した。

3. 真の民主主義社会の推進に関する事業

事業内容 (1)

事業内容 (1) 岐阜ブロック協議会との連携として、e-みらせんに大野町長選挙候補者インタビューを掲載し、真の民主
主義社会の推進に関するホームページの運営を行いました。

(2) 選挙啓発の推進において、西濃地域で行われた選挙(大野町、神戸町)の候補者インタビューを、真の
民主主義社会の推進に関するホームページに掲載し、自由に閲覧できるようにすることで、住民一人ひ
とりが当事者意識を持ち社会参画できる環境づくりに寄与しました。(養老町長選挙においては、候補者
がインタビューを辞退しました。)



一年間を振り返って
 今年度、青年ネットワーク委員会は 西美濃地域の関係各諸団体、行政、企業等と手を携え各事業に取り組むことで連
携をより深め、西美濃地域活性化への一助とするために、一年間活動して参りました。
 8月度例会は第34回水門川万灯流しに参加・協力しました。今年は市制100周年の事業と合同開催のため、例年よりも
万灯の流し出しの時間が遅くなりましたが、暗闇の中を万灯が流れ、東外側橋の手筒花火とコラボレーションすること
により、幻想的な空間が演出されました。また、水門川万灯流し実行委員会と連携をして関係各諸団体をチームに分
け、一緒に事業を行うことができました。10月度例会は、第45回十万石ふるさとまつりに参加・協力しました。例年よ
りも練り歩き時間が1時間ほど短縮されたことにより、企業みこしや子供みこしの円滑な運営が必要となりました。大
垣市青年のつどい協議会としてみこしを担がず、運営側として参加し、子供みこしや企業みこしの帯同を行いました。
帯同を行うことで地域の企業の活気に触れ、会員の皆様に地域愛を感じて頂けたと確信しております。西美濃地域の未
来を担う青年の海外派遣では、この事業に理解のある企業や行政、先輩諸兄のご協力もあり、12名という多くの青年を
第45回JC青年の船「とうかい号」に輩出することができました。一般団員が多くの事業を経験することにより、積極的
に意見ができるようになり、前向きな姿とコミュニケーション能力の向上を感じることができました。
 今後も行政や企業、関係各諸団体と交流を図るには、大垣青年会議所から積極的に行動し、交流を図っていくことが
必要だと考えます。最後になりますが、今年度多くの事業にご参加・ご協力を頂きましたこと、会員の皆様に厚く御礼
申し上げます。一年間ありがとうございました。

1. 8月度例会の企画・運営

青年ネットワーク委員会 年間事業報告

室 西美濃連携室
委員長名 原 秀輔

委員会 青年ネットワーク委員会

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員48名、新入会員予定者15名
事業内容 第34回水門川万灯流しに参加・協力しました。水門川万灯流し実行委員会と連携をして各団体を

チームに分け、関係各諸団体と一緒に事業を行うことができました。

2. 10月度例会の企画・運営

開催事業 8月度例会
開催場所 貴船広場より水門川周辺一帯(第34回水門川万灯流しへの参加・協力)
開催日時 2018年8月4日(土) 11:40～21:24

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員45名、新入会員予定者10名
事業内容 第45回十万石ふるさとまつりに参加・協力しました。大垣市青年のつどい協議会としてみこしを担

がず、運営側として参加し、子供みこしや企業みこしの帯同を行いました。

3. 西美濃地域の未来を担う青年の海外派遣

開催事業 10月度例会
開催場所 大垣駅前通り一帯（第45回十万石ふるさとまつりへの参加・協力）
開催日時 2018年10月7日(日) 12:30～18:05

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員56名
事業内容 西美濃地域内の行政や企業を訪問し、「とうかい号」の事業の意義や内容を説明し、一般団員の派

遣をお願いしました。

(2) 開催事業 適正審査

(1) 開催事業 乗船者の募集
開催場所 西美濃地域
開催日時 2018年1月1日(月) ～ 2018年1月31日(水)

公益社団法人大垣青年会議所 正会員11名
事業内容 大垣青年会議所一般団員として第45回JC青年の船「とうかい号」に乗船して頂くのに適正であるか

審査を行い、応募者全員が適正であると認められました。

(3) 開催事業 LOMオリエンテーション

開催場所 大垣市青年の家 2F 第1教室・第2教室・小会議室
開催日時 2018年2月16日(金) 19:30～20:53
参加人数 一般団員 12名

公益社団法人大垣青年会議所 正会員13名
事業内容 「とうかい号」の事業について理解を深めることにより不安を取り除くと共に、乗船者同士また大

垣青年会議所会員と交流を図りました。

(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 2018年3月16日(金) 19:30～20:58
参加人数 一般団員12名

