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第１回 定例理事会 

日時：平成２５年 １月 １日（日）１９：３０～２０：００ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 代表理事選定の件              （理事 高梨 健太郎 君）可決 

 

第２回 定例理事会 

日時：平成２５年 １月１５日（火）１９：３０～２３：４５ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 ２月第一例会「第１回通常総会」開催計画並びに予算（案）承認の件 

                              （組織づくり総務委員会）可決 

・第２号議案 ５月第一例会「実施日時並びに実施会場計画」(案)承認の件 

                              （ＦＵＮ拡大広報委員会）可決 

・第３号議案 新入準会員認証（案）承認の件 

                              （ＦＵＮ拡大広報委員会）可決  

・第４号議案 新入正会員認証（案）承認の件 

                              （ＦＵＮ拡大広報委員会）可決 

 

第３回 定例理事会 

日時：平成２５年 ２月１２日（火）１９：３０～２３：４８ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 ２０１２年度事業報告（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第２号審議 ２０１２年度収支決算報告（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第３号議案 ２０１３年度第１回補正予算（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第４号議案 例会スケジュール変更（案）承認の件 

                              （組織づくり総務委員会）可決 

・第５号議案 ３月第一例会「決断と覚悟」～東日本大震災、その時～ 

                            開催計画並びに予算（案）承認の件 

                               （利他の心醸成委員会）可決 

・第６号議案 ３月第二例会「うらやす未来共創プロジェクト」 

                            開催計画並びに予算（案）承認の件 

                            （未来共創まちづくり委員会）可決 

・第７号議案 「人と地域をつなぐ就業体験」年間実施日時並びに対外配布資料計画（案） 

                                        承認の件 

                            （Love Townうらやす委員会）可決 

・第８号議案 新入正会員認証（案）承認の件 

                              （ＦＵＮ拡大広報委員会）可決 

  



 

 

第４回 定例理事会 

日時：平成２５年 ３月１１日（月）１９：３０～２３：４５ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号審議 ２月第一例会「第１回通常総会」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                              （組織づくり総務委員会）可決 

・第２号議案 浦安市協働事業提案制度の締結（案）承認の件 

                            （Love Townうらやす委員会）可決 

・第３号議案 ４月第一例会「人と地域をつなぐ就業体験～第１弾 ユニオンフレンドシップ～」 

                            開催計画並びに予算（案）承認の件 

                            （Love Townうらやす委員会）可決 

・第４号議案 新入会員認証（案）承認の件 

                              （ＦＵＮ拡大広報委員会）可決 

 

第１回 臨時理事会 

日時：平成２５年 ３月２５日（月）１９：３０～２０：２０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 ５月第一例会「第２５回わんぱく相撲浦安場所」対外資料配布（案）承認の件 

                              （ＦＵＮ拡大広報委員会）可決 

 

第５回 定例理事会 

日時：平成２５年 ４月 ９日（火）１９：３０～２３：４０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 １月第一例会「感謝状贈呈式」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                             （face to face交流委員会）可決 

・第２号審議 「震災復興支援の感謝を込めて  ＬＯＭ対抗みんなでフットサル in浦安大会」 

                             開催計画並びに予算(案)承認の件 

                             （face to face交流委員会）可決 

・第３号審議 ５月第一例会「わんぱく相撲浦安場所」開催計画並びに予算（案）承認の件 

                              （ＦＵＮ拡大広報委員会）可決 

 

第６回 定例理事会 

日時：平成２４年 ５月 ７日（月）１９：３０～２３：００ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 第２回補正予算（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

  

・第２号議案 ３月第一例会「決断と覚悟」～東日本大震災、その時～ 

                            開催報告並びに決算（案）承認の件 

                               （利他の心醸成委員会）可決 

・第３号議案 ３月第二例会「うらやす未来共創プロジェクト」 

       ～ファーストステージ 新たな文化の幕開け～開催報告並びに決算（案）承認の件 

                            （未来共創まちづくり委員会）可決 



・第４号議案 ６月第一例会「人と地域をつなぐ就業体験～第二弾 学生集合！ 

           ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥＴＲＵＥ～」開催計画並びに予算（案）承認の件  

                            （Love Townうらやす委員会）可決 

・第５号審議 次年度事業計画策定協議会協議会会長選出（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第６号議案 新入正会員認証（案）承認の件 

                              （ＦＵＮ拡大広報委員会）可決 

・第７号議案 新入賛助会員認証（案）承認の件 

                            （ＦＵＮ拡大広報委員会）取り下げ 

 

