
開催日時

2. 6月度例会の企画・運営

開催事業 6月度例会

開催場所 大垣市民会館 ホール

3. 7月度例会の企画・運営

開催事業 7月度例会

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 2019年6月29日(土) 11:30～16:05（開演13:30 閉演15:26）

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 47名、特別会員 1名

事業内容 講師名:貴乃花 光司 氏

演題:～響け大和心～

西美濃地域住民827名、来賓1名

一年間を振り返って
 我々グローバルリーダー育成委員会は、この西美濃地域においても起こりつつある国際化という変化に対応
できる人財を育成するべく一年間活動してまいりました。
 3月度例会では木嶋孝太氏をお招きし、日本JC公認プログラム｢JAPAN PRIDE｣を行い、日本人の誇りについて
考えると共に、多くの会員に自己を見つめ直す機会となりました。
 6月度例会では貴乃花光司氏をお招きし、「～響け大和心～」と題してご講演頂きました。講演を通して他文
化を理解するための基準として日本人の歴史や文化を理解して頂く機会となりました。
 7月度例会では元塾講師の木下晴弘氏をお招きし、「グローバルリーダーの条件」と題してご講演頂きまし
た。自然の法則と本質を見抜く考え方を基に感謝の心と課題に向き合えた時に人として成長できるという、
リーダーとしての本質に気付く機会となりました。
 以上の3回の例会を通して日本人の誇りについて考え、世界に通用するリーダーの本質に触れることで、国際
化社会に対応できるリーダーとなるための礎を築けました。
 また、新入会員の指導では青年会議所の歴史や規律だけではなく、JCゲームを用いて成長の機会について疑
似体験して頂くことで、青年会議所はより良い変化をもたらす成長の機会を得る場であることを理解して頂く
ことができました。交流会の企画・運営の指導では活発に議論し一丸となって活動し、実行委員会以外の会員
を巻き込みながら活動する姿を見て大垣青年会議所の次代の担い手として成長できたことを確信することがで
きました。
 最終年度の委員長として新入会員を含む全ての会員に青年会議所の楽しさ、有益性を伝えようと臨みました
が、私の方が多くのことを学び、成長の機会を頂いた一年となりました。
 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、無事活動することができ、心より御礼
申し上げます。ありがとうございました。

1. 3月度例会の企画・運営

グローバルリーダー育成委員会 年間事業報告

担当 人財育成
委員長 上田 宗輝

委員会 グローバルリーダー育成委員会

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 51名、特別会員 1名

事業内容 講師名:木嶋 孝太 氏

演題:日本JC公認プログラム「JAPAN PRIDE」～未来に残したい日本人の誇り～

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 10F 大会議室

開催日時 2019年3月1日(金) 19:00～21:18

参加人数

事業内容

2019年7月4日(木) 19:00～21:32

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 1名

開催場所 JCルーム

公益社団法人大垣青年会議所 新入会員 16名、理事長 1名、直前理事長 1名、監事 2名、副
理事長 3名、専務理事 1名、常任理事 3名、理事 12名、委員会メンバー 5名

4. 新入会員の指導

(1) 開催事業 第1回新入会員研修

事業内容 講師名:木下 晴弘 氏

演題:グローバルリーダーの条件

開催日時 2019年1月11日(金) 19:00～21:20

経験豊富な現役会員より説明を受け青年会議所の全体像を理解すると共に、年間のスケ
ジュールを把握することで今後の活動に積極的に参画する礎を築きました。



京都会議に参加することで青年会議所の規模の大きさと、自身が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。

(5) 開催事業 理事会へのオブザーブ出席

(2) 開催事業 第2回新入会員研修

開催場所 国立京都国際会館(京都会議会場）

開催日時 2019年1月19日(土) 13:00～17:35

参加人数

事業内容

公益社団法人大垣青年会議所 新入会員 13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 2名、委員会メンバー 3名

新入会員 15名、理事長 1名、直前理事長 1名、監事 2名、副理事長 3名、専務理事 1名、常
任理事 3名、理事 12名、委員会メンバー 5名

(4)

京都会議に参加し2019年度の日本青年会議所の方針を理解すると共に、共に活動する仲間が
全国に存在することを感じて頂く研修となりました。

開催日時 2019年3月15日(金) 18:34～21:05

公益社団法人大垣青年会議所 新入会員 9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 2名、委員会メンバー 5名

開催場所

参加人数

(6) 開催事業

JCルーム

開催日時 2019年2月～2019年6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 16名

事業内容

事業内容 講師名:嶋田 亮 氏

演題:日本JC公認プログラム「JCゲーム」

(7) 開催事業 岐阜ブロックアカデミー2019への参加

3分間スピーチの実施

開催場所 JCルーム

開催日時

5. 新入会員による交流会の企画・運営の指導

(1) 開催事業 議案作成・上程セミナー

(3) 開催事業 第3回新入会員研修

開催場所 国立京都国際会館(京都会議会場）

開催日時 2019年1月20日(日) 08:30～11:25

参加人数

事業内容

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

3分という限られた時間の中で事業に参加した感想を簡潔にまとめ話す経験をすることで、話
すポイントや自分の意見を整理するといった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。

実際の事業がどのように計画され実施に至っているかを知り、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機会となりました。

2019年度2月度例会、3月度例会、5月度例会、第1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 16名

事業内容

(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

事業内容 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。

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 24名、オブザーブ（新入
会員）3名

事業内容

開催場所 JCルーム

開催日時 2019年6月～2019年12月

参加人数

開催場所 JCルーム

開催日時 2019年6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 16名、総務委員長、第66期実行委員長 1名、副実行委
員長 2名、会計 1名、第67期実行委員長 1名、副実行委員長 1名、会計 1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 3名

事業内容

荒天のため中止となりました。

総務委員長より議案書の作成における注意事項を、66期、67期実行委員会メンバーからは企
画段階・運営段階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。



7. 各委員会との連携

事業内容 (1)各委員会と連携しました。

6. SDGsの推進

事業内容 (1)SDGsを推進しました。

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、10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。

参加人数 新入会員 16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 5名

(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

開催日時 2019年6月～2019年12月



（1）

（2）

4.

