［様式③］
地域活性化委員会 年間事業報告
室
委員会

まちづくり室
地域活性化委員会

委員長

伊藤 聡

一年間を振り返って
2020年度、地域活性化委員会は、「少子化や人口流出といった人口減少問題を解消し、西美濃地域が人で賑わう魅力あ
るまちとして活性化していくことを目指す。」ことを基本方針として、活動や運動を行ってまいりました。
6月度例会では、多子社会をテーマに、アクアウォーク大垣において、岐阜県出身で、3人の子どもを産み育てている熊田
曜子氏、特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパンの理事である横井寿史氏、司会に株式会社岐阜放送のアナウン
サーである尾藤すみれ氏をお招きし、①地域住民に対する社会実験（アンケート）の実施と、②子育ての魅力、多子社会の
魅力、そして社会実験の結果を踏まえた内容について、講師に講演をして頂く予定でした。結局、6月度例会は、新型コロ
ナウイルスの影響により、事業中止となってしまいましたが、今回の例会実施に向けての議論やノウハウ、スキームは、今後
の運動や活動に活かして頂けるものであると考えています。
11月度例会では、新型コロナウイルスの影響に鑑み、人と人との接触はなるべく避ける形で、西美濃地域住民に対して、
多子社会と住民定着の2つのテーマの魅力発信とアンケートについて、岐阜新聞、大垣青年会議所ホームページ、
Facebook、Instagramに掲載するとともに、2市9町すべての小学校、保育園、幼稚園にチラシを配布し、実施しました。アン
ケートの回答は、866という多数に上り、384もの多くの具体的な政策提言や意見を頂きました。アンケート結果は、後援を頂
いた2市9町すべての市町に報告させて頂き、アンケート結果を踏まえ、大垣市の小川敏市長と理事長との対談も実施する
ことができました。
新型コロナウイルスの影響により、例会は1つしか行うことができませんでしたが、大垣青年会議所として、住民主体のまち
づくりの形成に大きく寄与できたのではないかと感じています。
一年間、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
新型コロナウイルスの影響により事業中止

2.

11月度例会の企画・運営
開催事業 11月度例会
開催場所 第1部（例会開会） WEB会議(Zoom)
第2部（投票期間） アンケート回答用WEBページでの投票
第3部（例会閉会） WEB会議(Zoom)
第4部(一般向け結果発表) 大垣青年会議所ホームページ内にて一般向け結果発表
開催日時 2020年11月１日(日)～2020年11月30日（月）
第1部（例会開会） 1日（日）11:00～11:33
第2部（投票期間） 8日（日）4:00～15日（日）20:00
第3部（例会閉会） 22日（日）11:20～12:07
第4部(一般向け結果発表) 22日(日)13:00～30日(月)20:00
参加人数 第1部（例会開会） 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 33名、新入会員予定者 4名
第2部（投票期間） アンケート回答数866名
第3部（例会閉会） 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 38名、新入会員予定者 4名
事業内容 多子社会と住民定着をテーマとした4部構成で、第1部は会員向けの事業説明、第2部は西美濃地域住
民に対して、多子社会と住民定着についての魅力発信とアンケートの実施、第3部はアンケートの結果
発表とそれを踏まえた大垣市長と理事長との対談、第4部は一般向けアンケートの結果発表を行いまし
た。
魅力発信とアンケートの実施は、岐阜新聞、大垣青年会議所ホームページ、Facebook、Instagramに掲
載するとともに、2市9町すべての小学校、保育園、幼稚園にチラシを配布する形で行いました。アンケー
トの回答数は866という多数に上り、また、384もの多くの具体的な政策提言や意見を頂きました。アン
ケート結果は、後援を頂いた2市9町すべての市町に報告しました。

3.

SDGsの推進
事業内容 (1)SDGsを推進しました。

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。

［様式③］
青少年育成委員会 年間事業報告
室
委員会

まちづくり室
青少年育成委員会

委員長

栗田 裕介

一年間を振り返って
本年度、青少年育成委員会は「西美濃地域に住まう子どもたちに主体性を持って行動し、互いに助け合う機会を提供す
ることで、自己肯定感の向上と他者を思いやる力を育む」を基本方針に掲げ、活動、運動に取り組んでまいりました。
5月度例会では、人工知能やロボットの普及拡大など高度通信社会による技術革新が進む中で、子どもたちが物事の手順
を踏み、論理的に物事を考える力を身に付ける機会が提供できるよう、マインクラフトを用いたプログラミング体験の企画をし
ました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の蔓延により事業中止という結果となりました。
7月度例会では、子どもたちが他者を思う心を育み、主体性を持って行動できる人財になる契機とするため、また、新型コ
ロナウイルス感染症の感染リスクを抑えるため、大垣青年会議所にとって初めての試みとなる自宅で参加できるよう動画配
信による体験事業を開催しました。2020年度、文部科学省による学習指導要領の改訂に基づき、子どもたち自らが主体性
を持って行動する力、また、物事を成し遂げる過程の中で親子とのコミュニケーションを通して他者を思いやる心を育むこと
ができるように体験内容を企画しました。
体験の中で西美濃地域の自然や文化を知ることで豊かな人間性を育み、また、今後の教育の在り方に触れ、論理的思考
力を身に付けることができるよう、動画作成に取り組みました。感染症の流行、災害が発生した際でも、青年会議所の運動
を止めることはできません。本例会での手法は有事の際のモデルケースとすることができました。
子どもたちは地域の宝であり、未来を担う子どもたちが地域に愛着を持ち、日本に誇りを持つことこそが今後の西美濃地
域の発展において必要不可欠であると考えます。また、今後の青年会議所運動において、未来の人財育成は地域を明るく
導いていくと信じています。
最後となりますが、この一年間を通して、会員の皆様にご助言やご協力を頂き、さまざまな状況の変化にも対応しながら、
活動することができました。会員の皆様に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。

