
理 事 会 

第１回 定例理事会 

日時：２０１５年 １月 １日（日） 

場所：書面決議 

・第１号議案 代表理事選定の件               （理事 金子 雅一 君）可決 

 

 

第２回 定例理事会 

日時：２０１５年 １月１３日（金）１９：３０～２２：４５ 

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 

                           （想いを継ぐ総務・交流委員会）可決 

・第２号議案 ２月第二例会「創立三十五周年記念式典」開催計画並びに予算（案）承認の件 

                             （３５周年事業運営委員会）可決 

・第３号議案 「新入正会員認証」（案）承認の件 

（ＫＩＲＡ☆ＫＩＲＡ研修拡大委員会）可決 

・第４号議案 「休会届」（案）承認の件 

（理事長）可決 

・第５号議案 正会員除名勧告書（案）承認の件 

（理事長）可決 

 

 

第３回 定例理事会 

日時：２０１５年 ２月 ３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 ２０１４年度事業報告（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第２号審議 ２０１４年度収支決算報告（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第３号議案 ２月第一例会「第１回通常総会」開催修正計画並びに修正予算（案）承認の件 

                           （想いを継ぐ総務・交流委員会）可決 

・第４号議案 ３月第一例会「今を 100％生きる熱いリーダーから学ぶ～心を動かす魅力の伝え方

と仲間づくり～」開催計画並びに予算（案）承認の件 

                        （ＫＩＲＡ☆ＫＩＲＡ研修拡大委員会）可決 

・第５号議案 ５月第一例会「第２７回わんぱく相撲浦安場所」開催日時並びに開催場所（案）承認の件 

                      （青少年夢の架け橋委員会）可決 

・第６号議案 ３月その他事業「ＪＣＩインパクト」開催計画並びに予算（案）承認の件 

                                    （専務理事）可決 

  

 

 

 

 



第１回 臨時理事会 

日時：２０１５年 ２月１３日（水）１８：１５～１８：３０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 ２０１５年度第１回収支補正予算（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第２号議案 ２月第二例会「創立三十五周年記念式典」修正計画（案）承認の件 

                             （３５周年事業運営委員会）可決 

 

 

第４回 定例理事会 

日時：２０１５年 ３月 ９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 １月第一例会「情熱の継承～be proud of jaycee！～」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                        （ＫＩＲＡ☆ＫＩＲＡ研修拡大委員会）可決 

・第２号議案 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 

                           （想いを継ぐ総務・交流委員会）可決 

・第３号議案 ４月第一例会「私たちの選択が未来をつくる！～うらやす模擬選挙～」 

       開催計画並びに予算（案）承認の件       （まちの未来創造委員会）可決 

・第４号議案 ２０１５年統一地方選挙 e-みらせん利用に関する予算（案）に関する件 

                              （まちの未来創造委員会）可決 

 

 

第２回 臨時理事会 

日時：２０１５年 ３月１８日（水）１９：３０～２０：１５ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 平成２６年度各種計算書類修正に関する（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第２号議案 ５月第一例会「第２７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 

                             （青少年夢の架け橋委員会）可決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５回 定例理事会 

日時：２０１５年 ４月 １３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 ３５周年式典寄稿文及び招待状郵送報告並びに決算（案）承認の件 

                             （３５周年事業運営委員会）可決 

・第２号審議 ２月第二例会第一部「創立三十五周年記念式典」計画並びに補正予算（案）承認の件 

                             （３５周年事業運営委員会）可決 

・第３号審議 ２月第二例会第一部「創立三十五周年記念式典」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                             （３５周年事業運営委員会）可決 

・第４号審議 人と地域をつなぐ就業体験「年間実施日時計画」（案）承認の件 

                              （まちの未来創造委員会）取下 

・第５号審議 人と地域をつなぐ就業体験「企業募集」（案）計画並びに予算（案）承認の件 

                              （まちの未来創造委員会）取下 

・第６号審議 「２０１５浦安市議選立候補予定者による浦安市政への抱負を聞く会」協力団体名 

義借用承認の件             （想いを継ぐ総務・交流委員会）否決 

 