事業内容 他LOMの会員拡大成功事例や手法を学ぶことで、会員拡大の必要性を再認識することができ、会員拡大へ
の意識を向上することができました。

開催事業 第1回異業種交流会の開催

正会員及び賛助会員の募集

開催事業 正会員及び賛助会員の募集

2. 8月度例会の企画・運営

開催事業 8月度例会

開催場所 水門川周辺一帯:貴船広場より高岡橋(第35回水門川万灯流しへの参加・協力)

開催日時 2019年8月3日(土) 16:40～21:16

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 1名

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 1名、新入会員予定者 6名

（3）

各会場

開催日時 2019年1月1日(火)～2019年12月31日(火) 

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 64名、特別会員 1名

開催事業 会員拡大戦略会議の実施

事業内容 理事長に会員拡大の大号令をかけて頂くことにより、全会員で会員拡大を行い西美濃地域の発展に貢献で
きる人財を募集しました。

開催場所 JCルーム

開催日時 2019年1月22日(火) 19:00～20:00

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 46名、特別会員 1名

開催場所

第35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密に連絡をとり、各団体をチー
ムに分けることにより、同志の団体と協働することができ、友情が深まりました。

会員一人ひとりが自らの言葉で魅力を伝えられる人財となることができるよう、BMW販売台数日本一を10回
受賞された河田 哲也氏をお招きして多種多様な方にどのようなアプローチを行うか営業力を学んで頂きまし
た。

拡大ネットワーク委員会 年間事業報告(案)

担当 -
委員長 原 秀輔

委員会 拡大ネットワーク委員会

一年間を振り返って
　今年度、どのような事業を行うと新入会員候補者が参加しやすいかを考えて、5月度例会や第1回異業種交流会や第2回異業
種交流会などの事業を行い、1年間邁進してまいりました。
　5月度例会では、BMW販売台数日本一を10回受賞された河田 哲也氏をお招きし会員に営業力を学んで頂きました。会員拡
大は大垣青年会議所の営業と考えて、河田 哲也氏の講演を聞くことのより、会員に多候補者にどのようなアプローチを行うか営
業力を学んで頂きました。第1回異業種交流会では、曽根 康正氏をお招きして会計から見るリーダーシップの身に着け方につ
いて講演頂くことにより、青年会議所活動の魅力を伝えることができました。第2回異業種交流会では、平野 謙吾氏を講師として
お招きし、働き方改革の講演を行って頂きました。社業と青年会議所との関わり方をご講演頂くことにより、会員や新入会員候補
者のモチベーションが高まる異業種交流会とすることができました。上記の例会、２つの事業は、社業に直接結び付けられる事
業だと新入会員候補者が参加しやすいのではないかと考え、構築させて頂き、多くの新入会員候補者に参加して頂くことができ
ました。
　また、8月度例会では第35回水門川万灯流しを同志の団体と協働することにより、友情を深めることができました。10月度例会
では、1基のみこしを大垣市青年のつどい協議会として担ぐことにより青年団体の活気を発信することができました。各団体ごとに
役割を行うのではなく、各団体をチームに分け一緒に事業を行うことで、西美濃地域関係各諸団体との友情が深めることができ
ました。
最後になりますが、今年度多くの事業にご参加、ご協力賜りましたこと、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。

3.

事業内容 第46回十万石ふるさとまつりに参加・協力しました。今年度は、十万石ふるさとまつりの運営を大垣市観光協
会が行い、大垣市青年のつどい協議会として、みこしを1基担ぎ青年団体の活気を発信しました。

1. 5月度例会の企画・運営

開催事業 5月度例会

開催場所

10月度例会の企画・運営
開催事業 10月度例会
開催場所 大垣駅前通り一帯（第46回十万石ふるさとまつりへの参加・協力）
開催日時 2019年10月13日（日）11:40～14:30

宗教法人明星輪寺

開催日時 2019年5月13日(月) 19:00～21:01

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 40名、特別会員 1名、新入会員候補者（オブザーブ） 13名

事業内容

事業内容



西美濃地域関係各諸団体との窓口及び協力

（5）

（4）

（3）

5.

（2）

（1） 開催事業

一般社団法人西尾青年会議所の現役であられる社会保険労務士事務所 リンク・サポート　代表 平野 謙吾
氏を講師としてお招きし、働き方改革の講演を行って頂きました。講演の中に社業と青年会議所との関わり
方をご講演頂くことにより、会員や新入会員候補者のモチベーションが高まる異業種交流会となりました。

一般社団法人中津川青年会議所のOBであられる株式会社SMCホールディングス　代表取締役　曽根 康正
氏をお招きし、会計の立場から見るリーダーシップの身に着け方のご講演を頂きました。講演の中にJCで学
ばれた組織づくりの内容を組み込んで頂き、青年会議所の活動を社業に落とし込むためにはどのようにした
らよいかご講演頂くことにより、新入会員候補者に対して青年会議所の魅力を知って頂くことができました。