1.

5月度例会の企画・運営
開催事業 5月度例会
新型コロナウイルスの影響により事業中止

2.

7月度例会の企画・運営
開催事業 7月度例会
開催場所 第1部 WEB会議(Zoom)
第2部 大垣青年会議所が提示する特設動画サイト
第3部 WEB会議(Zoom)
開催日時 第1部 2020年 7月 1日(水) 19：00 ～ 19：19
第2部 2020年 7月 23日(木) ～ 31日(金) 10：00～動画配信
第3部 2020年 7月 31日(金) 19：00 ～ 19：35
参加人数 第1部 公益社団法人大垣青年会議所正会員 39名
第2部 大垣市内の小学3、4年生 45名
第3部 公益社団法人大垣青年会議所正会員 38名
事業内容 プログラミング体験、木工体験、水まんじゅう作り体験を動画配信し、体験してもらうことで、子どもたちの
自己肯定感の向上及び他者を思いやる心を育む事業を行いました。配信形式にすることにより青少年
育成事業の新たなモデルケースとして大垣市教育委員会に提言することができました。

3.

SDGsの推進
事業内容 (1)SDGsを推進しました。

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。

西美濃情報発信委員会 年間事業報告
室
委員会

まちづくり室
西美濃情報発信委員会

委員長

星野 恵里

一年間を振り返って
西美濃情報発信委員会は、より多くの西美濃ファンを生み出すべくツール・ド・西美濃2020の開催準備を進めていまし
た。しかしながら社会情勢が大きく変わり、6月のツール・ド・西美濃実行委員会においてツール・ド・西美濃2020の開催中
止が決定し、2度の年間事業計画の変更を経て9月度例会と新たに12月度中間例会を企画・運営させて頂きました。
9月度例会では、ツール・ド・西美濃の歴史を振り返ることで事業の本質を理解すると共に単年度制である青年会議所に
おいて継続事業をどのように考えていくのかを学びました。また、会員及び行政担当者の方々からツール・ド・西美濃への
忌憚なき意見を頂戴し、ツール・ド・西美濃の可能性、課題を共有することができました。
12月度中間例会では、大垣JCシニアクラブ会員の皆様や行政の皆様のご協力のもと西美濃2市9町において花火の一斉
打ち上げを行いました。事前準備、当日の運営など会員一人ひとりが与えられた担いを全うすることで、西美濃地域住民の
皆様に明るい未来に向けた希望と活力を見出して頂くことができました。そして、この経験により私たち会員自身もご協力頂
いた皆様、願いやメッセージを下さった皆様から成長する機会を頂きました。
年頭に掲げた計画通りには進まない一年ではありましたが、多くの方々の家族や仲間への愛、西美濃地域をより良くした
いという想いに触れることができ、西美濃地域が一体となって地域の魅力を磨き上げ発信していくことへの希望を強く感じる
ことができた一年でした。最後となりますが、多くの方々のご協力により事業を開催できましたこと、衷心より御礼申し上げま
す。
1.

9月度例会の企画・運営
開催事業 9月度例会の企画・運営
開催場所 WEB会議(Zoom)
開催日時 2020年9月30日（水） 19:00～20:38
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 38名
事業内容 西美濃地域2市9町が一体となって行う唯一の事業であり、大垣青年会議所にとって唯一の継続事業で
ある「ツール・ド・西美濃」の検証・評価を行いました。改めて事業の本質を理解し、継続事業の在り方を
学び、会員の皆様及び行政担当者の皆様から多くの想いや意見を頂戴することで、西美濃地域のまち
づくりにおいてのより良い広域連携事業の在り方を考える機会となりました。

2.

