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第１回 定例理事会 

日時：２０１４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 金沢 剛純 君）可決 

 

 

第２回 定例理事会 

日時：２０１４年 １月１７日（金）１９：３０～２０：５０ 

場所：浦安中央公民館 大集会室 

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

事業計画（案）承認の件 

                                 （交流委員会）取り下げ 

・第２号議案 ２０１４年度 ２月第一例会 「第１回通常総会」事業計画（案）承認の件 

                              （基礎づくり総務委員会）可決 

 

 

第１回 臨時理事会 

日時：２０１４年 １月２２日（水）１９：３０～２２：００ 

場所：浦安商工会議所会館３階Ａ会議室 

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

事業計画（案）承認の件 

                                   （交流委員会）可決 

 

 

第３回 定例理事会 

日時：２０１４年 ２月１２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 ２０１３年度事業報告（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第２号審議 ２０１３年度収支決算報告（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第３号議案 ２０１４年度第１回補正予算（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第４号議案 新入正会員認証（案）承認の件 

                                    （専務理事）可決 

・第５号議案 新入準会員認証（案）承認の件  

                                  （専務理事）取り下げ 

・第６号議案 ２０１４年度５月第一例会「第２６回わんぱく相撲浦安場所」 

実施日時並びに実施会場計画（案）承認の件 

                        （青少年応援プロジェクト委員会）取り下げ 

・第７号議案 例会スケジュール変更（案）承認の件 

                            （基礎づくり総務委員会）取り下げ 

 



第２回 臨時理事会 

日時：２０１４年 ２月２６日（水）１８：００～１８：４０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 ２０１４年度２月第一例会「第１回通常総会」修正予算（案）承認の件 

                              （基礎づくり総務委員会）可決 

・第２号議案 ２０１４年度３月第一例会『２００年続く会社の作り方 京都福寿園に学ぶ～ 

伊右衛門はどのようにして生まれたのか～』開催計画並びに予算（案）承認の件 

                                    （専務理事）可決 

・第３号議案 ２０１４年度５月第一例会「第２６回わんぱく相撲浦安場所」実施日並びに 

実施会場計画（案）承認の件 

                          （青少年応援プロジェクト委員会）可決 

・第４号議案 例会スケジュール変更（案）承認の件 

                              （基礎づくり総務委員会）可決 

・第５号議案 ２０１４年度 理事補充選任手続きに伴う候補者推薦（案）承認の件  

                                     （理事長）可決 

 

 

第４回 定例理事会 

日時：２０１４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 

                              （基礎づくり総務委員会）可決 

・第２号議案 ４月第一例会「運動方針策定プロジェクト～トップアスリ－ト育成者から学ぶ 

ＮＯ．１チ－ムが大切にしていること」開催計画並びに予算（案）承認の件 

                            （みらいの在り方創造委員会）可決 

・第３号議案 ３月その他事業「入会候補者 オリエンテーション開催」開催計画並びに 

予算（案）承認の件 

                                    （副理事長）可決 

・第４号議案 人と地域をつなぐ就業体験「年間実施日時計画」（案）に関する件 

                           （人をつなぐまちづくり委員会）可決 

・第５号議案 人と地域をつなぐ就業体験「企業募集」（案）承認の件   

                           （人をつなぐまちづくり委員会）可決 

・第６号議案 新入準会員認証（案）承認の件 

                                    （専務理事）可決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５回 定例理事会 

日時：２０１４年 ４月 １４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号議案 １月第一例会 第一部「事業計画発表会」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                                   （交流委員会）可決 

・第２号審議 ３月第一例会 『２００年続く会社の作り方 京都福寿園に学ぶ                   

～伊右衛門はどのようにして生まれたのか～』開催報告並びに決算（案）承認の件 

                                    （専務理事）可決 

・第３号審議 ４月その他事業「第２回入会説明会  オリエンテーション」開催計画（案） 

承認の件 

                                    （副理事長）可決 

・第４号審議 ５月その他事業「第３回入会説明会  オリエンテーション」開催計画（案） 

承認の件 

                                    （専務理事）可決 

・第５号審議 ５月第一例会「第２６回わんぱく相撲浦安場所」開催計画並びに予算（案） 

承認の件 

                          （青少年応援プロジェクト委員会）可決 

・第６号審議 新入正会員認証（案）承認の件 

                                    （専務理事）可決 

・第７号審議 新入準会員認証（案）承認の件 

                                    （専務理事）可決 

         