公益社団法人大垣青年会議所 正会員5名
事業内容 岐阜ブロックより乗船する一般団員同士、JC団員との交流を深めて頂き、参加目的意識の向上に繋

がりました。

開催場所 古川町公民館　2F大会議室
開催日時 2018年3月25日(日) 13:00～16:50
参加人数 一般団員12名



岐阜ブロックより乗船する一般団員同士、JC団員との交流を深めて頂き、参加目的意識の向上に繋
がりました。

(5) 開催事業 結団式

公益社団法人大垣青年会議所 正会員5名
事業内容 第45回JC青年の船「とうかい号」で一緒に研修を受ける一般団員及びJC団員と交流を図って頂き、

研修への意欲が向上しました。

(6) 開催事業 LOM壮行会

開催場所 岡崎市竜美丘会館
開催日時 2018年4月29日(日) 12:00～16:25
参加人数 一般団員11名

公益社団法人大垣青年会議所 正会員32名
事業内容 一般団員とJC団員に乗船を前に決意表明をして頂き、乗船目標を定めて頂きました。また、大垣青

年会議所会員からの激励により、一般団員に西美濃地域の繋がりを感じて頂きました。

(7) 開催事業 出航式

開催場所 こみゅれす美濃味匠
開催日時 2018年5月18日(金) 19:00～19:53
参加人数 一般団員12名

公益社団法人大垣青年会議所 正会員27名
事業内容 第45回JC青年の船「とうかい号」一般団員及びJC団員のお見送りをし、激励しました。

(8) 開催事業 寄港地お出迎え

開催場所 名古屋ガーデンふ頭
開催日時 2018年6月3日(日) 12:45～13:20
参加人数 一般団員12名

(9) 開催事業 帰港式
開催場所 名古屋ガーデンふ頭

開催場所 台湾 台中
開催日時 2018年6月6日(水)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員6名

開催日時 2018年6月10日(日) 14:00～14:30
参加人数 一般団員12名

公益社団法人大垣青年会議所 正会員35名
事業内容 第45回JC青年の船「とうかい号」一般団員及びJC団員のお迎えをし、労をねぎらいました。

事業内容 乗船者を台湾の台中でお出迎えし、労をねぎらいました。

参加人数 一般団員12名
公益社団法人大垣青年会議所 正会員34名

事業内容 LOM帰国報告会を通し、第45回JC青年の船「とうかい号」の魅力を共有しました。

4. 西美濃地域関係各諸団体との窓口及び協力

(10) 開催事業 LOM帰国報告会
開催場所 JCルーム
開催日時 2018年6月22日(金) 19:30～20:23

開催場所 大垣フォーラムホテル
開催日時 2018年1月8日(月) 9:00～11:00

開催事業 大垣市青年のつどい協議会 新年互礼会

(1) 西美濃地域関係各諸団体の各種事業の発信
・ 大垣市青年のつどい協議会

(2) 参加した主な事業
開催事業 大垣市成人式協力

開催場所 ソフトピアジャパンセンタービル3F
開催日時 2018年1月27日(土) 16:30～18:00

開催事業 大垣市青年のつどい協議会 45周年記念事業 事前全体練習

開催場所 大垣市中川ふれあいセンター
開催日時 2018年1月13日(土) 18:30～20:30

開催事業 大垣市2分の3成人式

開催場所 クインテッサホテル大垣 ソーレA・B
開催日時 2018年2月18日(日) 9:30～11:30

開催場所 西部研修センター
開催日時 2018年2月4日(日) 10:30～11:30

開催事業 大垣市青年のつどい協議会 45周年記念事業



開催事業 大垣市青年のつどい協議会　国内研修事業

開催場所 大垣八幡神社一帯
開催日時 2018年5月13日(日) 15:00～18:45(予定)　※雨天のため中止

開催事業 大垣市青年のつどい協議会 大垣市制100周年記念事業 チャレンジおおがき

開催場所 兵庫県尼崎市
開催日時 2018年2月24日(土)～2月25日(日)

開催事業 大垣市青年のつどい協議会　大垣まつり神輿渡し

開催場所 イオンタウン大垣 イースト棟2F コミュニティホール 　
開催日時 2018年7月15日(日) 10:00～16:00

開催事業 第34回水門川万灯流し 全体説明会

開催場所 大垣公園
開催日時 2018年6月3日(日) 11:00～12:00

開催事業 第34回水門川万灯流し 事前万灯制作教室

開催場所 貴船広場より水門川周辺一帯
開催日時 2018年8月4日(土) 11:40～21:50

開催事業 第46回みどりの街づくり写生大会　全体説明会

開催場所 大垣市青年の家 研修室
開催日時 2018年7月25日(水) 19:30～20:30

開催事業 第34回水門川万灯流し

開催場所 青年の家本館2階　第2宿泊室
開催日時 2018年9月27日(木) 19:30～20:40

開催事業 第46回みどりの街づくり写生大会

開催場所 大垣市青年の家 1階 研修室
開催日時 2018年9月14日(金) 19:30～20:30

開催事業 第45回十万石ふるさとまつり 全体説明会

開催場所 常葉神社
開催日時 2018年10月4日(木) 19:00～20:30

開催事業 第45回十万石ふるさとまつり

開催場所 大垣公園一帯
開催日時 2018年9月29日(土) 7:30～18:00(予定) ※台風のため中止

開催事業 第45回十万石ふるさとまつり みこし組立(大人・ 子ども)