12月度中間例会の企画・運営
開催事業 12月度中間例会の企画・運営
開催場所 実施場所
： 西美濃2市9町各地
高木煙火本社工場休耕田
大垣市
： 十六町
海津市
： 海津町西小島
揖斐川右岸
水門川右岸
養老町
： 大巻
垂井町
： 宮代
朝倉公園
関ケ原町 ： 大字関ケ原
笹尾山
揖斐川右岸
神戸町
： 大字神戸
輪之内町 ： 中郷新田
アポロンスタジアム
揖斐川左岸
安八町
： 西結
揖斐川町 ： 上東野
揖斐川左岸
大野町
： 大字下磯
道の駅パレットピアおおの南
揖斐川右岸
池田町
： 杉野
開催日時 2020年12月5日（土） 16:00～21:00
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 38名、新入会員予定者 2 名
事業内容 西美濃地域住民の皆様に2021年以降の明るい未来に向けて希望と活力を見出して頂きたいという想い
から、大垣JCシニアクラブ会員を中心とした西美濃地域各種企業の皆様のご協力のもと「2020年を頑
張った全ての人に贈る 2021年とその先の未来へ にしみの花火プロジェクト」と題し開催しました。大垣
JCシニアクラブ会員の皆様や行政の皆様のご協力を仰げたこと、地域住民の皆様から多くの願いやメッ
セージを頂戴したことで、大垣青年会議所への期待の高さを感じ、私たちはこれからも自身の成長を促
し、更なる地域の活性化に尽力していく必要があるのだと感じる例会となりました。

3.

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
事業内容 (1)ツール・ド・西美濃実行委員会と連携し、官民が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。
(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。
(3)ツール・ド・西美濃2020開催準備に参加・協力しました。

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。

会員資質向上委員会 年間事業報告
室
委員会

ひとづくり室
会員資質向上委員会

委員長

伊藤 裕一朗

一年間を振り返って
会員資質向上委員会は自らの意思で修練を積み、能動的に活動できる人財を創出すると共に、会員の皆様が成長を実
感できる一年となるよう活動して参りました。
2月度例会では、公益社団法人日本青年会議所 直前会頭 鎌田長明氏をお招きし、「未来はきっと変えられる！」の
テーマの下、青年会議所の使命や機会への接し方のご講演を賜りました。講演を通し、自ら意思を強く持ち、より良い自分
になれるように今後のJC運動や活動に能動的に参画していく決意を新たにする例会となりました。
新入会員の指導においては、三信条を研修のテーマにJC運動や活動に能動的に参画できる人財となれるよう、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、第2回は青年会議所とはどんな団体であり、何を目指し
て運動しているのかを学びました。第3回では新入会員が属する委員会のパワーポイントを作成し全会員に向け紹介を行
い、相手に伝える力を身に付けると共に、青年会議所活動に必要なスキルを身に付けることができました。第4回では、当初
は第3回に行う予定であった実践的な研修内容をパワーポイントにまとめ、発表を行いました。実践的な研修は行えません
でしたが、新入会員による交流会に向けて、事業の企画・運営に携わり一から事業を構築する難しさや楽しさなど多くの学
びや経験を得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、新入会員研修で学んだ経験を活かす
と共に、事業構築における背景や目的の大切さ、新入会員が一丸となって一つの事業を形にする意義を指導しました。
最後になりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大により事業の中止や変更を余儀なくされましたが、皆様のご協力が
あり、無事活動することができました。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.

2月度例会の企画・運営
開催事業
開催場所
開催日時
参加人数
事業内容

2.

2月度例会
大垣フォーラムホテル 3F 大海の間
2020年2月11日(火) 14:00～16:58
公益社団法人大垣青年会議所 正会員 47名
講師名:鎌田 長明 氏
講演テーマ:未来はきっと変えられる！

4月度例会の企画・運営
開催事業 4月度例会
新型コロナウイルスの影響により事業中止

3.
(1)

新入会員の指導
開催事業
開催場所
開催日時
参加人数

第1回新入会員研修
JCルーム
2020年1月8日(水) 19:00～20:31
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 2名、副理事長 2
名、専務理事 1名、常任理事室長 3名、委員長 7名、会員資質向上委員会 副委員長 2名、委員会メン
バー 3名

事業内容 経験豊富な現役会員より説明を受け青年会議所を理解すると共に、年間のスケジュールを把握すること
で今後の活動に能動的に参画する礎を築きました。
(2)

開催事業
開催場所
開催日時
参加人数

第2回新入会員研修
国立京都国際会館(京都会議会場）
2020年1月19日(日) 08:30～11:37
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 3
名、委員会メンバー 3名

事業内容 京都会議に参加し、2020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き、青年会議所のスケールの大きさを感じ取る研修となりました。
(3)

開催事業
開催場所
開催日時
参加人数
事業内容

第3回新入会員研修
WEB研修(Zoom)
2020年4月23日(木) 19:00～20:24
公益社団法人大垣青年会議所 新入会員 6名、正会員35名
事前課題として自身が所属する委員会の紹介PPTを作成し、全会員に向けて発表しました。青年会議
所活動のスキルアップを目指すと共に、対面でない状態でどう説明すれば、より分かりやすく相手に伝え
られるかを考えて発表することができました。

(4)

開催事業
開催場所
開催日時
参加人数
事業内容

第4回新入会員研修
WEB研修(Zoom)
2020年5月26日(火) 19:00～20:29
公益社団法人大垣青年会議所 新入会員 6名、正会員40名
過去3回に亘る研修で学んだ三信条を基に、新入会員自身が運営として事業に携わる中、与えられた
テーマを基に、どのように企画・準備を行ってきたかをPPTを使用し発表して頂き、能動的に参画できる
人財となるよう指導を行いました。

(5)