 

第６回 定例理事会 

日時：２０１５年 ５月 １１日（月）１９：３０～０：００ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 ３月第一例会「今を 100％生きる熱いリーダーから学ぶ～心を動かす魅力の伝え方～」  

開催報告並びに決算（案）承認の件 （ＫＩＲＡ☆ＫＩＲＡ研修拡大委員会）可決 

・第２号議案 ３月その他事業「ＪＣＩインパクトセミナー」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                                    （専務理事）可決 

・第３号議案 ６月第一例会「貴方の魅力が輝く☆コミュニケーションの極意」開催計画並びに予算（案）承認の件 

                 （ＫＩＲＡ☆ＫＩＲＡ研修拡大委員会）可決 

・第４号議案 人と地域をつなぐ就業体験「平成２５年度就業体験生後追い調査」予算(案)承認の件 

                               （まちの未来創造委員会）可決 

・第５号議案 公益社団法人日本青年会議所ネパール地震支援金（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号議案 人と地域をつなぐ就業体験「企業募集」開催計画並びに予算（案）についてと 

人と地域をつなぐ就業体験「年間実施日」（案）について審議格上げの承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第８号議案 人と地域をつなぐ就業体験「企業募集」開催計画並びに予算（案）承認の件 

                              （まちの未来創造委員会）可決 

・第９号議案 人と地域をつなぐ就業体験「年間実施日」（案）承認の件 

                              （まちの未来創造委員会）可決 

 

 

 

 

 



第７回 定例理事会 

日時：２０１５年 ６月 ８日（月）１９：３０～０：００ 

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「ＯＢ親睦会」第一部開催計画並びに予算（案）承認の件 

                           （想いを継ぐ総務・交流委員会）可決 

・第２号議案 １０月第一例会「３５周年記念事業『浦安横断わんぱくクイズ～オーランドに行き 

       たいか！～』」開催計画並びに予算（案）承認の件（３５周年事業運営委員会）可決 

・第３号議案 人と地域をつなぐ就業体験「学生募集」（案）承認の件 

                              （まちの未来創造委員会）可決 

・第４号議案 「ロケ地×謎解き！街歩きイベントで地域間交流促進」後援依頼（案）承認の件 

                           （想いを継ぐ総務・交流委員会）可決 

・第５号議案 新入正会員認証（案）承認の件 

（ＫＩＲＡ☆ＫＩＲＡ研修拡大委員会）可決 

 

 

第８回 定例理事会 

日時：２０１５年 ７月 ６日（月）１９：３０～２３：４５ 

場所：浦安商工会議所会館３階Ｂ会議室 

・第１号議案 ５月第一例会「第２７回わんぱく相撲浦安場所」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                             （青少年夢の架け橋委員会）可決  

・第２号議案 ２０１５年統一地方選挙 e-みらせん利用に関する決算決算（案）承認の件 

                              （まちの未来創造委員会）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「開校式」」開催計画並びに予算（案）承認の件 

                              （まちの未来創造委員会）取下 

・第４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 

                              （まちの未来創造委員会）可決 

 

 

第３回 臨時理事会 

日時：２０１５年 ７月１５日（水）１８：００～１８：２０ 

場所：功徳林 

・第１号議案 ８月第一例会「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 

                              （まちの未来創造委員会）可決 

・第２号議案 新入会員承認の件                      

（ＫＩＲＡ☆ＫＩＲＡ研修拡大委員会）可決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第９回 定例理事会 

日時：２０１５年 ８月１０日（月）１９：３０～００：１５ 

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「貴方の魅力が輝く☆コミュニケーションの極意」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                        （ＫＩＲＡ☆ＫＩＲＡ研修拡大委員会）可決  