事業内容 (1) 各委員会と連携しました。

開催場所 大垣駅前通り一帯
開催日時 2018年10月7日(日) 12:30～18:06

5. 各委員会との連携



一年間を振り返って
 人財開発委員会は、「己を律し、意識改革をすることで、今後の活動に熱い想いを持ち、率先して行動できる人財を
育成する」を基本方針にし、常に「挑戦」を念頭に置いて1年間活動して参りました。
 6月度例会では、講師に落合 博満氏をお招きし、己の価値への挑戦～オレ流に学ぶ強い組織の作り方～をテーマにご
講演を頂き、その後、井戸田 潤氏を交え、トークセッションを実施しました。個の成長が組織の強化に繋がることや
誰にも負けない自信をもつ努力をすることが「高い志と熱い想い」の源になるとご講演を頂きました。ご来場頂いた、
たくさんの一般参加者に組織を自ら変えていける可能性を感じて頂ける機会となりました。
 新入会員の指導においては、新入会員研修を例年よりも長い期間で実施することにより、モチベーションが下がらな
いようにしました。第1回～3回の研修では、伝統や規律、自分が属している団体が何を目指して活動しているのか、自
分の考えをどのように相手に伝えるかの技術を学びました。そして第4回目の研修では富士登山を行いました。当委員
会の準備不足や不手際により問題点はありましたが、挑戦することの大切さは伝えることができました。新入会員によ
る交流会の企画・運営の指導では、新入会員が実際に一から事業を構築することで、背景・目的を重点的に考える必要
性や想いを形にすることの難しさ、新入会員全員で一丸となって企画することの大切さを指導しました。新入会員全員
が、入会2年目に理事や出向の担いを受けたことが何よりも喜ばしいです。
 最後になりますが、人財開発という担いを全うするのに、当委員会メンバーでは力不足ではないかと自問自答が続く1
年でしたが、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ました。反省すべき点は多々ありま
すが、悔いはありません。会員の皆様には心より御礼申し上げます。

1. 6月度例会の企画・運営

人財開発委員会 年間事業報告

室 LOM創造室
委員長 日比野 豪

委員会 人財開発委員会

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員46名、西美濃地域住民765名

事業内容 講師名：落合 博満氏、井戸田 潤氏

演題：己の価値への挑戦　～オレ流に学ぶ強い組織の作り方～

開催事業 6月度例会
開催場所 大垣市民会館 ホール
開催日時 2018年6月23日(土) 12:00～16:33

開催日時 2018年1月12日(金） 19:00～21：00
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4名、

専務理事1名、理事21名、委員会メンバー3名

事業内容 経験豊富な現役メンバーからJCの基礎知識などをご教授頂いたことで、新入会員が今後の活動に積極的に参
画するための礎を築きました。

2. 新入会員の指導

（1） 開催事業 第1回新入会員研修
開催場所 JCルーム

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員36名
事業内容 講師名：坂上 功治氏

演題：VMV(Vision Mission&Values)

（3） 開催事業 第3回新入会員研修

（2） 開催事業 第2回新入会員研修
開催場所 ソフトピアジャパンセンター　10F 中会議室1　
開催日時 2018年3月19日(月) 19:00～21:00

事業内容 講師名：洞田 莉乃氏
演題：コミュニケーション講座

（4） 開催事業 第4回新入会員研修

開催場所 ソフトピアジャパンセンター　10F 中会議室1　
開催日時 2018年5月16日(水) 19:00～21:00
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員38名

開催場所 富士山
開催日時 2018年7月14日(土) 20:30～2018年7月15日(日) 11:51
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員31名
事業内容 グループ毎に登頂を目指し行動することで、困難を乗り越えるための力を身に付け、リーダーシップを学び、会

員とのコミュニケーションを図る必要性を知る機会となりました。



（5） 開催事業 京都会議への参加
開催場所 国立京都国際会館
開催日時 2018年1月20日(土)、21(日)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 新入会員5名、理事長1名、担当副理事長1名、担当理事3名、

委員会メンバー3名
事業内容 2018年度の日本青年会議所の方向性を知ると共に、その事業規模を知り、青年会議所の可能性を知る機会と

なりました。

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 細部にわたる部分まで議論をし、事業が構築されていることを知り、今後の理事会での答弁の仕方などを学ぶ

機会となりました。

（7） 開催事業 3分間スピーチの実施

（6） 開催事業 理事会へのオブザーブ出席
開催場所 JCルーム
開催日時 2018年4月～6月度理事会開催時

事業内容 3分間という限られた時間内に、自分の考えを相手に伝えるには、内容が整理され、話す技術が必要とされるこ
とを知る機会となりました。

（8） 開催事業 岐阜ブロックアカデミー2018への参加
開催場所 岐阜県可児市

開催場所 例会開催場所
開催日時 2018年2月度例会、3月度例会、5月度例会開催時
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 新入会員6名

3. 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 議案作成、議案上程セミナー

開催場所 JCルーム

開催日時 2018年6月24日(日）
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 新入会員3名
事業内容 LOMの事業だけで行えない内容の研修をブロック内の同年入会の新入会員と学ぶことで、新たな出会いと気

づきを得る機会となりました。

事業内容 総務委員長、第65期66期実行委員会メンバーから、注意点等を聞き、その場で質問することで、新入会員によ
る交流会の事業構築の一連のイメージをもつことができ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
開催場所 JCルーム

開催日時 2018年6月1日(金) 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6名、総務委員長1名、第65期実行委員長1名、

 副実行委員長1名、会計1名、第66期実行委員長1名、副実行委員長2名、会計1名、

 担当副理事長1名、担当理事3名、委員会メンバー2名

（3） 開催事業 人財開発委員会による議案確認、指導の実施
開催場所 JCルーム
開催日時 2018年6月 ～ 2018年12月

開催日時 2018年7月～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、理事長1名、直前理事長1名、監事3名、

 副理事長4名、専務理事1名、理事22名

事業内容 各会議に上程し、議案が目的を達成できるための内容となっているかを議論することで、想いを形にすることの
難しさを学ぶ機会となりました。

事業内容 (1)各委員会と連携しました。

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、担当理事3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。