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ブ出席
JCルーム
2020年2月～2020年6月度理事会開催時
公益社団法人大垣青年会議所 新入会員 6名
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。

(6)

開催事業
開催場所
開催日時
参加人数
事業内容

3分間スピーチの実施
JCルーム
2020年度2月度例会、3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
公益社団法人大垣青年会議所 新入会員 6名
3分という限られた時間の中で事業に参加して感じたことや学び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。

(7)

開催事業
開催場所
開催日時
参加人数
事業内容

岐阜ブロックアカデミー2020への参加
YouTube配信
2020年6月28日(日) 9:30～12:30
公益社団法人大垣青年会議所 新入会員 5名
LOMの事業では行えない研修を岐阜ブロック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.
(1)

新入会員による交流会の企画・運営に対する指導
開催事業
開催場所
開催日時
参加人数

議案作成・上程セミナー
JCルーム
2020年6月4日(水) 19:00～20:50
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 3名、第68期実行委員長 1名、副実行
委員長 1名、運営幹事 1名、担当副理事長 1名、担当常任理事 1名、担当理事 3名、委員会メンバー 3
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、68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。
(2)

開催事業
開催場所
開催日時
参加人数
事業内容

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、WEB理事会(Zoom)
2020年6月～2020年12月
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 32名、オブザーブ（新入会員）3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。

(3)

開催事業
開催場所
開催日時
参加人数

事業実施準備及び事業報告の指導
JCルーム、WEB理事会(Zoom)
2020年6月～2020年12月
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 3
名、委員会メンバー 3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、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。
5.
(1)

SDGsの推進
事業内容 SDGsを推進しました。

6.

各委員会との連携

(1)

事業内容 各委員会と連携しました。

(2)

開催事業
開催場所
開催日時
参加人数
事業内容

事業構築、社会課題解決セミナー
WEB研修(Zoom)
2020年5月22日(金) 19:00～19:53
公益社団法人大垣青年会議所 正会員32名
事業構築の考え方や理論を学ぶと共に、4月度例会で行う予定であった社会課題解決方法を事業構築
に重ね合わせて学ぶことで、今後の大垣青年会議所の運動を考えるきっかけとなり、新たな気付きを得
る機会となりました。

［様式③］
拡大ネットワーク委員会 年間事業報告
室
委員会名

ひとづくり室
拡大ネットワーク委員会

委員長名

遠藤 功博

一年間を振り返って
拡大ネットワーク委員会では、本年度の目標である24名の新入会員を入会に導くために会員拡大会議を初めとしSDGｓを身近に感じて
頂くための講師、若い世代の方や女性会員の入会を進めていくために現役のメンバーを講師にお呼びし、会員拡大を進めていく予定で
したが、新型コロナウイルスの影響により肝となる、2つの事業が中止となってしまいました。しかし、先輩方や会員から多くの候補者をご
紹介頂き、6名の新入会員の入会に繋がりました。会員拡大を進めていく中で、特に女性会員の入会の難しさ、全会員の方に会員拡大
を積極的に行って頂く難しさを感じました。
今後は、全会員が一丸となって会員拡大を進めていき、地域のために活躍する人財を増やし大きな運動を発信して頂きたいと思いま
す。
例会では、8月度例会の第36回水門川万灯流しと10月度例会の第47回十万石ふるさとまつりを担当させて頂きましたが、新型コロナウ
イルスの影響により中止となりました。10月度例会は年間事業計画を変更し、大垣市青年のつどい協議会加盟団体と各団体の運動を知
り、各団体の会員の方と交流をはかれる事業を行うことができました。会員や各団体から温かいお言葉を頂き、この社会情勢が不安定な
中でも各団体の絆は深められた事業だと思います。今後も各団体や会員の方が共に事業を進めていけるような関係、助け合える関係が
より強いものへと発展して欲しいと願っております。
結びとなりますが、本年度は特別な1年になったと思います。この状況下の中、多くの方々のご協力があり新入会員を入会に導けたこと
や大垣市青年のつどい協議会と今まで以上に各団体の運動を知り、絆を深められたことなど、委員長として多くのことを経験、学ばせて
頂けた1年となりました。会員の皆様には、当委員会に多くのご協力を頂き感謝申し上げます。ありがとうございました。

1.

8月度例会の企画・運営
開催事業 8月度例会
新型コロナウイルスの影響により事業中止

2.

10月度例会の企画・運営
開催事業 10月度例会
開催場所 WEB会議(Zoom)
開催日時 2020年10月13日(火) 19:00～20:51
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 37名 公益社団法人大垣青年会議所 新入会員予定者 7名
大垣市青年のつどい協議会加盟団体 21名
事業内容 大垣市青年のつどい協議会加盟団体の各団体の運動や魅力を知り、共に事業を行うことで結束力を築きまし
た。

3. 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 2020年1月1日(水)～2020年12月31日(木）
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 58名
事業内容 若い世代や女性会員に今まで以上に目を向け、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、
共に運動を展開できる人財を募集しました。
(2)