参加人数

事業内容

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

公益社団法人大垣青年会議所 正会員 41名、新入会員候補者(オブザーブ) 14名

開催日時 2019年7月23日(火) 19:00～20:30

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 2019年6月11日(火) 19:00～20:32

ソフトピアジャパン センタービル10階 中会議室

開催事業 第2回異業種交流会の開催

開催場所

新入会員予定者の資格審査

開催事業 大垣市2分の3成人式
開催場所 ソフトピアジャパンセンタービル3F

開催事業 大垣市青年のつどい協議会 新年互礼会

開催事業 大垣市成人式協力
開催場所 大垣フォーラムホテル

参加した主な事業

開催場所 大垣市中川ふれあいセンター
開催日時 2019年1月12日(土) 18:30～20:30

開催日時 2019年1月14日(月・祝) 8:30～11:00

事業内容

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 36名、特別会員 1名、新入会員候補者(オブザーブ) 18名

開催場所

（4）

開催場所 JCルーム

開催日時 2019年8月9日(金) 常任理事会にて

参加人数

事業内容 8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。

公益社団法人大垣青年会議所 理事長 1名、副理事長 3名、専務理事 1名、常任理事 3名、拡大ネットワー
ク委員会 理事 2名

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

開催日時 2019年8月27日(火) 19：00～20：30

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 理事長 1名、監事 2名、副理事長 3名、専務理事 1名、常任理事 3名、委
員長 6名（推薦者3名含む）、拡大ネットワーク委員会 5名、新入会員予定者 9名、推薦者 5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
事業の説明を行うことで、参加対象事業の目的や意義を理解して頂けました。

開催事業 新入会員予定者研修プログラム
開催場所 JCルーム
開催日時 2019年10月25日(金) 19:00～20:54
参加人数

事業内容 10月度事業として新入会員予定者研修プログラムを開催することにより、様々な手法を用い説得力を向上さ
せるスピーチの手法を学んで頂くことができました。

新入会員予定者参加対象事業開催事業

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 3名、専務理事 1名、
常任理事 3名、委員長 4名（推薦者3名含む）、拡大ネットワーク委員会 5名、新入会員予定者 5名、推薦者

開催場所 参加対象事業開催場所
開催日時 2018年9月～12月
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 64名、特別会員 1名、特別会員 1名、新入会員予定者 6名

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 1名、副理事長 3名、専務理事 1名、常任理事 3
名、拡大ネットワーク委員会 6名、新入会員予定者 7名、推薦者 10名

事業内容 新入会員予定者が参加対象事業に率先して参加したか、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。

事業内容 参加対象事業に参加頂くことにより、地域の発展に貢献できる人財となれるように指導を行いました。

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
開催日時 2019年12月12日(木) 19：20～20:48

6.
(1)



8. 各委員会との連携

開催事業 第35回水門川万灯流し 事前万灯制作教室
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 2019年5月12日(日) 15:00～17:30

開催日時 2019年2月16日(土)～2月17日(日)

事業内容 (1) 各委員会と連携しました。

事業内容

大垣市青年のつどい協議会 9月親睦事業

開催場所 大垣市墨俣さくら会館

開催事業 第35回水門川万灯流し 全体説明会
開催場所 大垣市青年の家 研修室
開催日時 2019年7月11日(水) 19:30～20:30

第35回水門川万灯流し
開催場所 貴船広場より水門川周辺一帯
開催日時 2019年8月3日(土) 10:30～21:08

開催日時 2019年9月22日(日) 13:00～16:00

開催日時 2019年1月26日(土) 16:15～19:00

開催事業

開催場所 大垣市青年の家 講堂

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 静岡県浜松市

大垣市青年のつどい協議会 設立記念事業

(1) SDGsを推進しました。

開催事業 市長杯ボーリング大会

開催場所 コロナキャットボウル

開催日時 2019年7月5日(金) 19:00～22:00

7. SDGsの推進

開催事業 第46回十万石ふるさとまつり
開催場所 大垣駅前通り一帯
開催日時 2019年10月13日(日) 11:30～14:30

開催事業

開催日時 2019年7月21日(日) 10:00～16:00

開催日時 2019年6月15日(日) 15:00～18:00



大垣市や大垣市商店街振興組合連合会及び金蝶園総本家・田中屋せんべい総本家・御菓子つちや・
餅惣様方から協力を頂き、西美濃クエスト「大垣の陣」を開催しました。まちづくりコンテストの
内容をスマートフォンアプリを用いて具現化し、参加者から高い満足度を得られた例会となりまし
た。

公益社団法人大垣青年会議所 正会員 49名、特別会員 1名
事業内容

参加人数

開催日時 2019年11月10日(日) 10:00～18:29
参加人数 西美濃地域住民 1,306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 関係諸団体と連携することで、産学官民の枠組みを越えたコミュニティネットワークの構築をし、
新たな体験を通じて子どもたちの成長や、地域の新たな魅力を創造することを目的として、事業を
開催しました。非常に多くの方に協力を得ながら、木材を扱ったスポーツのモルックやeスポーツや
VR,ARスポーツなど新たな体験の事業を開催したことにより、多くの参加者を招くことができ、また
高い満足度を得られた例会となりました。