4. 各委員会との連携



一年間を振り返って
 今年度は、会員拡大委員会として大垣青年会議所の魅力を熱意を持って伝えるために、面談、例会、異業種交流会な
ど、新入会員候補者との様々な交流の場を作り、一年間を通して活発な活動に取り組んできました。
 5月度例会では、一般社団法人中部産業連盟コンサルティング事業部主任コンサルタント柘植吉則氏をお招きし、全
会員が青年経済人として品格と技量を兼ね備えた魅力溢れる人財となるべく、またJAYCEEとして多くの対内外事業を
実施していくためにも事業計画の立案と事業を強力に推進することを学ぶ機会を創出することができました。
 会員拡大では、会員拡大全体会議を通して、会員拡大の必要性と重要性を理解して頂き、目標意識を共有するための
会議となり、全会員で会員拡大に向けて一丸となることができました。また6月、7月に開催させて頂いた異業種交流
会では、多くの新入会員候補者の方にご参加頂いたと共に、会員の皆様には積極的な交流を図って頂けたことで、新
入会員候補者が入会を決意するにあたり、大きな後押しになったと確信しています。
 今後の大垣青年会議所を持続的に発展させていくためには、会員拡大活動が必要です。大垣青年会議所の魅力を常に
発信し、入会したいと思える団体となることが必要不可欠です。
 最後になりますが、今年度多くの事業にご参加、ご協力を頂きましたこと、会員の皆様に厚く御礼申し上げます。一
年間ありがとうございました。

1. 5月度例会の企画・運営

会員拡大委員会 年間事業報告

室 LOM創造室
委員長 竹村 公作

委員会 会員拡大委員会

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員43名
公益社団法人大垣青年会議所 新入会員候補者(オブザーブ)6名

事業内容 一般社団法人中部産業連盟コンサルティング事業部主任コンサルタント柘植吉則氏をお招きし、大
垣青年会議所活動と企業活動を進める中で現状や将来を見直す術を学び、未来の方向性を定める機
会を創出しました。

2. 正会員及び賛助会員の募集

開催事業 5月度例会
開催場所 ソフトピアジャパン センタービル10階 中会議室1
開催日時 2018年5月23日(水) 19:00～21:04

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員56名
事業内容 全会員で大垣青年会議所の魅力を熱意と行動力で伝え、共鳴する同志を募集し、個と組織の成長を

図りました。

(2) 開催事業 会員拡大全体会議の開催

(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 2018年1月1日(月)～2018年12月31日(月)

(3) 開催事業 第1回異業種交流会の開催
開催場所 奥の細道むすびの地記念館多目的室1

開催場所 JCルーム
開催日時 2018年1月23日(火) 19:00～20:01
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員32名

開催日時 2018年6月12日(火) 19:00～20:30
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員33名

公益社団法人大垣青年会議所 新入会員候補者(オブザーブ)9名
事業内容 ユニバーサルエコロジー株式会社代表取締役社長石田友則氏をお招きし、ご自身の数々の失敗や苦

難を乗り越え、青年会議所において培った経験を社業にどのように活かしてきたのかを語って頂
き、新入会員候補者のJCへのイメージが良くなり、会員にとってもモチベーションの高まる異業種
交流会となりました。

事業内容 会員拡大の必要性と重要性を理解し、目標意識を共有するための会議となり、全会員で会員拡大に
向けて一丸とな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35名
公益社団法人大垣青年会議所 新入会員候補者(オブザーブ)13名

事業内容 岐阜青年会議所の歴代理事長であり、後藤木材株式会社代表取締役社長である後藤栄一郎氏をお招
きし、JCの説明からJCで学んだこと、またJC活動がどのように企業活動に繋がっているのかを詳し
く語って頂き、新入会員候補者のJCへのイメージが良くなり、会員にとってもモチベーションの高
まる異業種交流会となりました。

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

(4) 開催事業 第2回異業種交流会の開催
開催場所 奥の細道むすびの地記念館多目的室1
開催日時 2018年7月3日(火) 19:00～20:31

2018年7月10日(火)常任理事会にて
参加人数 理事長1名、副理事長4名、専務理事1名、担当理事2名
事業内容 募集の最中の5月度常任理事会と、締め切り後の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。

(2) 開催事業 新入会員予定者オリエンテーション

(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 2018年5月10日(木)常任理事会にて

　　　会員拡大委員会4名、新入会員予定者20名、推薦者17名
事業内容 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や趣旨を理解して参加する契機となりました。

開催場所 JCルーム
開催日時 2018年5月29日(火) 19:00～20:28

2018年7月24日(火) 19:00～20:32
参加人数 理事長1名、直前理事長1名、監事1名、副理事長4名、専務理事1名、委員長7名、



　事業内容

(3) 開催事業 新入会員予定者参加対象事業

事業内容 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。

(4) 開催事業 新入会員予定者の最終適正審査
開催場所 JCルーム

開催場所 参加対象事業開催場所
開催日時 2018年7月～12月
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員56名、新入会員予定者16名

4. 各委員会との連携

(1) 各委員会と連携しました。

開催日時 2018年12月10日(月) 19:00～21:27
参加人数 理事長1名、直前理事長1名、副理事長4名、専務理事1名、会員拡大委員会4名、

新入会員予定者16名、推薦者17名
事業内容 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。



　