開催事業
開催場所
開催日時
参加人数
事業内容

会員拡大会議
JCルーム
2020年1月23日(木）19:00～19:53
公益社団法人大垣青年会議所 正会員 34名
若い世代や女性会員が入会するためのアプローチの手法を学び、会員拡大に繋げることの大切さを知って頂く
ことができました。

(3）

開催事業

第1回異業種交流会
新型コロナウイルスの影響により事業中止

(4)

開催事業

第2回異業種交流会
新型コロナウイルスの影響により事業中止

(5)

開催事業
開催場所
開催日時
参加人数
事業内容

異業種交流会
WEB会議(Zoom)
2020年6月18日(木) 19:00～19:50
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8名
Zoomを使い、会員でもある野田正興君を講師にお招きし、今後の仕事や家庭やJCについて考えられることを
「アフターコロナ」と題して講演して頂きました。懇親会でもZoomを使用し、候補者と懇親を深めました。

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
(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 2020年9月10日(木) 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3名
拡大ネットワーク委員会 理事3名
事業内容 9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
開催場所
開催日時
参加人数
事業内容

新入会員予定者オリエンテーション
JCルーム
2020年9月17日(木) 19：30～20：51
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3名
拡大ネットワーク委員会 理事3名 推薦者10名 新入会員予定者7名
青年会議所活動、大垣青年会議所の魅力を知って頂くと共に推薦者との交流を行うことでお互いの信頼関係
を築きました。

(3)

開催事業
開催場所
開催日時
参加人数
事業内容

新入会員予定者参加対象事業
参加対象事業開催場所
2020年10月～12月
公益社団法人大垣青年会議所 正会員58名 新入会員予定者7名
参加対象事業に参加して頂くことにより、共に運動を発信できる人財となれるように指導を行いました。

(4)

開催事業
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
大垣市民会館 第1会議室（面接会場）
2020年12月8日(火) 19：15～20:36
公益社団法人大垣青年会議所 正会員19名 新入会員予定者6名
新入会員予定者が参加対象事業に積極的に参加できたか、また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。

5. 西美濃地域関係各諸団体との窓口及び協力
(1) 参加した主な事業
開催事業 大垣市青年のつどい協議会 新年互礼会
開催場所 中川ふれあいセンター
開催日時 2020年1月11日(土) 18:30～20:30

6.

開催事業
開催場所
開催日時

大垣市成人式協力
大垣フォーラムホテル
2020年1月13日(月) 9:00～11:00

開催事業
開催場所
開催日時

大垣市青年のつどい協議会 9月親睦事業
大垣駅北口、南口
2020年9月12日(土) 8:00～11:00

開催事業
開催場所
開催日時

竹灯り製作教室
大垣市青年の家 講堂
2020年11月18日(水) 19:00～21:00

開催事業
開催場所
開催日時

城下町大垣イルミネーション点灯式
大垣駅南口
2020年11月28日(土)～2021年1月31日(日）

SDGsの推進
事業内容 (1) SDGsを推進しました。

7. 各委員会との連携
(1) 事業内容 各委員会と連携しました。
(2)

開催事業
開催場所
開催日時
事業内容

会員拡大セミナー
WEB会議(Zoom)
2020年5月12日(火) 19:00〜19:53
会員拡大への意識を高めるためセミナーを開催しました。

(3)

開催事業
開催場所
開催日時
事業内容

セルフマネジメントセミナー
WEB会議(Zoom)
2020年8月3日(月) 19:00～20:27
講師の方から会員拡大をなぜ行うのか、青年会議所に入会する意義などを、会員や新入会員候補者に対して
説明して頂き入会の促進になるセミナーを開催しました。

［様式③］
渉外委員会 年間事業報告
室
委員会

総務室
渉外委員会

委員長

清水 崇

一年間を振り返って
本年度、渉外委員会は「JC運動を通じて、西美濃の魅力を共感できる情報として発信すると共に、対外窓口として、円滑
な運営及び設営と出向者への支援を行い、成長の機会を創出する。」を基本方針に掲げ、取り組んでまいりました。 しかし
ながら、新型コロナウイルスの蔓延に伴い、とうかい号事業を皮切りに3月度例会、花蓮JCとの交流事業など多くの事業が中
止に追い込まれました。
そのような状況下で、数少ない事業として9月度中間例会、各務原青年会議所・大垣青年会議所との交流会2020の開催
をできたことは改めて感謝申し上げます。
いずれも当委員会及び大垣青年会議所単独では行えなかった事業であり、各方面のご協力を頂いた上で、開催できたこ
とで改めてこのコロナ禍においての岐阜ブロック協議会や公益社団法人各務原青年会議所との連携、協力、参加を通じ
て、基本方針にある出向者への支援や各会員の成長の機会を創出ができたと確信しております。
コロナ禍において苦肉の策とはいえ、色々な困難な状況を乗り越えて皆でアイデアを出し合い、事業を開催することがで
きました。代表的なものとしては、WEBを活用した新たな手法を取り入れることで、距離を超えて多くの方に大垣青年会議所
の魅力を配信することができ、今後の事業の在り方ややり方を大きく変えるきっかけになったと考えます。また、各務原青年
会議所・大垣青年会議所との交流会2020の懇親会では、ハイブリッド会議ならぬハイブリッド懇親会の新しい形を生み出せ
たことも大きく貢献できたのではないかと考えます。
末筆ではございますが、非常に困難な状況下でも支えてくださった多くの会員の皆様や委員会メンバーのおかげをもちま
して、一年間やり遂げられたことを改めて感謝申し上げます。
本年度、一緒に走って頂いた委員会メンバー、そして会員の皆様、健康に留意して頂きまして、益々のご発展を心より祈
念申し上げます。一年間大変お世話になりました。本当にありがとうございました。

1.