一年間を振り返って
 本年度、地域みらい創造委員会は新たな指針の策定を推進し、住民が主役のまちづくりを目指して笑顔溢れるまちを
創造する事業を展開してきました。
 4月度例会では、西美濃クエスト「大垣の陣」と題し、大垣駅前周辺で行われる元気ハツラツ市と共に開催しまし
た。本例会は2014年に行われた「私が夢みるまちづくりコンテスト」の地域の魅力が輝くまち「しぜんたからさがし
ゲーム」を具現化した事業であり、今後も地域住民がいつでも楽しめるよう、スマートフォンアプリを用いて開催を
試みました。アンケート結果からは非常に高い満足度を得られ、行政や民間の企業・団体と協力することで、コミュ
ニティネットワークの構築をより強固にし、笑顔溢れるまちづくりの実現に貢献できたと感じました。
 11月度例会では、住民が主役のまちづくりの更なる推進を行う事業として2018年の4月度例会にて集約された子ども
たちの意見を参考にし、郷土愛を育みながら新たな価値の体験を題材に「にしみのワクワクランド」を開催しまし
た。産学官民の枠組みを越えた事業を展開するために、数多くの関係諸団体に協力を頂き、二転三転しながら共に手
を携えて事業を構築し、結果として多くの参加者に満足度の高い応えを頂くことができました。
 2020年以降の運動指針、最重点事業制度の推進については、新たな方向性を会員全員で考えながら導き出すことがで
きました。第１回最重点事業全体会議から地域住民による意見調査や西濃県事務所でのヒアリングを通じて、再度第2
回最重点事業全体会議にて話し合う場を設けることにより、次年度では新たな課題の解決をしていく必要があるなど
大変充実した会議を行うことができました。
 最後になりますが、会員の皆様、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。

2. 11月度例会の企画・運営

1. 4月度例会の企画・運営

開催事業 4月度例会
開催場所 元気ハツラツ市 会場内
開催日時 2019年4月6日(土) 9:15～15:30
参加人数 西美濃地域住民 534名

地域みらい創造委員会 年間事業報告

担当 地域創造
委員長 野田 正興

委員会 地域みらい創造委員会

3. 2020年以降の運動指針、最重点事業制度の推進

事業内容

開催場所 JCルーム
開催日時 2019年3月5日(火) 19:00～20:00
参加人数

(1) 開催事業 第1回最重点事業全体会議

事業内容 最重点事業制度に対する理解の共有並びに長期ビジョンの地域みらいビジョン策定(案)の提案を
し、次回短期ビジョン策定のための流れを共有しました。

地域みらい創造委員会 10名

第1回最重点事業全体会議にて短期ビジョンの策定方法に地域住民の声を反映させることを共有し、
Googleフォームにて意見集約しました。

第1回最重点事業全体会議にて短期ビジョンの策定方法に西濃県事務所に西濃地域の課題をヒアリン
グすることを目的とし、訪問しました。ヒアリングだけでなく後日会議を実施し、短期ビジョンに
反映しました。

開催事業 11月度例会
開催場所 森のわくわくの庭 養老店

西濃県事務所に西美濃広域連携等についてヒアリング

2019年3月6日(水)～2019年6月7日(金)
開催場所 西濃県事務所
開催日時

公益社団法人大垣青年会議所 正会員 43名 新入会員予定者 7名

(2) 開催事業 Googleフォームによる住民意見調査
開催場所 西美濃地域
開催日時 2019年3月6日(水)～2019年5月31日(金)

公益社団法人大垣青年会議所 正会員 65名、特別会員 1名参加人数
事業内容

(3) 開催事業



(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。

開催日時 2019年6月10日(月) 19:00～20:03

(4) 開催事業 第2回最重点事業全体会議
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 36名
事業内容 短期ビジョン策定のために集約した結果を共有しました。会員からの意見も頂くことにより、短期

ビジョンの最重点ビジョン策定(案)を提案し、最重点事業制度を総会で決議頂く資料を作成しまし
た。

4. SDGsの推進

5. 各委員会との連携

事業内容



、

参加人数

事業内容

開催事業 ツール・ド・西美濃2019への参加・協力
開催場所

開催日時 2019年9月15日（日） 3:00～18:26
公益社団法人大垣市年会議所 正会員 53名、特別会員 1名(本部会員と兼任)、新入会員予定
者 7名

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)
 平田公園
大野町(おもてなしステーション2)
 パレットピアおおの
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)
 霞間ヶ渓公園
関ケ原町(おもてなしステーション5)
 笹尾山
大垣市(WC)
 墨俣城
関ケ原町(WC)
 妙応寺

事業内容
2. 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

(1)ツール・ド・西美濃支援実行委員会と連携し、ツール・ド・西美濃の更なる発展を
　 目指し、西美濃の魅力発信に寄与しました。
(2)ツール・ド・西美濃支援実行委員会及び本部会へ参画し、各市町と連携し、密なコ
   ミュニケーションをはかることで、強固な関係構築に寄与しました。

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。

3. 真の民主主義社会の推進に関する事業
事業内容 (1)岐阜ブロック協議会と連携しました。

4. SDGsの推進
事業内容 (1)SDGsを推進しました。

開催日時 2019年9月2日（月） 18:30～20:05
参加人数
事業内容 ツール・ド・西美濃2019大会当日に向けて、安全な大会運営を行うため、また、各市町の担

当者との個々の関係性を強化し運営を円滑に進めるために事前説明会を行いました。大会運
営マニュアルをもとに、当日の細かな動きを共有し、その後は、各おもてなしステーション
毎にポスター作成を通じてチームワークを強化をはかりました。懇親会では主体的に交流を
はかり個々の繋がりをより強固にすることができました。

公益社団法人大垣市年会議所 正会員 48名、特別会員 1名(本部会員と兼任)