情報管理発信委員会 年間事業報告

室 情報交流室
委員長 柳瀬 幸広

委員会 情報管理発信委員会

一年間を振り返って
  情報管理発信委員会は、人々が支え合う「真の西美濃連携」に向け、大垣青年会議所の事業や運動を幅広い層にご理
解頂き、一つひとつの事業が西美濃の未来に繋がっていることを伝えるため、戦略的且つ積極的な広報活動を行って参
りました。
　3月度例会では情報発信の手法が異なるお二方に講演して頂き、今後の大垣青年会議所にとって必要な情報発信の手
法を学ぶ機会となり、会員一人ひとりが広報に対する意識の向上へと繋げることができました。会員一人ひとりが情報
の発信者となることで、我々に賛同して頂ける地域住民が増えるきっかけとなり、今後の大垣青年会議所の運動が飛躍
するものと考えます。
　11月度例会では「NISHIMINO KIDSワークチャレンジ」と題し、西美濃地域の小学生親子を対象とし、様々な職業体験
を行って頂くと共に、大垣青年会議所の活動を知って頂く事業として開催しました。2018年度最後の対外事業として、
会員全員に役割を担って頂き、全員野球で一丸となり、おもてなしの心で来場者に接することで、子ども達の笑顔が溢
れ、また寄り添う多くの親御様からも感謝のお言葉を頂戴しました。そして、西美濃地域住民の皆様に大垣青年会議所
がどのような活動を行っている団体かを知って頂き、会員拡大活動の機会を創出し、地域愛醸成の一助となる例会とな
りました。
　一年間を通して、ホームページ、SNS、地域情報誌など、いろいろな広報に挑戦させて頂き、写真の撮り方、媒体ご
との伝わり方の違いなど、求められる広報の実現は容易ではなく、会員全員が広報の意識を持つことこそが有効的な広
報に繋がり、継続が不可欠であると実感しました。最後に、全ての事業が一委員会では実現できないものであり、会員
の皆様からの協力により成功へと導かれたことに感謝しております。ここで終わりではなく培ってきた経験を次年度に
引継ぎ、大垣青年会議所の未来へ貢献していきます。

1. 3月度例会の企画・運営

 当例会は大垣青年会議所の運動を魅力的且つ効果的に発信する為の広報を学ぶことを目的に「情報
発信力向上セミナー」を開催させて頂きました。地域情報誌とSNSと2つの局面からのアプローチか
らの情報発信の手法を学び、会員一人ひとりが広報に対する意識の向上へと繋げていくことができ
ました。

開催事業 3月度例会
開催場所 ソフトピアジャパン センタービル10階  中会議室
開催日時 2018年3月1日(木) 19:00～21:30
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員39名、新入会員候補者3名
事業内容 講師名：大島 斉 氏、坂田 誠 氏

演題：情報発信力向上セミナー

2. 11月度例会の企画・運営
開催事業 11月度例会 (NISHIMINO KIDSワークチャレンジ)
開催場所 大垣公園城西広場 常葉神社
開催日時 2018年11月17日(土) 10:00～16:52
参加人数 西美濃地域住民 381名、西美濃地域住民以外33名

公益社団法人大垣青年会議所　正会員42名、新入会員予定者8名
事業内容 11月度例会は「NISHIMINO KIDSワークチャレンジ」と題し、西美濃地域の小学生親子を対象とし、

様々な職業体験を行って頂くと共に、大垣青年会議所の活動を知って頂く事業として開催しまし
た。7つの職業体験ブースと大垣青年会議所紹介ブースを設け、西美濃地域住民の皆様に大垣青年会
議所とはどのような団体なのか、西美濃地域でどのような活動を行っているのかを知って頂き、実
際に体感し、魅力を伝えることで会員拡大活動の機会を創出し、地域愛醸成の一助となりました。

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)各委員会と連携しました。

開催場所 Web媒体上及び1月度例会
開催日時 2018年1月1日～2018年12月31日
事業内容 (1)ホームページの管理と運用を行いました。

(2)地域情報誌への掲載を行いました。
(3)機関紙の発行(1月)を行いました。
(4)SNS(Facebook、Instagram)を利用した情報発信を行いました。

4. 各委員会との連携



渉外委員会 年間事業報告

室 情報交流室
委員長 中村 慎治

委員会 渉外委員会

開催事業 2月度例会の企画・運営
開催場所 大垣フォーラムホテル
開催日時 2018年2月11日(日) 16:30～18:36

一年間を振り返って
　本年度、渉外委員会は青年会議所の目的を共有し伝統を受け継ぐと共に、出向者との連携を密に行うことで迅速に各
事業の情報を収集し、目的や意義を丁寧に伝えることで事業の魅力を感じて頂けるよう活動して参りました。
　2月度例会では、大垣青年会議所設立当時の想いに立ち返ると共に、直前会頭青木照護氏を講師に「一期一会」のテー
マのもとご講演頂き、40歳までという限られた時間の中、JCという組織で目的を持って活動に参加することが自己の成
長に繋がっていくのだと学びました。12月度例会では長年にわたりJC活動に邁進してこられた卒業生を讃え祝福すると
共に、この一年間の活動を振り返りこれまでの大垣青年会議所の伝統を受け継ぐと共に次年度へと繋がる例会とするこ
とができました。
　対外事業交流の窓口として京都会議や東海フォーラム、岐阜ブロック大会などをはじめとした日本青年会議所、東海
地区協議会や岐阜ブロック協議会の事業の目的や意義を伝えることで多くの会員に参加頂くことができました。本年度
は東海地区協議会の第45回JC青年の船「とうかい号」に当会議所よりチームリーダーを輩出しており、地域の人財育成
を担う事業へ協力することができました。また、大垣JC花蓮JC姉妹提携50周年を翌年に控えた中、花蓮JC訪問ではシニ
アクラブ10名を含む21名という多くの会員に参加頂き交流でき、花蓮JC来訪時には東海地区の事業に参加頂くことでお
互いの理解を深めると共に50周年に向けて次年度へ引き継ぐことができました。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