・第２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 

                           （想いを継ぐ総務・交流委員会）取下 

・第３号議案 ９月第一例会「ドリームサポータープロジェクト」開催計画並びに予算（案）承認の件 

                             （青少年夢の架け橋委員会）可決 

・第４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  

                       （まちの未来創造委員会）可決 

・第５号議案 公益社団法人浦安青年会議所２０１６年度「選挙管理委員会設置」（案）承認の件 

（理事長）可決 

 

 

第１０回 定例理事会  

日時：２０１５年 ９月 １４日（月）１９：３０～２３：５５ 

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「私たちの選択が未来をつくる！」～うらやす模擬選挙～開催

報告並びに決算（案）承認の件        （まちの未来創造委員会）可決  

・第２号議案 ７月第一例会「ＯＢ親睦会」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                           （想いを継ぐ総務・交流委員会）可決  

・第３号議案 １０月第一例会「３５周年記念事業『浦安横断わんぱくクイズ～オーランドに行き

たいか？！～』」修正計画並びに修正予算（案）承認の件 

                             （３５周年事業運営委員会）可決 

・第４号議案 １０月その他事業「人と地域をつなぐ就業体験「閉校式」」開催計画並びに予算（案）承認の件 

                              （まちの未来創造委員会）可決 

・第５号議案 １０月その他事業「青年会議所をしってみよう！」開催計画（案）承認の件 

                        （ＫＩＲＡ☆ＫＩＲＡ研修拡大委員会）可決 

・第６号議案 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                          （理事長）可決 

・第７号議案 ２０１６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８号議案 日本救助犬協会浦安チーム協力依頼（案）承認の件 

（専務理事）可決 

・第９号議案 公益社団法人日本青年会議所東日本豪雨災害支援金（案）承認の件 

                                    （専務理事）可決 

 

 

 

 

 

 

 



第１１回 定例理事会  

日時：２０１５年１０月１３日（火）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 ９月第一例会「ドリームサポータープロジェクト」開催計画並びに補正予算（案）承認の件 

                             （青少年夢の架け橋委員会）可決 

・第２号議案 ９月第一例会「ドリームサポータープロジェクト」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                             （青少年夢の架け橋委員会）可決 

・第３号議案 「第二回収支補正予算」（案）承認の件 

                                    （財務理事）可決 

・第４号議案 １０月第一例会「３５周年記念事業『浦安横断わんぱくクイズ～オーランドに行き 

たいか？！～』」修正計画並びに修正予算（案）承認の件 

                             （３５周年事業運営委員会）可決 

・第５号議案 運営規程変更（案）承認の件 

                                     （理事長）可決  

・第６号議案 会員資格規則変更（案）承認の件 

                                     （理事長）取下 

・第７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 

                           （想いを継ぐ総務・交流委員会）可決 

 

 

第１２回 定例理事会（合同） 

日時：２０１５年１１月０９日（水）１９：３０～２３：５０ 

場所：浦安商工会議所会館３階Ａ会議室 

・第１号議案  １０月その他事業「青年会議所をしってみよう」開催報告並びに決算（案）承認の件  

                        （ＫＩＲＡ☆ＫＩＲＡ研修拡大委員会）可決 

・第２号議案  １２月第一例会第一部・第二部「卒業式」開催計画並びに予算（案）承認の件 

                           （想いを継ぐ総務・交流委員会）可決 

・第３号議案  新入正会員（案）承認の件 

                        （ＫＩＲＡ☆ＫＩＲＡ研修拡大委員会）可決 

・第４号議案  監事辞任届（案）承認の件 

                           （想いを継ぐ総務・交流委員会）可決 

・第５号議案  ２０１６年度理事及び監事の選任（案）並びに理事長候補者選出（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第６号議案  ２０１６年度 例会スケジュール（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第７号議案  ２０１６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８号議案  ２０１６年度 収支予算（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

・第９号議案  ２０１６年度 １月第一例会開催日及び開催会場（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

  

 

 



第１３回定例理事会 

   日時：２０１５年１２月１４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  ２０１６年度１月第一例会 第一部「新年例会」開催計画並びに予算（案）承認の件 