9月度例会の企画・運営
開催事業 ツール・ド・西美濃2019 事前説明会
開催場所 JCルーム

ツール・ド・西美濃2019大会当日は、天候にも恵まれ盛大に開催することができました。一
般参加者630名の方をお迎えし、132㎞のコースを誘導指導員のもと安全に走行して頂きまし
た。各おもてなしステーションでは、行政担当者やボランティア、他団体企業の協力のもと
設営から運営に至るまで全員で参加者のおもてなしを行いました。西美濃地域の魅力発信事
業である今大会を通じて、関係諸団体との垣根を超えた繋がりはより強固となりました。更
には、個々の関係性の構築を育み全員で魅力発信をすることで、西美濃ブランド確立の一助
とすることができました。

西美濃情報発信委員会 年間事業報告

担当名 地域創造
委員長 藤原 新也

委員会 西美濃情報発信委員会

一年間を振り返って
 今年度は、事業の本質を追及し、西美濃地域の魅力の具現化を推進することで、真の西美濃連携の実現に寄与
するため活動、運動をしてまいりました。
 ツール・ド・西美濃2019を開催するにあたり、本大会は市町の垣根を越えるサイクルイベントとしては他の地
域から見ても大変珍しく、西美濃の魅力を更に多くの方に知って頂きたいと考えました。西美濃には多くの魅
力があります。それは、豊かな自然や多くの名産品や工芸品だけでなく、活力ある若者たちであると考えま
す。その一つひとつ魅力は紛れもなくこの地域のブランド力であり、各市町が共に手を携え発信していくこと
で西美濃ブランドへと変化していきます。今年度はその魅力を生かし、我々と同じく郷土愛を持って大会の成
功に尽力して頂いている、行政の方々と一緒になって魅力を発信することに注力しました。事前説明会にてポ
スターを製作することで想いを形にし、個々の繋がりを強固にするべく共に懇親会を行いました。例年の大会
より更に交流を図ることができ、各々の交流がはかれたと考えます。当日は製作したポスターを使用し、様々
な方に協力して頂くことで、真の西美濃連携に向けた可能性を感じることができました。今後も継続して発信
し続けることで西美濃ブランドの確立となり、唯一無二の大会になると考えております。今後も行政間の垣根
を越え共に西美濃の発展を目指す仲間として更に連携することが、西美濃の永続的な発展になると確信しま
す。
 この一年間を通して、地域の魅力をより知ることができ、多くの方と交流を深めることができました。人との
繋がりに感謝すると共に、更に進化した真の西美濃連携が実現することを切に願っております。多くの方にご
指導、ご協力を頂き、無事に職務を全うできましたことを心より御礼申し上げます。

1.



開催日時 2019年3月24日(土) 13:00～15:52
参加人数 一般団員 13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参加目的意識の向上をはかり

ました。

事業内容 JC青年の船「とうかい号」の事業について理解を深めることによりスムーズな案内を行うと共
に、乗船者同士また大垣青年会議所会員と交流をはかることにより乗船に対しての不安感を解
消しました。

(4) 開催事業 岐阜ブロック交流会
開催場所 池田町総合体育館

開催日時 2019年2月15日(金) 19:30～21:00

大垣青年会議所から乗船する一般団員として第46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し、乗船に対しての想いを確認しました。

(3) 開催事業
開催場所 JCルーム

公益社団法人大垣青年会議所 正会員 17名

2. 西美濃地域の未来を担う青年の海外派遣

(1) 開催事業 乗船者の募集

LOMオリエンテーション

参加人数 一般団員 13名
開催日時 2019年3月8日(金) 19:35～21:10

公益社団法人大垣青年会議所 正会員 14名
事業内容

適正審査
JCルーム

参加人数 乗船希望者 13名

(2) 開催事業
開催場所

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 65名
事業内容 西美濃地域内の企業･行政を訪問し、当事業の意義や内容を説明し、乗船者の派遣をお願いし

ました。

開催日時
開催場所 西美濃

2019年1月1日(火)～2019年1月31日(木)

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 46名、特別会員 1名、県内各地会員会議所(オブザーブ) 7名
事業内容 講師名:波多野 麻美 氏

演題:承前啓後～志を受け継ぎ、未来を切り開こう～

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 3F 大海の間
開催日時 2019年2月11日(日) 14:30～16:29

一年間を振り返って
 渉外委員会は、基本方針の「事業の本質を深く理解し、対内外へ情報を発信することで、参加意欲を高め、個
と組織の更なる成長へと繋げる。」を念頭に一年間活動を行いました。
 2月度例会では、大垣青年会議所の創始の精神を共有すると共に、公益社団法人東京青年会議所で初の女性理事
長を務められた波多野麻美氏にご講演を頂きました。講演内容は、LOM認証番号1番の東京青年会議所設立のお
話、理事長やAPDCの議長を経験された体験談、タテとヨコの思考など様々な視点や手法を学びました。
 西美濃の未来を担う青年の海外派遣では、西美濃の企業･行政より13名と多くの一般団員を乗船させることがで
きました。適正審査から始まり、毎月一回以上の事業に参加して少しずつ事業への理解と友情を育み6月の乗船
を迎えました。各乗船者は洋上研修を受けて、新たな気づきや学びを得て帰国しました。帰国報告会や各企業･
行政の担当者とお会いする時には13名の成長の声を聞くことができ、西美濃に必要な人財への成長を感じること
ができました。
 広報に関しては、会員の広報に対しての意識を高め、大垣青年会議所の活動･運動の魅力を対内外に発信しまし
た。各委員会が広報に協力してもらうことにより、様々な大垣青年会議所の活動･運動を発信することが出来、
西美濃地域住民に本年度を発信することができました。
 社團法人花蓮國際青年商會との交流に関する事業では、姉妹締結50周年を祝うため、過去を振り返り、現在の
大垣を知り、50周年を形にし、大垣JC･花蓮JCの諸先輩方をお招きして記念式典を行いました。これからも続く
両JCの関係に会員相互の理解を深めて、次代へと繋げることができました。
 個の成長が大垣青年会議所の更なる成長に繋がります。事業を通して様々な個の成長を感じ、それに携われた
ことに感謝申し上げます。誠に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 会務運営
委員長 岡田 源司