 

第６回 定例理事会 

日時：２０１４年 ５月 １２日（月）１９：３０～２３：３８ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 人と地域をつなぐ就業体験「学生募集」予算（案）承認の件 

                           （人をつなぐまちづくり委員会）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～仕事をするって何だろう？～」         

開催計画並びに予算（案）承認の件 

                           （人をつなぐまちづくり委員会）可決 

・第３号議案 ６月その他事業 人財開発プログラム開催計画（案）承認の件 

                              （基礎づくり総務委員会）可決 

・第４号議案 ６月その他事業「第４回入会説明会 オリエンテーション」開催計画(案)承認の件  

                                    （副理事長）可決 

・第５号議案 新入正会員認証（案）承認の件 

                                    （専務理事）可決 

・第６号議案 次年度事業計画策定協議会会長指名の件 

                                     （理事長）可決 

 

 

 

 

 



第７回 定例理事会 

日時：２０１４年 ６月１６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 人と地域をつなぐ就業体験「企業募集」修正計画（案）承認の件 

                           （人をつなぐまちづくり委員会）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～ミッション：何のために働くのか？～」 

修正計画並びに修正予算（案）承認の件 

                           （人をつなぐまちづくり委員会）可決 

・第３号議案 ４月第一例会「運動方針策定プロジェクト～トップアスリート育成者から学ぶ 

ＮＯ．１チームが大切にしていること～」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                            （みらいの在り方創造委員会）可決 

・第４号議案 ３月その他事業「第１回入会説明会 オリエンテーション」開催報告並びに 

決算承認の件 

                                    （副理事長）可決 

・第５号議案 ４月その他事業「第２回入会説明会 オリエンテーション」開催報告並びに 

決算承認の件 

                                    （副理事長）可決 

・第６号議案 ５月その他事業「第３回入会説明会 オリエンテーション」開催報告並びに 

決算承認の件 

                                    （副理事長）可決 

・第７号議案 ７月第一例会「ＯＢ親睦会」開催計画並びに予算（案）承認の件 

                                   （交流委員会）可決 

・第８号議案 ７月その他事業「第５回入会説明会 オリエンテーション」開催計画(案)承認の件 

                                    （専務理事）可決 

・第９号議案 平成２５年度損益計算書（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第１０号議案 会員資格規則変更（案）承認の件  

                                   （理事長）取り下げ 

・第１１号議案 新入正会員認証（案）承認の件 

                                    （専務理事）可決 

 

 

第３回 臨時理事会 

日時：２０１４年 ６月３０日（水）１９：３０～２１：２０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 ８月第一例会「あなたが“まち”のプロデューサー」 

～みらいの浦安をデザインしよう～開催計画並びに予算（案）承認の件 

                            （みらいの在り方創造委員会）可決 

 

 

 

 

 

 



第８回 定例理事会 

日時：２０１４年 ７月 １４日（月）１９：３０～２１：５５ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 ６月その他事業「人財育成プログラム・浦安のまちを知る勉強会」開催報告並びに

決算（案）承認の件 

                              （基礎づくり総務委員会）可決  

・第２号議案 ６月その他事業「第４回入会説明会 オリエンテーション」開催報告並びに決算（案） 

承認の件 

                                    （副理事長）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「開校式」」開催計画並びに予算（案） 

承認の件 

                           （人をつなぐまちづくり委員会）可決 

・第４号議案 例会スケジュール変更（案）承認の件 

                            （基礎づくり総務委員会）取り下げ 

・第５号議案 新入正会員認証（案）承認の件 

                                    （専務理事）可決 

 

 

第９回 定例理事会 

日時：２０１４年 ８月１１日（月）１９：３０～２２：０５ 

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２６回わんぱく相撲浦安場所～ベストをつくそう！ 

目標に向かって！～」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                        （青少年応援プロジェクト委員会）取り下げ  