3月度例会の企画･運営
開催事業 3月度例会
新型コロナウイルスの影響により事業中止

2. 9月度中間例会の企画･運営
(1) 開催事業 事前説明会
開催場所 WEB会議(Zoom)
開催日時 2020年9月1日(火) 19:00～19:54
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 40名
事業内容 過去の岐阜ブロック大会、岐阜ブロック大会2020について事前に学び、理解を深めました。

(2)

開催事業
開催場所
開催日時
参加人数
事業内容

9月度中間例会(岐阜ブロック大会2020）
WEB会議(Zoom、YouTube配信)
2020年9月6日(日) 9:00～16:35
公益社団法人大垣青年会議所 正会員 41名
岐阜ブロック協議会の運動を学び、また繋がりを体感することができました。

3. 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
開催場所 西美濃地域住民
開催日時 2020年1月1日(水)～2020年1月31日(金)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 58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。

(2)

開催事業
開催場所
開催日時
参加人数

適正審査
JCルーム
2020年2月14日(金) 19:30～21:00
乗船希望者 13名
公益社団法人大垣青年会議所 正会員 13名
事業内容 大垣青年会議所から乗船する一般団員として第47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 LOMオリエンテーションの開催
開催場所 新型コロナウイルスの影響により事業中止

(4)

開催事業 岐阜ブロックオリエンテーションへの参加
開催場所 新型コロナウイルスの影響により事業中止

(5)

開催事業 結団式への参加
開催場所 新型コロナウイルスの影響により事業中止

(6)

開催事業 LOM壮行会の開催
開催場所 新型コロナウイルスの影響により事業中止

(7)

開催事業 第47回JC青年の船「とうかい号」への派遣
開催場所 新型コロナウイルスの影響により事業中止

(8)

開催事業 出航式、帰港式の参加及び案内
開催場所 新型コロナウイルスの影響により事業中止

(9)

開催事業 LOM帰国報告会の開催
開催場所 新型コロナウイルスの影響により事業中止

4. 広報管理に関する事業
(1) 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
開催日時 2020年1月1日(水)～2020年12月31日(木)
事業内容 (1)ホームページの管理と運用を行いました。
(2)WEB媒体、SNSを利用した情報発信を行いました。
(3)機関紙の発行(1･11月)を行いました。

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
開催日時 2020年1月17日(金)～2020年1月19日(日)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員39名
(2)

開催事業
開催場所
開催日時
参加人数

岐阜BC 岐阜会議
岐阜都ホテル
2020年2月1日(土)
公益社団法人大垣青年会議所 正会員 41名

(3)

開催事業
開催場所
開催日時
参加人数

日本JC 金沢会議
北國新聞赤羽ホール、金沢市文化ホール
2020年2月21日(金)～2020年2月22日(土)
公益社団法人大垣青年会議所 正会員 6名

(4)

開催事業 JCI ASPAC
新型コロナウイルスの影響により事業中止

(5)

開催事業 日本JC サマーコンファレンス
新型コロナウイルスの影響により事業中止

(6)

開催事業 東海DC 東海フォーラム
開催場所 WEB配信
開催日時 2020年7月4日(日)

(7)

開催事業
開催場所
開催日時
参加人数

岐阜BC 岐阜ブロック大会
WEB配信
2020年9月6日(日)
公益社団法人大垣青年会議所 正会員 41名

(8)

開催事業
開催場所
開催日時
参加人数

日本JC 全国大会
WEB配信
2020年9月26日(土)
公益社団法人大垣青年会議所 正会員 19名

(9)

開催事業
開催場所
開催日時
参加人数

JCI JCI世界会議
パシフィコ横浜、WEB配信
2020年10月24日(土)～2020年11月7日(土)
公益社団法人大垣青年会議所 正会員 58名

(10)

開催事業 岐阜BC 第53回岐阜ブロックじゃがいも大会
新型コロナウイルスの影響により事業中止

(11)

開催事業 岐阜BC 第57回岐阜ブロック野球大会
新型コロナウイルスの影響により事業中止

(12)

開催事業 岐阜BC 第23回岐阜ブロックサッカー大会
新型コロナウイルスの影響により事業中止

6. 花蓮JCとの交流に関する事業
(1) 開催事業 花蓮JC来訪
新型コロナウイルスの影響により事業中止
7. 他LOMとの交流
(1) 開催事業 鹿児島JCとの防災協定締結
開催場所 北山モノリス
開催日時 2020年1月19日(日)
参加人数 公益社団法人大垣青年会議所 正会員 9名
(2)