委員会 渉外委員会



開催日時 2019年9月26日(木)～2019年9月28日(土)
参加人数

事業内容

公益社団法人大垣青年会議所 正会員 45名、特別会員 1名、シニアクラブ 9名、花蓮JC 会員
10名、OB  10名
大垣市にてシスター会議、表敬訪問、花蓮JC･大垣JC姉妹締結50周年記念植樹、花蓮JC･大垣JC
姉妹締結50周年記念式典を行いました。姉妹締結50周年を祝い、改めて両国間の親善と友好を
固く結ぶ機会としました。

事業内容 花蓮市にてシスター会議を行いました。お互いの事業報告を行い、花蓮JC会長と大垣JC理事
長、国際担当委員長同士での記念品交換が行い、姉妹締結50周年の祝いの儀式を行いました。

(2) 開催事業 花蓮JC来訪
開催場所 大垣市

開催場所 台湾 花蓮市
開催日時 2019年7月28日(日)～2019年7月29日(月)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 9名

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

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 2019年1月1日(火)～2019年12月31日(火)
事業内容 (1)ホームページの管理と運用を行いました。

(2)機関紙の発行(1･10月)を行いました。

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
開催場所 Web媒体上及び機関紙

参加人数 一般団員 13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

事業内容

大垣青年会議所会員がお見送りすることで一般団員及びJC団員の不安を取り除き航海への機運
を高めました。

乗船者への労を労うと共に、乗船中の研修結果や成果を共有し成長した姿から、刺激を受け合
い今後の生活への意識向上をはかりました。

(10) 開催事業 LOM帰国報告会
開催場所 JCルーム
開催日時 2019年6月21日(金) 19:32～20:33

開催日時 2019年6月8日(土) 15:50～17:29
参加人数 一般団員 13名

公益社団法人大垣青年会議所 正会員 29名、特別会員 1名
事業内容 大垣青年会議所会員がお迎えすることで、乗船中の労を労いました。

事業内容 一般団員、JC団員を台湾の台北でお出迎えをし、労を労い後半のエールを送りました。

(9) 開催事業 帰港式
開催場所 名古屋ガーデンふ頭

開催場所 台湾 台北
開催日時 2019年6月5日(水)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 10名

公益社団法人大垣青年会議所 正会員 30名、特別会員 1名
事業内容

(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 2019年6月2日(日) 12:13～14:34
参加人数 一般団員 13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46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表明をして頂く事で乗船目

標を定めて頂くと共に、大垣青年会議所会員が乗船者に激励を伝え交流を深め、事業を通して
想いを共有し、乗船への活力としてもらいました。

(7) 開催事業 出航式

開催場所 JCルーム
開催日時 2019年5月17日(金) 19:35～20:25
参加人数 一般団員 13名

参加人数 一般団員 13名
公益社団法人大垣青年会議所 正会員 5名

事業内容 第46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団員と交流をはかること
で、研修への意欲を向上させました。

(6) 開催事業 LOM壮行会

(5) 開催事業 結団式
開催場所 名古屋市公会堂
開催日時 2019年4月29日(月) 8:30～19:15



開催日時 2019年10月30日(水)

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 28名

(10) 開催事業 岐阜BC 第57回岐阜ブロック野球大会

開催場所 羽島市運動公園野球場

開催日時 2019年10月13日(土)

(13) 開催事業 大垣青年会議・各務原青年会議所交流会2019

(12)

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 3名

(11) 開催事業 岐阜BC 第53回岐阜ブロックじゃがいも大会

開催場所 ベルフラワーカントリー倶楽部

開催場所 大八グラウンド

開催日時 2019年10月20日(日)

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

開催日時 2019年6月12日(水)

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 4名

開催事業 岐阜BC 第23回岐阜ブロックサッカー大会

開催場所 クラブハウス アフロディーテ

開催場所 エストニア･タリン

開催日時 2019年11月4日(月)～2019年11月8日(金)

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 2019年10月10日(木)～2019年10月13日(日)

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 19名

(9) 開催事業 JCI JCI世界会議

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 39名

(8) 開催事業 日本JC 全国大会

開催場所 富山市芸術文化ホール

(7) 開催事業 岐阜BC 岐阜ブロック大会

開催場所 郡上市役所大和振興事務

開催日時 2019年8月31日(日) 13:00～17:30

開催場所 パシフィコ横浜

開催日時 2019年7月20日(土)～2019年7月21日(日)

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 37名

開催日時 2019年7月8日(日) 13:00～18:20

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 36名

(6) 開催事業 日本JC サマーコンファレンス

参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 6名

(5) 開催事業 東海DC 東海フォーラム

開催場所 磐田市文化振興センター

(4) 開催事業 JCI ASPAC

開催場所 大韓民国･済州

開催日時 2019年6月17日(月)～2019年6月20日(木)

開催場所 岐阜都ホテル
開催日時 2019年2月3日(土) 15:00～17:20
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 41名

2019年2月22日(金)～2019年2月24日(日)

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 日本JC 金沢会議

開催場所 北國新聞赤羽ホール、金沢市文化ホール

開催日時

開催日時 2019年1月18日(金)～2019年1月20日(日)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 47名