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
開催日時 2018年12月2日(日) 14:48～15:45

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員51名、県内各地会員会議所(オブザーブ)20名
事業内容 講師名：公益社団法人日本青年会議所 2018年度 直前会頭 青木 照護 氏

演題：一期一会 ～その一瞬は二度と来ない～

2. 12月度例会の企画・運営

(1) 開催事業 日本JC 京都会議
開催場所 国立京都国際会議場
開催日時 2018年1月18日(木)～2018年1月21日(日)

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員48名、新入会員予定者14名
事業内容 2018年度最後の例会として、そして本年度でご卒業される7名の会員の卒業式として開催致しまし

た。卒業生のこれまでの活躍に感謝し卒業を祝福すると共に、大垣青年会議所の伝統を受け継ぐこと
ができました。

3. JCI、日本JC及び対外交流事業の窓口及び参加推進

開催日時 2018年2月3日(土) 15:30～17:30
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員42名

(3) 開催事業 JCI ASPAC

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員41名

(2) 開催事業 岐阜BC 公式訪問
開催場所 岐阜都ホテル

(4) 開催事業 東海DC 東海フォーラム

開催場所 志摩市阿児アリーナ

開催日時 2018年7月8日(日) 15:30～17:10

開催場所 城山観光ホテル

開催日時 2018年2月16日(金)～2018年2月18日(日)

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員3名

開催日時 2018年7月21日(土)～2018年7月22日(日)

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員35名

(6) 開催事業 岐阜BC 岐阜ブロック大会

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員25名

(5) 開催事業 日本JC サマーコンファレンス

開催場所 パシフィコ横浜

開催場所 瑞浪市総合文化センター

開催日時 2018年8月26日(日) 14:00～15:20

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員36名



(7) 開催事業 日本JC 全国大会

開催場所 メディキット県民文化センター

開催日時 2018年10月4日(木)～2018年10月7日(日)

開催日時 2018年10月30日(火)～2018年11月4日(日)

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員2名

(9) 開催事業 岐阜BC 第56回岐阜ブロック野球大会

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員7名

(8) 開催事業 JCI JCI世界会議

開催場所 ゴア

(10) 開催事業 岐阜BC 第52回岐阜ブロックじゃがいも大会

開催場所 明智ゴルフ倶楽部 賑済寺ゴルフ場

開催日時 2018年6月14日(木)

開催場所 金山リバーサイドスタジアム

開催日時 2018年10月13日(土)

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員13名、シニアクラブ2名、新入会員予定者1名

開催日時 2018年10月27日(土)

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員12名、シニアクラブ4名、新入会員予定者1名

(12) 開催事業 日本JCじゃがいもクラブ　第43回中日本地区大会

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員14名

(11) 開催事業 岐阜BC 第22回岐阜ブロックサッカー大会in羽島

開催場所 羽島市木曽川堤外運動場

(13) 開催事業 各務原JC・大垣JC交流事業

開催場所 関ヶ原カントリークラブ

開催日時 2018年10月22日(月)

開催場所 岐阜関カントリー倶楽部

開催日時 2018年5月21日(月)

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員2名

開催場所 台湾 花蓮市
開催日時 2018年4月21日(土)～2018年4月23日(月)
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10名

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員10名

4. 花蓮JCとの交流に関する事業
(1) 開催事業 花蓮JC訪問

開催日時 2018年6月9日(土)～2018年6月11日(月)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員26名、花蓮JC 会員10名
事業内容 大垣市にてシスター会議を行いました。花蓮JCより義援金の感謝状を頂き、それぞれの事業報告が行

われました。

事業内容 花蓮市にてシスター会議を行いました。シニアクラブより義援金が渡された後、事業報告、花蓮JC会
長と大垣JC理事長、國際担当委員長同士での記念品交換が行われました。

(2) 開催事業 花蓮JC来訪
開催場所 大垣市

開催日時 2017年11月21日(火)～2017年11月27日(月)
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。

(2) 開催事業 趣味の会の会員募集

(3) 花蓮JCとの交流に関する事業の報告書を作成しました。

5. 趣味の会の窓口
(1) 開催事業 趣味の会の設立

開催日時 2017年12月5日(日)～2017年12月18日(月)
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

開催日時 2018年12月16日～2018年12月31日

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。



サッカー部

代表者 澤頭 典男

活動報告

練習

フットサルアリーナ本巣

2018年9月19日(水)

練習

フットサルアリーナ本巣

2018年9月25日(火)

練習

レインボーフットサルコート

2018年10月3日(水)

練習

レインボーフットサルコート

2018年10月11日(木)

練習

キャプテン翼スタジアム垂井

2018年10月17日(水)

第22回岐阜ブロックサッカー大会in羽島

羽島市木曽川堤外正木運動場

2018年10月27日(土)

大垣JCじゃがいもの会

代表者 中村 佳守雄

大垣JCシニアクラブ対抗じゃがいも大会

関ケ原カントリークラブ

2018年3月29日(木)