開催事業
開催場所
開催日時
参加人数

大垣青年会議所・各務原青年会議所交流会2020
大垣フォーラムホテル
2020年10月14日(水)
公益社団法人大垣青年会議所 正会員 16名

8. 趣味の会の窓口
(1) 開催事業 趣味の会の設立
開催日時 2019年11月24日(日)～2019年11月29日(金)
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 2019年12月5日(木)～2019年12月18日(水)
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 2020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。

① サッカー部
代表者 髙田 晃裕
今年度は活動を行いませんでした。
② 大垣JCじゃがいもの会
代表者 竹村 公作
今年度は活動を行いませんでした。

③ ラスト侍
代表者 伊藤 聡
今年度は活動を行いませんでした。
④ 居酒屋の会
代表者 澤頭 典男
今年度は活動を行いませんでした。
⑤ 勝負師の会
代表者 大橋 信一郎
今年度は活動を行いませんでした。
⑥ 野球部
代表者 日比野 豪
今年度は活動を行いませんでした。
⑦ e-スポーツ部
代表者 野田 正興
今年度は活動を行いませんでした。
9.

SDGｓの推進
事業内容 (1) SDGsを推進しました。

10. 各委員会との連携
(1) 事業内容 各委員会と連携しました。
(2)

開催事業
開催場所
開催日時
事業内容

SDGｓセミナー
WEB会議(Zoom)
2020年5月13日(水) 19:00～20:33
株式会社Allied 栗田 恵世氏を講師にお招きし、会員にSDGｓについて学ぶ機会を提供し、今後のJC活
動、自社の企業活動に役立てるセミナーを開催しました。

［様式③］
総務委員会 年間事業報告
室
委員会

総務室
総務委員会

委員長

長野 匠吾

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大垣青年会議所の理念と意義を理解し、JAYCEEとして自覚と責任を持つこと
で、活力のある組織として活動ができるよう、的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、2020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感して
頂くことができました。また、藤塚理事長の力強い所信表明を聴くことができ、会員一人ひとりが微粒結集して新たな活動や
運動へのを意欲を高揚して頂く契機となり、2020年度を歩み出す素晴らしい幕開けの例会となりました。
12月度例会では、新型コロナウイルスの状況を鑑みる中で、感染対策の配慮として、リアルとWEB配信のハイブリッド型で
実施しました。厳粛な雰囲気の中、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、卒業生からは全ての出来事や出会いに感謝して一期一会の気持ちで取り組んで欲しいという想いを伝えて頂いたと共
に、卒業生の想いを受け継ぎ、次年度へ邁進していく決意を持つことができる例会となりました。2020年度の始まりの新年
互礼会と卒業生のJC生活の集大成の卒業例会を担当させて頂けたと共に、昨今の情勢の中、対面の例会を開催させて頂
けたことに改めて感謝申し上げます。
表立つ事業だけでなく、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、本年度は新型コロナウイルスの感染対策として、
新たな生活様式に対応すべく様々な運営方法において、模索しながら対応していく年でもありました。それに伴い、運営方
法の検討、設備投資、マニュアル作成など柔軟に対応させて頂き、この様な社会情勢の中でも、会員の皆様の歩みを止め
ることなく活動して頂けたと考えています。
また、公益法人格制度の運営においては、近年の会員減少傾向や公益社団法人格の取得意義や仕組みを理解している
会員が少ない現状を考慮すると共に、公益社団法人格の公益事業の必要性とその在り方を真摯に受け止めて十分に考
え、会員全員で情報共有を行い、理解して活動をしていく必要があると考えます。今後の大垣青年会議所が、持続可能な
組織になるためには、多様性や包括性といった価値観の中で、異なる個性を尊重し、誰もが挑戦できる社会に開かれた組
織になる必要があり、この課題は前向きに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組織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。至らぬ点やご迷惑をお掛けした点が多々ありましたが、成長の機会を与えて頂い
たことを心より感謝申し上げます。一年間大変お世話になりました。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 2020年1月14日(火) 式典 16:30～18:55
参加人数 来賓11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 45名、公益社団法人 大垣青年会議所 正会員 50名
事業内容 2020年度の決意と方向性を力強く発信して頂き、ご臨席頂いた来賓、来訪JC、顧問、大垣JCシニアクラ
ブの皆様に大垣青年会議所の活動や運動に共感して頂くことができました。また、これまでの歴史を繋
いで頂いた先輩諸兄に感謝の気持ちを持つと共に、会員一人ひとりが微粒結集し、新たな活動や運動
をするための意欲を高揚することができました。

2.

12月度例会の企画・運営
開催事業 12月度例会
開催場所 大垣市民会館 大会議室1
開催日時 2020年12月1日(火) 式典の部 18:30～19:16・卒業生の部 19:36～20:48
参加人数 公益社団法人 大垣青年会議所 正会員 49名(Zoom参加3名)、新入会員予定者 6名
事業内容 新型コロナウイルスの状況を鑑みる中で、感染対策の配慮として、リアルとWEB配信のハイブリッド型で
実施しました。厳粛な雰囲気の中、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、卒業生からは全ての出来事や出会いに感謝して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、次年度へ邁進していく決意を持つことができました。

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

4.