(2) 開催事業 岐阜BC 岐阜会議

5. JCI、日本JC及び対外交流事業の窓口及び参加推進

(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



サッカー部

代表者 髙田 晃裕

活動報告

練習

フットサルアリーナ　本巣

2019年7月29日(月曜日)

練習

キャプテン翼スタジアム垂井

2019年10月3日(木)

練習

キャプテン翼スタジアム垂井

2019年10月10日(木)

第23回岐阜ブロックサッカー大会in高山

大八グラウンド

2019年10月20日(日)

忘年会

やきにく華

2019年12月14日(土)

大垣JCじゃがいもの会

代表者 藤塚 茂之

今年度は活動を行いませんでした。

ラスト侍

代表者 澤頭 典男

第1回ラスト侍（親睦会）

焼肉大門

2019年3月30日(土)

第2回ラスト侍（夏の家族親睦会）

上石津緑の村公園しいたけ園バーベキュー場

2019年8月18日(日)

第3回ラスト侍（忘年会）

一とり

2019年12月26日(木)

居酒屋の会

代表者 栗田 紀久

今年度は活動を行いませんでした。

開催事業

開催日時 2019年12月

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。

開催場所

6. 趣味の会の窓口

(1) 開催事業 趣味の会の設立
開催日時 2018年11月24日(土)～2018年11月29日(木)
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
開催日時 2018年12月5日(水)～2018年12月18日(火)
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

公益社団法人大垣青年会議所 正会員 13名、シニアクラブ 3名

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 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 7名、シニアクラブ 2名

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 2名

(3) 開催事業

開催場所

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

(4)

②

③

(1) 開催事業

開催場所

(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 16名、シニアクラブ 5名

④

開催日時

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 5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 7名、シニアクラブ 2名、ご家族 23名

(3) 開催事業

開催場所

開催日時

参加人数



勝負師の会

代表者 大橋 信一郎

勝負師の会 検討会

大垣城サルーン

2019年7月6日(土)

勝負師の会 検討会

京都競馬場

2019年10月14日(月)

勝負師の会 納会

一とり

2019年12月29日(土)

登山部

代表者 上田 宗輝

今年度は活動を行いませんでした。

野球部

代表者 大橋 信一郎

練習

大垣南グラウンド

2019年4月23日(火)

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

練習

大垣南グラウンド

2019年7月24日(水)

公益社団法人大垣青年会議所 正会員 9名、シニアクラブ 4名

第57回岐阜ブロック野球大会

羽島市運動公園野球場

2019年9月28日(土)

公益社団法人大垣青年会議所 正会員 13名、シニアクラブ 3名

納会

大垣サウナ

2019年12月11日(水)

7. 各委員会との連携

事業内容 (1) SDGsを推進しました。

⑤

(1) 開催事業

開催場所

開催日時

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

⑥

⑦

(1) 開催事業

開催場所

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

(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 1名、シニアクラブ 1名

開催場所

(2) 開催事業

(3) 開催事業

開催場所

開催日時

参加人数

開催日時

参加人数

(2) 開催事業

開催場所

開催日時

参加人数

8. 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) 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



4. 情報管理のための事業

(1)各事業記録の整理･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。

5. 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 クインテッサホテル　3F　ソーレA
開催日時 2019年1月30日(水) 18:00～19:00
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 65名(内訳:本人出席 46名、委任状出席 19名)

開催場所 大垣フォーラムホテル 3F 雲海の間
開催日時 2019年1月15日(火) 式典 18:10～19:19(17:30開場)

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) 4名、大垣JCシニアクラブ 会員 46名
公益社団法人大垣青年会議所 正会員 55名、特別会員 1名

事業内容

(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。

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。

(2)定款及び運営規則の管理を行いました。

総務委員会 年間事業報告

担当名 会務運営
委員長名 伊藤 裕一朗

委員会名 総務委員会

開催事業 1月度例会

一年間を振り返って

1. 1月度例会の企画･運営(新年互礼会)

　本年度、総務委員会は厳格な組織の規律のもと、会員一人ひとりがJAYCEEであることに自覚と責任を持ってJC活動に邁
進できるよう、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月度例会では、琴と書道によるパフォーマンスを行い日本らしさを存分に打ち出した雰囲気の中、安田理事長より堂々と
2019年度の活動方針を発信して頂き、ご臨席頂いた皆様に大垣青年会議所の活動を理解し共鳴して頂くことができまし
た。また、安田理事長の力強い所信表明を間近で聴き、会員が一丸となって活動していく契機となり、2019年度に向けて最
高のスタートを切ることができました。12月度例会は例年とは設えを変え、揖斐川丘苑で行いました。例会では卒業生に対
する感謝と労いの気持ちを参加した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。2019年度の始まりの例会と締めくくりの例会を担当させて頂き、本年度の安田理事長の活動
方針を体現できたと確信しています。また本年度も、例会のように表立って分かる事業だけでなく、基本資料・定款の作成と
管理、総会運営、理事会運営、公益法人格制度の運営と手続き、財務管理を中心に大垣青年会議所の運営全般を行って
きました。その中で、本年度は公益法人格の立入り検査の年でもありました。公益社団法人となってから約3年が経過し、公
益法人格の取得意義や役割を理解できている会員が少ない現状を考えると、今後、公益社団法人の必要性も十分に考
え、その上で事業や運動の在り方をしっかりと理解していかなければならないことを実感しました。その上で、今後も公益社
団法人として活動していくためには、全会員で公益法人格を理解し、公益事業に真摯に取り組んでいかなければならない
と考えます。
　この1年を通して、青年会議所の良さである単年度制がゆえに引継ぎが難しく、曖昧になってしまっている部分もあることも
実感しました。この問題は簡単に解決できることではありませんが、2020年代へ向け目を背けることなく、解決に向け会員一
丸となって取り組んでいかなければならないと考えます。最後になりますが、会員の皆様や委員会メンバーのご協力や支え
なくしては会務運営は成り立たないことを改めて教えられる、とても学びのある一年となりました。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心より感謝申し上げ、一年間の振り返りとさせて頂きます。本当にありがとうございま
した。