ラスト　侍

代表者 桐山 智光

第1回ラスト侍(家族交流会in池田)

大津谷公園　バーベキューガーデン

2018年4月1日(日) 10:00～14:00

第2回ラスト侍(家族交流会in髙田水産)

(有)髙田水産

2018年8月11日(土) 11:00～13:00

①

(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6名、シニアクラブ4名

(2) 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6名、シニアクラブ1名、新入会員予定者3名

(4) 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5名、シニアクラブ2名

(3) 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7名、シニアクラブ2名、新入会員予定者1名

(6) 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9名、シニアクラブ3名、新入会員予定者1名

(5) 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15名、シニアクラブ10名

③

(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12名、シニアクラブ4名、新入会員予定者1名

②

(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8名、シニアクラブ3名、ご家族26名

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5名、シニアクラブ1名、ご家族15名

(2) 開催事業



第3回ラスト侍(忘年会)

ひさご

2018年12月26日(水) 19:00～21:00

居酒屋の会

代表者 栗田 紀久

居酒屋の会

炭火やきとり虎千代

2018年5月22日(火)

勝負師の会

代表者 安田 洋一

勝負師の会　検討会

京都府京都市

2018年1月21日(日)

勝負師の会　納会

一鳥

2018年12月29日(土)

登山部

代表者 上田 宗輝

登山練習会

金華山

2018年3月21日(水)

登山練習会

伊吹山

2018年5月19日(土)

登山練習会

御在所岳

2018年6月30日(土)

野球部

代表者 大橋 信一郎

練習

大垣南グラウンド

2018年7月9日(月)

バッティング練習

ピノキオバッティングセンター

2018年9月6日(木)

バッティング練習

ピノキオバッティングセンター

2018年9月19日(水)

練習

大垣南グラウンド

2018年10月9日(火)

(3) 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34名、シニアクラブ17名

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11名、シニアクラブ7名

④

(1) 開催事業

⑥

(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

(2) 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11名

(2) 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5名、シニアクラブ 4名

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13名

⑦

(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12名

(3) 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4名

(3) 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8名、シニアクラブ3名

(2) 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12名、シニアクラブ2名

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4名

(4) 開催事業



第56回岐阜ブロック野球大会

金山リバーサイドスタジアム

2018年10月13日(土)

(5) 開催事業

事業内容 (1)　各委員会と連携しました。

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13名、シニアクラブ2名、新入会員予定者1名

6. 各委員会との連携



一年間を振り返って
 この大垣青年会議所が地域から必要とされる組織であり、私たちが日々活動できているのは多くの先達の使命感と情熱が受け継
がれているからです。しかし、67年目を迎えた今、さまざまな理由により組織運営の厳しさが増す中でこの組織をより強固にしていく
ためには魅力ある事業を展開すると同時に、会員自身が青年会議所に魅力を感じなければいけません。
 本年度は総務委員会として、会員がそれぞれの事業において集中して全ての力を発揮し、JAYCEEであることに誇りを感じること
ができるように、会員のための活動の土台をしっかりと構築し、正確かつ円滑な組織運営を目指して一年間を活動してきました。
 1月度例会では厳粛な雰囲気の中、理事長が力強い所信を表明され、ご臨席頂いた皆様には新たな時代に挑戦する大垣青年会
議所の運動に共感して頂くことができました。また、会員同士が結束力を高め、何事にも挑戦しようという思いを共有することがで
き、2018年度の素晴らしいスタートとすることができました。また、本年は将来を見越し今の大垣青年会議所の状況に合った定款・
運営規則とすべく、内容の精査、改定を行いましたが、我々の規範となる定款の重要性を改めて認識でき、そして新たな当会議所
の基盤を作ることができたと感じています。基本資料の作成と管理、情報管理、総会の設営・運営、理事会運営、公益法人格制度
に関する運営、財務管理など例会のように表立って分かる事業は多くありませんでしたが、会務運営を正確かつ円滑に行う上で全
てにおいて会員や当会議所への思いやりや配慮が必要であり、その点において自分の至らなさを気づかされ、成長のきっかけとす
ることができました。
 会員の皆様のご指導と委員会メンバーのご協力により学ばせて頂いたこの一年間はとても貴重な経験でした。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)

総務委員会　年間事業報告

室 -
委員長名 澤頭　典男

委員会名 総務委員会

参加人数 式典の部 
　来賓14名、顧問1名、来訪JC(公益社団法人各務原青年会議所)6名、大垣JCシニアクラブ 会員45名、
　公益社団法人大垣青年会議所 正会員47名(大橋信一郎君は来賓(大垣市青年のつどい協議会会長)として
考慮)
懇親会の部　
　来賓13名、顧問1名、来訪JC（公益社団法人各務原青年会議所）6名、大垣JCシニアクラブ 会員44名

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 2018年1月16日(火)　式典の部:18:01～19:18 懇親会の部:19:30～20:40

(2) 定款及び運営規則の管理を行いました。

3. 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。

　公益社団法人大垣青年会議所 正会員46名(大橋信一郎君は来賓(大垣市青年のつどい協議会会長)として
考慮)

事業内容 2018年度の決意とビジョンを理事長から発信して頂き、ご臨席頂いた皆様に新たな時代に挑戦する我々の運
動に共感して頂くことができました。そして会員が理事長と同じ思いを共有し、結束力を高め何事にも挑戦する
意を決する契機となりました。