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。
(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。

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 2020年1月29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58名 (内訳:本人出席37名、委任状出席21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。
(2)

開催事業
開催場所
開催日時
参加人数
事業内容

臨時総会
WEB会議(Zoom)
2020年6月30日(火) 19:00～20:00
公益社団法人 大垣青年会議所 正会員58名 (内訳:本人出席41名、委任状出席17名)
(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
開催場所
開催日時
参加人数
事業内容

臨時総会
WEB会議(Zoom)
2020年8月31日(月) 19:00～19:30
公益社団法人 大垣青年会議所 正会員58名 (内訳:本人出席49名、委任状出席9名)
(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
開催場所
開催日時
参加人数
事業内容

臨時総会
WEB会議(Zoom)
2020年9月14日(月) 19:00～20:30
公益社団法人 大垣青年会議所 正会員58名 (内訳:本人出席42名、委任状出席16名)
(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
開催場所
開催日時
参加人数
事業内容

臨時総会
WEB会議(Zoom)
2020年11月30日(月) 19:00～19:30
公益社団法人 大垣青年会議所 正会員58名 (内訳:本人出席42名、委任状出席16名)
(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。

6.

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。
(2)議事録の作成を行いました。
(3)理事会資料の配信及び厳格な資料の確認を行いました。
(4)マニュアルに基づく議案上程の周知を行いました。

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の準備
(2)各事業及び各委員会の出欠席の管理を行いました。
(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。
(5)定款・運営規則等の規定の精査・管理を行いました。
(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。

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． 大垣青年会議所の運営全般に関する事業
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。
(2)基金運用計画に基づく資金管理を行いました。
(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。
(5)中間決算及び年度末決算を行いました。
(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
(1) 事業内容 各委員会と連携しました。

(2)

開催事業
開催場所
開催日時
事業内容

議案上程に関しての勉強会
WEB会議(Zoom)
2020年4月30日(木) 19:00～20:03
議案上程マニュアルやフォーマットについて改めて学び、理事としての意識向上と、スキルアップをはか
ると共に、未曾有の経済危機に対して企業で役立つ助成金について、知識を得る機会となりました。

ツール・ド・西美濃支援実行委員会 年間事業報告
室
委員会名

ツール・ド・西美濃支援実行委員会

委員長名

川合 卓哉

一年間を振り返って
今年度で第7回目を迎えました「ツール・ド・西美濃2020」は、大会テーマ「西美濃ファン増殖計画～郷土愛でお・も・て・な・し～」
のもと、各市町の観光スポットや映えるスポットをコース上に設けることで、今まで以上に魅力発信ができるコースを企画しました。ま
た、初心者や女性走者にも参加して頂けるように養老鉄道を利用した「ツール・ド・トレインコース」を新たに設定することで、より多く
の方に大会を楽しんで頂けるように事業構築を進めてまいりました。しかし、新型コロナウイルスの影響で大変残念ながら中止と
なってしまいました。
近年では大会設立当初の新鮮さがなくなり、参加者が集まりにくい状況が続き、大会運営や予算において苦心する中で、より多く
の方々に西美濃を楽しんでもらいたい一心で新しい企画にも挑戦をしました。また、参加者目線で大会を企画すると同時に、青年
会議所として「西美濃の魅力を発信し、地域住民主導のまちづくりを行う」というツール・ド・西美濃がスタートした当初の目的にも
しっかりと向き合った内容を目指してきました。
結果として大会は中止となってしまいましたが、今までにない社会状況の中で、関係者の皆様とともにこの大会を作り上げようとす
る過程自体が、私たちにとってとても貴重な学びとなり、成長に繋げることができたと感じています。
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。今後、ツール・ド・西美濃にどのような変化
が必要で、どのように進化をさせるのかしっかりと考えることのできる貴重な年となりましたが、この経験をしっかりと次年度に活かし、
より良い大会になることを期待致します。改めまして、大会の成功に向けご協力頂いた全ての方々に感謝を申し上げます。

1.

第1回本部会 ～ 第9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 2020年１月10日(金)～2020年12月11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 7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2020 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

3.

ツール・ド・西美濃2020 誘導指導員コース実走会
開催事業 ツール・ド・西美濃2020 誘導指導員コース実走会
新型コロナウイルスの影響により事業中止

4.

ツール・ド・西美濃2020 前日設営
開催事業 ツール・ド・西美濃2020 前日設営
新型コロナウイルスの影響により事業中止

理事長・監事候補者選考委員会 事業報告
委員長

川合 卓哉

標記の件につき、当選考委員会において第70期理事長候補者推薦書と第70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。
（1）

（2）

開催日時
第1回選考委員会
第2回選考委員会
第3回選考委員会
第4回選考委員会
第5回選考委員会
第6回選考委員会

2020年2月4日(火)
2020年3月14日(土)
2020年4月14日(火)
2020年5月8日(金)
2020年6月8日(月)
2020年8月28日(金)

事業内容
① 第70期理事長候補者及び監事候補者の選考基準の検討
② 第70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