第２回 臨時理事会 

日時：平成２５年 ５月２７日（月）２０：００～２１：２０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議 

・第１号議案 ６月第一例会「すべては利他の心から～feel so RITA～」 

                            開催計画並びに予算（案）承認の件 

                               （利他の心醸成委員会）可決 

・第２号議案 新入賛助会員認証（案）承認の件 

                              （ＦＵＮ拡大広報委員会）可決 

 

第７回 定例理事会 

日時：平成２５年 ６月１０日（月）１９：３０～２３：３０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 ４月第一例会「人と地域をつなぐ就業体験～第一弾 ユニオンフレンドシップ～」 

                            開催報告並びに決算（案）承認の件 

                            （Love Townうらやす委員会）可決 

・第２号議案 例会スケジュール変更（案）承認の件 

                              （組織づくり総務委員会）可決 

 

第３回 臨時理事会 

日時：平成２５年 ６月２４日（月）１９：３０～２０：４０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 ７月第一例会「サマーコンファレンス２０１３」 

                            開催計画並びに予算（案）承認の件 

                              （ＦＵＮ拡大広報委員会）可決 

 

第８回 定例理事会 

日時：平成２５年 ７月 ８日（月）１９：３０～２３：２６ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 ８月その他事業「人と地域をつなぐ就業体験～第三弾 おもてなしの極意～ 

              ラブタウン・ウォークスルー」開催計画並びに予算（案）承認の件 

                            （Love Townうらやす委員会）可決  

・第２号議案 募金機能付き 浦安市指定ごみ袋 広報計画及び予算（案）承認の件 

                              （ＦＵＮ拡大広報委員会）可決 

・第３号議案 募金機能付き 浦安市指定ごみ袋 新設計画（案）承認の件 



                              （ＦＵＮ拡大広報委員会）可決 

・第４号議案 新入正会員認証（案）承認の件 

                              （ＦＵＮ拡大広報委員会）可決 

第４回 臨時理事会 

日時：平成２５年 ７月２２日（月）１９：３０～２１：００ 

場所：浦安商工会議所会館３階Ａ・Ｂ会議室 

・第１号議案 ８月第一例会「人と地域をつなぐ就業体験～第四弾 開校式」 

                            開催計画並びに予算（案）承認の件 

                            （Love Townうらやす委員会）可決 

・第２号議案 政策提言書の序章（案）承認の件 

                            （未来共創まちづくり委員会）可決 

 

第５回 臨時理事会 

日時：平成２５年 ７月３０日（火）１９：３０～２０：００ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 学生募集広報予算（案）承認の件 

                            （Love Townうらやす委員会）可決 

 

第９回 定例理事会 

日時：平成２５年 ８月１２日（月）１９：３０～２１：５０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 ６月第一例会「人と地域をつなぐ就業体験～第二弾 学生集合！ 

             ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥ～」開催並びに決算（案）承認の件 

                            （Love Townうらやす委員会）可決  

・第２号議案 ８月その他事業「人と地域をつなぐ就業体験～第三弾 おもてなしの極意 

                  ～ラブタウン・ウォークスルー」補正予算（案）承認の件 

                            （Love Townうらやす委員会）可決 

・第３号議案 ８月その他事業「人と地域をつなぐ就業体験～第五弾 

              ＬｏｖｅＴｏｗｎうらやす～」開催計画並びに予算（案）承認の件 

                            （Love Townうらやす委員会）可決 

・第４号議案 ９月第一例会「うらやす未来共創プロジェクト」 

          ～みんなで考えよう！うらやすの未来～開催計画並びに予算（案）承認の件 

                            （未来共創まちづくり委員会）可決 

・第５号議案 ２０１４年度公益社団法人浦安青年会議所「選挙管理委員会設置」（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第６号議案 平成２５年度浦安市協働事業提案制度応募（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

第６回 臨時理事会  

日時：平成２５年 ８月２１日（水）１９：３０～２４：００ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 ６月第二例会「すべては利他の心から～feel so RITA～」 

                            開催報告並びに決算（案）承認の件 

                               （利他の心醸成委員会）可決 

 



第１０回 定例理事会  

日時：平成２５年 ９月 ９日（月）１９：３０～２４：４０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 ６月第一例会「人と地域をつなぐ就業体験～第二弾 学生集合！ 

                ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥ～」補正予算（案）承認の件 

                            （Love Townうらやす委員会）可決  

・第２号議案 ６月第一例会「人と地域をつなぐ就業体験～第二弾 学生集合！ 

           ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥ～」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                            （Love Townうらやす委員会）可決  

・第３号議案 １０月第一例会「第６２回全国大会 奈良大会」 

                            開催計画並びに予算（案）承認の件 

                              （ＦＵＮ拡大広報委員会）可決 

・第４号議案 １０月第二例会 「一人ひとりの思いやりが世界を動かす」                            

～ちいさなちからをあつめ、おおきなちからに～ 開催計画並びに予算（案）承認の件 

                               （利他の心醸成委員会）可決 

・第５号議案 １０月第二例会市指定寄付金付きごみ袋愛称募集 

                            開催計画並びに予算（案）承認の件 

                               （利他の心醸成委員会）可決 

・第６号議案 １０月第二例会 「一人ひとりの思いやりが世界を動かす」～ちいさなちからを 

  あつめ、おおきなちからに～市指定寄付金付きごみ袋ＰＲ販売ブース開催計画並びに予算（案） 

                               （利他の心醸成委員会）可決 

・第７号議案 １０月その他事業「人と地域をつなぐ就業体験～第六弾 閉校式～」 

                            開催計画並びに予算（案）承認の件 

                            （Love Townうらやす委員会）可決  

・第８号議案 １０月その他事業「うらやす未来共創プロジェクト～あなたの声でまちが変わる！ 

              まちの未来創造アンケート～」開催計画並びに予算（案）承認の件 

                            （未来共創まちづくり委員会）可決 

・第９号議案 「浦安フェスティバル２０１３」協力申請（案）承認の件 

                              （組織づくり総務委員会）可決 

・第１０号議案 「ノンジャンルパフォーマンスコンテスト」協力申請（案）承認の件 

                              （組織づくり総務委員会）可決 

・第１１号議案 「認知症ウォークラリー」後援申請（案）承認の件 

                              （組織づくり総務委員会）可決  

・第１２号議案 新入正会員認証（案）承認の件 

                              （ＦＵＮ拡大広報委員会）可決 

・第１３号議案 ２０１４年度公益社団法人浦安青年会議所 

                ｢理事及び監事の選任並びに理事長候補者選出｣（案）承認の件 

                                （選挙管管理委員会）可決 

 

第１１回 定例理事会  

日時：平成２５年１０月１５日（火）１９：３０～２４：５０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ａ会議室 

・第１号議案 ５月第一例会「わんぱく相撲浦安場所」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                              （ＦＵＮ拡大広報委員会）可決 



・第２号議案 ８月その他事業「人と地域をつなぐ就業体験～第三弾 おもてなしの極意～ 

                ラブタウン・ウォークスルー」開催並びに決算（案）承認の件 

                            （Love Townうらやす委員会）可決 

・第３号議案 「学生募集広報」開催並びに決算（案）承認の件 

                            （Love Townうらやす委員会）可決 

・第４号議案 １１月第一例会「第２回通常総会」開催計画並びに予算（案）承認の件 

                              （組織づくり総務委員会）可決 

・第５号議案 １２月第一例会「卒業式」開催日程及び開催場所（案）承認の件 

                             （face to face交流委員会）可決  

・第６号議案 市指定寄付金付きごみ袋愛称選定（案）承認の件 

                               （利他の心醸成委員会）可決 

・第７号議案 新入正会員認証（案）承認の件 

                              （ＦＵＮ拡大広報委員会）可決 

 

第７回 臨時理事会  

日時：平成２５年１０月２８日（月）１９：３０～２１：４８ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・審議事項なし 

 

第１２回 定例理事会（合同） 

日時：平成２５年１１月１３日（火）１９：３０～２７：０７ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ａ会議室 

・第１号議案  ２０１１～２０１３年度 各種帳票（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第２号議案  ７月第一例会「サマーコンファレンス２０１３」 