2. 基本資料･定款及び会員名簿の作成と管理に関する事業
事業内容 (1) 基本資料の作成･会員名簿の作成をしました。

4. 通常総会及び臨時総会の設営･運営
(1) 開催事業 通常総会

開催場所 ロワジールホテル 3F ソーレA

(2) 各事業写真の保管をしました。
(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。

(2) 議事録の作成をしました。

(2) 開催事業 第1回 臨時総会
開催場所 大垣市民会館 3F 大会議室1

開催日時 2018年1月30日(火) 18:00～19:00
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員56名(内訳:本人出席37名、委任状出席19名)
事業内容 (1) 通常総会の設営・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 第2回 臨時総会
開催場所 大垣市民会館 2F 大会議室3

開催日時 2018年7月5日(火) 19:00～19:40
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員56名(内訳:本人出席41名、委任状出席15名)
事業内容 (1) 臨時総会の設営・運営を行いました。

開催日時 2018年8月9日(木) 19:00～20:20
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員56名(内訳:本人出席41名、委任状出席15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。



(4) 開催事業 第3回 臨時総会
開催場所 大垣市民会館 2F 大会議室3
開催日時 2018年12月3日(月) 19:00～19：40
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員56名(内訳:本人出席40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。

(2) 議事録の作成をしました。
(3) 理事会資料の配信をしました。
(4) マニュアルに基づく議案上程の周知を行いました。

(2) 議事録の作成をしました。

5. 理事会運営に関する事業
事業内容 (1) 理事会の準備及び設営を行いました。

(3) 事務局の管理・運営を行いました。
(4) 弔事に関する運営を行いました。
(5) 定款・運営規則等の規程の精査・改正をしました。

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) 各事業及び各委員会の出欠席の管理をしました。

8. 財務管理に関する事業
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。

(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. 公益法人格制度に関する運営・手続

(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。
(4) 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) 公益法人格取得団体としての運営・手続を行いました。

事業内容 (1) 各委員会と連携しました。

(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。

9. 各委員会との連携



ツール・ド・西美濃支援実行委員会　年間事業報告

担当 -
委員長名 河合 刀記夫

委員会名 ツール・ド・西美濃支援実行委員会

一年間を振り返って
 立ち上げから5年目を迎えるツール・ド・西美濃は本年度、『走る楽しみとおもてなしの心を感じるツール・ド・西美濃2018』～一人ひ
とりが、西美濃の魅力発信者～をテーマに開催されました。大きなトラブルもなく無事に運営ができたのも一重に西美濃地域住民、
企業、行政、関係各諸団体、実行委員会の皆様の連携とお力添え、そしてこの大会に参加頂いた皆様のご協力の賜物であると実
感しております。
 支援実行委員会と致しましても大会当日までに、参加者に対し有意義かつ安全が確保された環境を設えるべく協力をして参りまし
た。本部会においては大会周知方法やコースの設定、おもてなし品の選定など細部まで議論を重ねました。6月に開催した誘導指
導員コース実走会では大会当日をイメージしたメイン会場、おもてなしステーションの設営、新コースをふまえ安全に運行するため
のコース誘導、近隣企業様へのポスティングを行う支援を実施しました。大会前日には設営と最終確認に協力させて頂きました。
 運営スタッフが多くの参加者のために一枚岩となって協力、対応できたのも過去の大会から培ってきた経験と知識、応用力が活か
されている結果であると思います。ブランディングされつつある当大会を永続的に開催していくためにも、本年度の成功例や改善
点という財産を次年度に引継ぎ、繋いでいくことが必要です。
 結びとなりますが、ツール・ド・西美濃2018にご協力頂いた全ての方々に改めて感謝を申し上げます。当大会が地域の魅力を発
信する大きなツールとなるように引き続きご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

1. 第1回本部会 ～ 第9回本部会

事業内容 Facebookのシェア拡散のお願い並びにチラシ・ポスターの配布

開催場所 大垣市民会館 JCルーム
開催日時 2018年１月12日(金)～2018年12月6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 8名、行政担当者 13名、大垣商工会議所 1名、

大垣市まちづくり市民活動支援センター 1名
事業内容 ツール・ド・西美濃2018 本部会への参加

2. 大会の告知支援

3. ツール・ド・西美濃2018　誘導指導員コース実走会
開催場所 西美濃地域全体
開催日時 2018年6月17日(日) 6：00～16：00
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 42名、誘導指導員　47名
事業内容 メイン会場・おもてなしステーションの設営、コース誘導、近隣企業ポスティング

4. ツール・ド・西美濃2018　前日設営

事業内容 メイン会場・おもてなしステーションの設営

開催場所 西美濃地域全体
開催日時 2018年9月15日(土) 8：00～17：00
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 18名



① 第68期理事長候補者及び監事候補者の選考基準の検討
② 第68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

理事長、監事候補者選考委員会　事業報告

委員長名 寸田 就雅

 標記の件につき、当選考委員会において第68期理事長候補者推薦書と第68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6月度理事会に推薦し、また当委員会の内規を確認・精査する為、下記の通り事業を開催致しましたのでご報告致しま
す。

（1） 開催日時
第1回選考委員会 2018年2月19日(月)
第2回選考委員会 2018年3月8日(木)
第3回選考委員会 2018年3月23日(金)

（2） 事業内容

第4回選考委員会 2018年6月13日(水)
第5回選考委員会 2018年7月9日(月)