・第２号議案 ６月第一例会「人と地域をつなぐ就業体験～ミッション：何のために働くのか？～」 

開催報告並びに決算（案）承認の件 

                           （人をつなぐまちづくり委員会）可決 

・第３号議案 ７月第一例会「ＯＢ親睦例会」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                                   （交流委員会）可決 

・第４号議案 ７月その他事業「第５回入会説明会 オリエンテーション」開催報告並びに決算（案） 

承認の件 

                                  （専務理事）取り下げ 

・第５号議案 ８月その他事業「人と地域をつなぐ就業体験「就業体験」」開催計画並びに 

予算（案）承認の件 

（人をつなぐまちづくり委員会）可決 

・第６号議案 ８月その他事業「人と地域をつなぐ就業体験「座談会」」開催計画並びに予算（案） 

承認の件 

                           （人をつなぐまちづくり委員会）可決 

・第７号議案 ９月第一例会「人と地域をつなぐ就業体験 ラストセミナー・閉校式 

       「トップに聞く～働くとはなにか、求められる人材～」」開催計画並びに予算（案） 

承認の件  

                           （人をつなぐまちづくり委員会）可決 

 

 



・第８号議案 「第２回 認知症メモリーウォーク・千葉 in浦安」後援・協力申請(案）承認の件 

                                    （副理事長）可決 

・第９号議案 新入正会員認証（案）承認の件 

                                    （専務理事）可決 

・第１０号議案 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４回 臨時理事会  

日時：２０１４年 ８月２６日（火）２０：３０～２２：２０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・審議議案なし 

 

 

第１０回 定例理事会  

日時：２０１４年 ９月 １６日（火）１９：３０～２３：３５ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 収支補正予算（案）承認の件 

                                     （理事長）可決  

・第２号議案 ５月第一例会「第２６回わんぱく相撲浦安場所～ベストをつくそう！ 

目標に向かって！～」補正予算（案）承認の件 

                        （青少年応援プロジェクト委員会）取り下げ  

・第３号議案 ５月第一例会「第２６回わんぱく相撲浦安場所～ベストをつくそう！ 

目標に向かって！～」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                        （青少年応援プロジェクト委員会）取り下げ 

・第４号議案 ７月その他事業「第５回入会説明会 オリエンテーション」開催報告並びに決算（案） 

承認の件 

                                    （専務理事）可決 

・第５号議案 ８月第一例会「あなたが“まち”のプロデューサー」 

～みらいの浦安をデザインしよう～開催報告並びに決算（案）承認の件 

                          （みらいの在り方創造委員会）取り下げ 

・第６号議案 ８月その他事業「人と地域をつなぐ就業体験「開校式」」開催報告並びに 

決算（案）承認の件 

                           （人をつなぐまちづくり委員会）可決 

・第７号議案 人と地域をつなぐ就業体験「学生募集」開催報告並びに決算（案）承認の件 

（人をつなぐまちづくり委員会）取り下げ 

・第８号議案 人と地域をつなぐ就業体験「企業募集」開催報告並びに決算（案）承認の件 

（人をつなぐまちづくり委員会）取り下げ 

・第９号議案 ９月第一例会「人と地域をつなぐ就業体験 ラストセミナー・閉校式 

       「トップに聞く～働くとはなにか、求められる人材～」」修正予算（案）承認の件 

                           （人をつなぐまちづくり委員会）可決 

・第１０号議案 ９月その他事業「会員オリエンテーション」開催計画並びに予算（案）承認の件 

                              （基礎づくり総務委員会）可決 

 



・第１１号議案 １０月その他事業「ＪＣオリエンテーション  

～青年会議所で仲間とまちづくり～」開催計画並びに予算（案）承認の件  

                                    （専務理事）可決  

・第１２号議案 １０月第一例会「浦安市長選挙公開討論会」開催計画並びに予算（案）承認の件 

                                    （副理事長）可決 

・第１３号議案 ９月その他「あなたが“まち”のプロデューサー」 

～みらいの浦安をデザインしよう～模擬報告会開催計画並びに予算（案）承認の件 

                            （みらいの在り方創造委員会）可決 

・第１４号議案 １０月その他「あなたが“まち”のプロデューサー」 

～みらいの浦安をデザインしよう～報告会開催計画並びに予算（案）承認の件 

                          （みらいの在り方創造委員会）取り下げ 

・第１５号議案 ２０１５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｣に関する件 

                                 （選挙管理委員会）可決  

・第１６号議案 「ノージャンルパフォーマンスコンテスト 7min.」後援申請承認の件 

                                    （専務理事）可決 

・第１７号議案 新入正会員認証（案）承認の件 

                                    （専務理事）可決 

・第１８号議案 広島土砂災害義捐金支出に関する件 

                                     （理事長）可決 

 