3. 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

2019年度の活動方針を安田理事長より力強く堂々と発信して頂き、ご臨席頂いた来賓、来訪JC、顧問、
大垣シニアクラブ会員の皆様に大垣青年会議所の活動を理解し共鳴して頂くことができました。また、一
人ひとりが強い信念を持ちその信念を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。

参加人数

事業内容

(1)基本資料の作成･会員名簿の作成をしました。

2. 12月度例会の企画･運営

開催事業 12月度例会
開催場所 国定公園 揖斐峡 揖斐川丘苑
開催日時 2019年12月8日(日) 13:00～13:59
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 1名、新入会員予定者 6名
事業内容 和の雰囲気の中、卒業生の皆様が入場され、卒業生に対する感謝と労いの気持ちを参加した在会生全

員で表すことができました。また、卒業生からは40歳までのJC生活を全力で取り組んで欲しいという気持
ちを伝えて頂いたと共に、卒業生の想いを受け継ぎ、次年度へ堂々と歩んでいく決意を持つことができ
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。

9. 財務管理に関する事業

(1)各委員会と連携しました。

(6)預り金の管理をしました。

10. SDGｓの推進

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

(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。

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。

(2)各事業及び各委員会の出欠席の管理をしました。

(5)定款･運営規則等の規定の精査･改正をしました。

(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。

(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。

(2)議事録の作成をしました。

7. 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。

開催日時 2019年12月9日(月) 19:00～20:00
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 64名(内訳:本人出席 42名、委任状出席 22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。

(5) 開催事業 第4回 臨時総会
開催場所 大垣青年会議所 2F 大会議室3

開催日時 2019年8月6日(火) 19:00～20:20
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 64名(内訳:本人出席 43名、委任状出席 21名)
事業内容 (1)臨時総会の設営･運営を行いました。

(4) 開催事業 第3回 臨時総会
開催場所 クインテッサホテル 3F ソーレA

(3) 開催事業 第2回 臨時総会

事業内容 (1)臨時総会の設営･運営を行いました。

開催場所 大垣青年会議所 2F 大会議室3
開催日時 2019年5月20日(月) 19:00～20:00
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 65名(内訳:本人出席 30名、委任状出席 35名)

(2)議事録の作成をしました。

(4)マニュアルに基づく議案上程の周知を行いました。

(2) 開催事業 第1回 臨時総会
開催場所 大垣青年会議所 2F 大会議室3
開催日時

6. 理事会運営に関する事業

(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。

事業内容 (1)理事会の準備及び設営を行いました。

(2)議事録の作成をしました。

2019年3月25日(月) 19:00～20:00
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 65名(内訳:本人出席 30名、委任状出席 35名)
事業内容 (1)臨時総会の設営･運営を行いました。



事業内容 メイン会場・おもてなしステーションの設営

4.

事業内容

開催日時

ツール・ド・西美濃2019 前日設営

3. ツール・ド・西美濃2019 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 2019年7月7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 46名、誘導指導員　61名
事業内容

参加人数

ツール・ド・西美濃支援実行委員会 年間事業報告

担当
委員会名

-
ツール・ド・西美濃支援実行委員会

委員長名 大橋 信一郎

公益社団法人大垣青年会議所 正会員 22名

参加人数

2.

2019年１月11日(金)～2019年12月6日(金) 15：30～16：30

ツール・ド・西美濃2019 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9回本部会
大垣市民会館 JCルーム

2019年9月14日(土) 8：00～17：00

大会の告知支援

公益社団法人大垣青年会議所 正会員 12名、特別会員 1名、行政担当者 13名、大垣商工会議所 1名、

 立ち上げから6年目を迎えるツール・ド・西美濃は本年度、「西美濃ブランドでおもてなし～集えダンシングヒーロー達～」をテー
マに開催されました。当日は好天に恵まれ、滞りなく大会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感謝しております。
 支援実行委員会では、例年ご参加頂いて下さる参加者の方にも、有意義な大会となるよう、また、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の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。7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、新たに
起伏を多く取り入れたコースをふまえ安全に運行するためのコース誘導、大会周知の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丸となって行えたのも、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。当大会を永続的に開催し、更なる形へと進化していくためにも、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不可欠です。
 終わりになりますが、ツール・ド・西美濃2019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。

Facebook及びInstagramのシェア拡散のお願い並びに周知

西美濃地域全体

1.

一年間を振り返って

開催場所

メイン会場・おもてなしステーションの設営、コース誘導

大垣市まちづくり市民活動支援センター 1名、株式会社西濃ガード 1名



① 第69期理事長候補者及び監事候補者の選考基準の検討
② 第69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

 標記の件につき、当選考委員会において第69期理事長候補者推薦書と第69期監事候補者推薦書を作成し、理事長候補者を
4月度理事会、監事候補者を5月度理事会に推薦し、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）

理事長・監事候補者選考委員会　事業報告

委員長 加藤　卓俊

事業内容

開催日時

2019年05月07日（火）

2019年02月14日（木）
2019年03月14日（木）
2019年04月09日（火）

第1回選考委員会

第4回選考委員会

第2回選考委員会
第3回選考委員会