                            開催報告並びに決算（案）承認の件 

                              （ＦＵＮ拡大広報委員会）可決  

・第３号議案  ８月第一例会「人と地域をつなぐ就業体験～第四弾 開校式～」 

                            開催報告並びに決算（案）承認の件 

                            （Love Townうらやす委員会）可決 

・第４号議案  ９月第一例会「うらやす未来共創プロジェクト」 

          ～みんなで考えよう！うらやすの未来～開催報告並びに決算（案）承認の件 

                            （未来共創まちづくり委員会）可決 

・第５号議案  １０月第一例会「第６２回全国大会 奈良大会」 

                            開催報告並びに決算（案）承認の件 

                              （ＦＵＮ拡大広報委員会）可決 

・第６号議案  募金機能付き 浦安市指定ゴミ袋 新設計画並びに決算（案）承認の件 

                              （ＦＵＮ拡大広報委員会）可決 

・第７号議案  募金機能付き 浦安市指定ゴミ袋 広報計画並びに決算（案）承認の件 

                              （ＦＵＮ拡大広報委員会）可決 

・第８号議案  運営規定変更（案）承認の件 

                             （組織づくり総務委員会）可決 

・第９号議案  経理規定変更（案）承認の件 

                                    （財務理事）可決 



・第１０号議案 政策提言書（案）承認の件 

                            （未来共創まちづくり委員会）可決 

・第１１号議案 監事辞任届（案）承認の件 

                              （組織づくり総務委員会）可決 

・第１２号議案 １２月第一例会開催計画並びに予算（案）承認の件 

                             （face to face交流委員会）可決 

・第１３号議案 ２０１４年度 理事及び監事の選任並びに理事長候補者選出（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

  

・第１４号議案 ２０１４年度 基本方針（案）並びに事業計画（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第１５号議案 ２０１４年度 例会スケジュール（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第１６号議案 ２０１４年度 職務分掌（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第１７号議案 ２０１４年度 委員会事業方針並びに事業計画（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第１８号議案 ２０１４年度１月第一例会「第一部２０１４年度事業計画発表会」 

                          開催日時並びに開催場所（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

 

第８回 臨時理事会 

日時：平成２５年１１月２０日（水）１８：４５～１９：００ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案  第３回補正予算（案）承認の件 

                                    （理事長）可決 

・第２号議案  ２０１４年度 収支予算（案）承認の件 

                                    （理事長）可決 

 

第１３回 定例理事会  

日時：平成２５年１２月２５日（水）１９：３０～２３：００ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 １０月第二例会 「一人ひとりの思いやりが世界を動かす」 

         ～ちいさなちからをあつめ、おおきなちからに～ 補正予算（案）承認の件 

                               （利他の心醸成委員会）可決 

・第２号議案 １０月第二例会 「一人ひとりの思いやりが世界を動かす」 

            ～ちいさなちからをあつめ、おおきなちからに～ 

                            開催報告並びに決算（案）承認の件 

                               （利他の心醸成委員会）可決  

・第３号議案 １０月第二例会 「一人ひとりの思いやりが世界を動かす」 

            ～ちいさなちからをあつめ、おおきなちからに～ 

                市指定寄付金付きごみ袋ＰＲブース 補正予算（案）承認の件 

                               （利他の心醸成委員会）可決 

・第４号議案 １０月第二例会「一人ひとりの思いやりが世界を動かす」 



            ～ちいさなちからをあつめ、おおきなちからに～ 

             市指定寄付金付きごみ袋ＰＲ販売ブース 開催報告並びに決算（案） 

                               （利他の心醸成委員会）可決  

・第５号議案 １０月第二例会市指定寄付金付きごみ袋愛称募集 

                            開催報告並びに決算（案）承認の件 

                               （利他の心醸成委員会）可決  

・第６号議案 １１月第一例会「第２回通常総会」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                              （組織づくり総務委員会）可決 

・第７号議案 １２月第一例会「卒業式」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                              （組織づくり総務委員会）可決 

・第８号議案 ８月その他事業「人と地域をつなぐ就業体験～ 

             第五弾 ＬｏｖｅＴｏｗｎうらやす～」催並びに決算（案）承認の件 

                            （Love Townうらやす委員会）可決  

・第９号議案  １０月その他事業「人と地域をつなぐ就業体験～第六弾 閉校式～」 

                            開催報告並びに決算（案）承認の件 

                            （Love Townうらやす委員会）可決  

・第１０号議案 １０月その他事業「うらやす未来共創プロジェクト～あなたの声でまちが変わる！ 

              まちの未来創造アンケート～」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                            （未来共創まちづくり委員会）可決 

・第１１号議案 浦安ロケーションボックス「ソレココ！」後援依頼（案）承認の件 

                              （組織づくり総務委員会）可決 

  

・第１２号議案 ２０１３年度「会員褒賞」（案）承認の件 

                                    （理事長）可決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