 

第５回 臨時理事会 

日時：２０１４年 １０月３日（金）１９：３０～２０：５０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 １０月第一例会「浦安市長選挙公開討論会」開催計画並びに修正予算（案） 

承認の件 

                                    （副理事長）可決 

・第２号議案 １０月その他事業「あなたが“まち”のプロデューサー」 

～みらいの浦安をデザインしよう～ 報告会開催計画並びに予算（案）承認の件 

                            （みらいの在り方創造委員会）可決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１１回 定例理事会  

日時：２０１４年１０月１４日（火）１９：３０～２３：５０ 

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２６回わんぱく相撲浦安場所～ベストをつくそう！ 

目標に向かって！～」補正予算（案）承認の件 

                          （青少年応援プロジェクト委員会）可決 

・第２号議案 ５月第一例会「第２６回わんぱく相撲浦安場所～ベストをつくそう！ 

目標に向かって！～」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                          （青少年応援プロジェクト委員会）可決 

・第３号議案 ８月第一例会「あなたが“まち”のプロデューサー」 

～みらいの浦安をデザインしよう～開催報告並びに決算（案）承認の件 

                            （みらいの在り方創造委員会）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 

                              （基礎づくり総務委員会）可決 

・第５号議案 会員資格規則変更（案）承認の件 

                                     （理事長）可決  

・第６号議案 役員選任規則変更（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第７号議案 第２回収支補正予算（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第８号議案 １０月その他事業「浦安キッズ応援プロジェクト～不可能を可能に！ 

ロボカップ２０５０年に向けて～」開催計画並びに予算（案）承認の件 

                          （青少年応援プロジェクト委員会）可決  

・第９号議案 １１月その他事業「JCの事業にまつわる手順についての勉強会」開催計画並びに 

予算（案）承認の件 

                              （基礎づくり総務委員会）可決 

・第１０号議案 １２月第一例会第一部「卒業式」実施日程（案）承認の件 

                                   （交流委員会）可決 

・第１１号議案 ９月第一例会「人と地域をつなぐ就業体験 ラストセミナー・閉校式 

「トップに聞く～働くとはなにか、求められる人材～」」修正予算（案）承認の件 

                           （人をつなぐまちづくり委員会）可決  

・第１２号議案 ８月その他事業「人と地域をつなぐ就業体験「座談会」」開催報告並びに決算（案） 

承認の件 

                           （人をつなぐまちづくり委員会）可決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１２回 定例理事会（合同） 

日時：２０１４年１１月０５日（水）１９：３０～２７：１０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ａ会議室 

・第１号議案  人と地域をつなぐ就業体験「学生募集」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                           （人をつなぐまちづくり委員会）可決 

・第２号議案  人と地域をつなぐ就業体験「企業募集」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                           （人をつなぐまちづくり委員会）可決  

・第３号議案  ９月その他事業「会員オリエンテーション」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                              （基礎づくり総務委員会）可決 

・第４号議案  ９月その他「あなたが“まち”のプロデューサー」 

～みらいの浦安をデザインしよう～模擬報告会開催報告並びに決算（案）承認の件 

                            （みらいの在り方創造委員会）可決 

・第５号議案  １２月第一例会第一部「卒業式」開催計画並びに予算（案）承認の件 

                                   （交流委員会）可決 

・第６号議案  第二回収支補正予算（案）承認の件 

                                    （財務理事）可決 

・第７号議案  監事辞任届（案）承認の件 

                                    （専務理事）可決 

・第８号議案  浦安市「自転車ルール応援チアキャラバン」後援・協力申請 承認の件 

                                   （副理事長）可決 

・第９号議案  ５カ年運動方針（案）について 

                          （みらいの在り方創造委員会）取り下げ 

・第１０号議案 ２０１５年度 役員（案）並びに組織図（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第１１号議案 ２０１５年度 収支予算（案）承認の件 