                                     （理事長）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「就業体験」」補正予算（案）承認の件 

（まちの未来創造委員会）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「開校式」」補正予算（案）承認の件 

（まちの未来創造委員会）可決 

・第４号議案  人と地域をつなぐ就業体験「学生募集」補正予算（案）承認の件  

（まちの未来創造委員会）可決 

・第５号議案  １０月その他事業「人と地域をつなぐ就業体験「閉校式」」①補正予算（案）承認の件 

（まちの未来創造委員会）取下 

・第６号議案  １０月その他事業「人と地域をつなぐ就業体験「閉校式」」②補正予算（案）承認の件 

（まちの未来創造委員会）取下 

・第７号議案  １０月第一例会「３５周年記念事業『浦安横断わんぱくクイズ～オーランドに 

                       行きたいか？！～』」補正予算（案）承認の件 

                             （３５周年事業運営委員会）可決 

・第８号議案  １１月第一例会「第２回通常総会」補正予算（案）承認の件 

                           （想いを継ぐ総務・交流委員会）取下 

・第９号議案  １２月第一例会第１部第２部「卒業例会」補正予算（案）承認の件 

                           （想いを継ぐ総務・交流委員会）取下 

・第１０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 

（まちの未来創造委員会）取下 

・第１１号議案 ８月第一例会「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 

（まちの未来創造委員会）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  

（まちの未来創造委員会）可決 

・第１３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 

（まちの未来創造委員会）可決 

・第１４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 

（まちの未来創造委員会）可決 

・第１５号議案 １０月その他事業「人と地域をつなぐ就業体験「閉校式」」開催報告並びに決算（案）承認の件 

（まちの未来創造委員会）取下 

・第１６号議案 人と地域をつなぐ就業体験「平成２５年度就業体験生後追い調査」決算（案）承認の件 

（まちの未来創造委員会）可決 

・第１７号議案 １０月第一例会「３５周年記念事業『浦安横断わんぱくクイズ～オーランドに 

                  行きたいか？！～』」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                             （３５周年事業運営委員会）可決 

・第１８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 

                           （想いを継ぐ総務・交流委員会）取下 

・第１９号議案 １２月第一例会第１部第２部「卒業例会」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                           （想いを継ぐ総務・交流委員会）取下 
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・第２０号議案 特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針（案）承認の件 

                           （想いを継ぐ総務・交流委員会）取下 

 

・第２１号議案 新入会員認証（案）承認の件 

                        （ＫＩＲＡ☆ＫＩＲＡ研修拡大委員会）可決 

・第２２号議案 ２０１５年度「会員褒賞」（案）承認の件 

                                     （理事長）可決 

 

 

第０４回臨時理事会 

   日時：２０１５年１２月２１日（月）１８：３０～２０：２０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案  １０月その他事業「人と地域をつなぐ就業体験「閉校式」」 

                          修正計画並びに補正予算（案）承認の件 

（まちの未来創造委員会）可決 

・第２号議案  １０月その他事業「人と地域をつなぐ就業体験「閉校式」」補正予算（案）承認の件 

（まちの未来創造委員会）可決 

・第３号議案  １１月第一例会「第２回通常総会」補正予算（案）承認の件 

                           （想いを継ぐ総務・交流委員会）可決 

・第４号議案  １２月第一例会「卒業式」補正予算（案）承認の件 

                           （想いを継ぐ総務・交流委員会）可決 

・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」」開催報告並びに決算（案）承認の件 

（まちの未来創造委員会）可決 

・第６号議案  ８月第一例会「人と地域をつなぐ就業体験「閉校式」」開催報告並びに決算（案）承認の件 

（まちの未来創造委員会）可決 

・第７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 

                           （想いを継ぐ総務・交流委員会）可決 

・第８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 

                           （想いを継ぐ総務・交流委員会）可決 

・第９号議案  特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針（案）承認の件 

                           （想いを継ぐ総務・交流委員会）可決 
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