                                   （理事長）取り下げ 

・第１２号議案 ２０１５年度 例会スケジュール（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第１３号議案 ２０１５年度 職務分掌（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

  

・第１４号議案 ２０１５年度 委員会事業方針並びに事業計画（案）承認の件 

                                   （理事長）取り下げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６回 臨時理事会 

日時：２０１４年１１月１９日（水）１８：００～１８：４７ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案  ５カ年運動方針（案）について 

                            （みらいの在り方創造委員会）可決 

・第２号議案  ２０１５年度 事業方針並びに事業計画（案）承認の件 

                                    （理事長）可決 

・第３号議案  ２０１５年度 収支予算（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第４号議案  ２０１５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７回 臨時理事会 

日時：２０１４年１１月３０日（日） 

場所：電子により実施 

・第１号議案  「収支補正予算」（案）承認の件 

                                   （財務理事）可決 

・第２号議案  「あなたの選択がみらいを創る」～e-みらせん実施の広報～開催計画並びに 

予算（案）承認の件 

                            （みらいの在り方創造委員会）可決 

 

 

第１３回 定例理事会  

日時：２０１４年１２月１５日（月） 

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「就業体験」」開催報告並びに決算（案） 

承認の件 

                    （人をつなぐまちづくり委員会）可決 

・第２号議案 ９月第一例会「人と地域をつなぐ就業体験 ラストセミナー・ 

閉校式「トップに聞く～働くとはなにか、求められる人材～」」 

開催報告並びに決算（案）承認の件 

（人をつなぐまちづくり委員会）可決 

・第３号議案 ９月第一例会「人と地域をつなぐ就業体験 ラストセミナー・閉校式「謝恩会」」 

開催報告並びに決算（案）承認の件 

（人をつなぐまちづくり委員会）可決 

・第４号議案 １０月その他事業「ＪＣオリエンテーション ～青年会議所で仲間とまちづくり～」 

開催報告並びに決算（案）承認の件 

                               （専務理事）可決  

・第５号議案 １０月その他事業「あなたが“まち”のプロデューサー」～みらいの浦安を 

デザインしよう～報告会開催報告並びに決算（案）承認の件 

                            （みらいの在り方創造委員会）可決  

 

 

 



・第６号議案 １０月第一例会「浦安市長選挙公開討論会」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                            （みらいの在り方創造委員会）可決  

・第７号議案 １０月その他事業 「浦安キッズ★応援プロジェクト～不可能を可能に！ 

ロボカップ２０５０年に向けて～」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                          （青少年応援プロジェクト委員会）可決 

・第８号議案 ２０１４年度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 

（基礎づくり総務委員会）可決 

・第９号議案 １１月その他事業「JCの広報及び関係団体との関わりついての勉強会」 

開催報告並びに決算（案）承認の件 

（基礎づくり総務委員会）可決 

・第１０号議案 １２月第一例会「卒業式並びに卒業記念パーティー」開催報告並びに 

決算（案）承認の件 

                            （交流委員会）可決 

・第１１号議案 「あなたの選択がみらいを創る」～e-みらせん実施の広報～開催報告並びに 

決算（案）承認の件 

                            （みらいの在り方創造委員会）可決  

・第１２号議案 休会届に関する件 

                                    （専務理事）可決 

・第１３号議案 ２０１４年度「会員褒賞」（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第１４号議案 ２０１５年度２月第二例会３５周年式典寄稿文及び招待状郵送計画（案） 

       並びに予算（案）承認の件 

                                    （理事長）可決 

 

 

第８回 臨時理事会 

日時：２０１４年１２月２７日（土） 

場所：やまと銀座本店 

・第１号議案  ２０１５年度１月第一例会「情熱の継承～be proud of jaycee！～」 

        開催計画並びに予算（案）承認の件 

                                   （専務理事）可決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


