
 

 

 

理事会 

 

第１回 定例理事会 

日時：２０１６年１月１日（金） 

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 

 

以上１議案可決(書面決議) 

 

第２回 定例理事会 

日時：２０１６年１月１２日（火） 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 会員拡大年間計画(案)承認の件 

・第２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 

・第３号議案 「人と地域をつなぐ就業体験」実行委員会形式（案）承認の件 

 

以上３議案可決 

 

第３回 定例理事会 

日時：２０１６年２月９日（火） 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 ２０１５年度事業報告（案）承認の件 

・第２号議案 ２０１５年度収支決算報告（案）承認の件 

・第３号議案 ２０１６年度第１回補正予算（案）承認の件 

・第４号議案 ３月第一例会「しゅんぺいた教授と学ぶイノベーションの教室」開催計画並びに予算

（案）承認の件 

・第５号議案 ３月その他事業「入会説明会 オリエンテーション」開催計画(案)承認の件 

・第６号議案 「人と地域をつなぐ就業体験」実行委員会設置修正計画（案）承認の件 

・第７号議案 新入正会員（案）承認の件 

・第８号議案 新入賛助会員（案）承認の件 

 

以上８議案可決 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

第３回 定例理事会 

日時：２０１６年３月１４日（火） 

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「新年例会」開催報告並びに決算（案）承認の件 

・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 

・第３号議案 ４月その他事業「浦安青年会議所 オリエンテーション」開催計画(案)承認の件 

・第４号議案 新入正会員（案）承認の件 

・第５号議案 新入賛助会員（案）承認の件 

 

以上５議案可決 

 

第１回 臨時理事会 

日時：２０１６年３月２５日（火） 

場所：中央公民館 第一会議室 

・第１号議案 ４月第一例会「みんなで灯そう！日本のみらい 日本のこころ育成プロジェクト 

～第一章 子どもたちに伝えたい、日本の素晴らしさ～」開催計画並びに予算（案）承認の件 

・第２号議案 ５月第一例会第２８回わんぱく相撲開催計画並びに予算（案）承認の件 

・第３号議案 公益財団法人浦安市施設利用振興公社主催「時間旅行展」協力申請 承認の件 

・第４号議案 新入正会員（案）承認の件 

 

以上４議案可決 

 

第５回 定例理事会 

日時：２０１６年４月１１日（月） 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 平成２７年度各種計算書類修正(案)承認の件 

・第２号議案 ３月その他事業「浦安青年会議所 オリエンテーション」開催報告並びに 

決算(案)承認の件 

・第３号議案 ５月第一例会「第２８回わんぱく相撲浦安場所」修正計画並びに 

修正予算（案）承認の件 

・第４号議案 ５月その他事業「浦安青年会議所 オリエンテーション」開催計画並びに 

予算(案)承認の件 

・第５号議案 「人と地域をつなぐ就業体験」年間日時計画（案）承認の件 

・第６号議案 「人と地域をつなぐ就業体験」企業募集計画並びに予算（案）承認の件 

 

以上６議案可決 

 



 

 

 

 

第６回 定例理事会 

日時：２０１６年５月９日（月） 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 ２０１６年委員会事業方針並びに事業計画修正(案)承認の件 

・第２号議案 平成２８年熊本地震支援（案）承認の件 

・第３号議案 例会スケジュール変更（案）承認の件 

・第４号議案 ５月第一例会「第２８回わんぱく相撲浦安場所」修正計画並びに 

修正予算（案）承認の件 

・第５号議案 ３月第一例会「しゅんぺいた教授と学ぶイノベーションの教室」開催報告並びに 

決算（案）承認の件 

・第６号議案 ４月第一例会「みんなで灯そう！日本のみらい 日本のこころ育成プロジェクト 

～第一章 子どもたちに伝えたい、日本の素晴らしさ～」開催報告並びに決算（案）承認の件 

・第７号議案 ５月その他事業「浦安青年会議所 オリエンテーション」開催計画(案)承認の件 

・第８号議案 ６月第一例会「レッツイノベーション！ビジネスモデルキャンパスで見つける変化の 

源泉」開催計画並びに予算（案）承認の件 

・第９号議案 ７月第一例会「ＯＢ親睦例会」開催日程・開催会場（案）承認の件 

・第１０号議案 ６月その他事業「浦安青年会議所 オリエンテーション」開催計画(案)承認の件 

・第１１号議案 「人と地域をつなぐ就業体験」学生募集計画並びに予算（案）承認の件 

・第１２号議案 ２０１６年度会員拡大年間計画修正(案)承認の件 

・第１３号議案 次年度事業計画策定協議会会長指名（案）承認の件 

 

以上１３議案可決 

 

第７回 定例理事会 

日時：２０１６年６月１３日（月） 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 第２回収支補正予算（案）承認の件 

・第２号議案 ７月第一例会「ＯＢ親睦例会」開催計画並びに予算（案）承認の件 

・第３号議案 新入正会員（案）承認の件 

・第４号議案 新入賛助会員（案）承認の件 

 

以上４議案可決 

 

第８回 定例理事会 

日時：２０１６年７月１１日（月） 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 ４月その他事業「浦安青年会議所 オリエンテーション」開催報告並びに 



 

 

 

決算(案)承認の件 

・第２号議案 ５月その他事業「浦安青年会議所 オリエンテーション」開催報告並びに 

決算(案)承認の件 

・第３号議案 ６月第一例会「レッツイノベーション！ビジネスモデルキャンパスで見つける変化の 

源泉」補正予算（案）承認の件 

・第４号議案 ６月第一例会「レッツイノベーション！ビジネスモデルキャンパスで見つける変化の 

源泉」開催報告並びに決算(案)承認の件 

・第５号議案 「人と地域をつなぐ就業体験」就業体験計画並びに予算（案）承認の件 

・第６号議案 「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 

・第７号議案 ９月第一例会「みんなで灯そう！日本のみらい 日本のこころ育成プロジェクト 

～第二章 たたいて学ぼう！日本の良さを再発見～」開催計画並びに予算（案）承認の件 

・第８号議案 新入正会員（案）承認の件 

 

以上８議案可決 

 

第２回 臨時理事会 

日時：２０１６年７月１４日（木） 

場所：中央公民館 第一会議室 

・第１号議案 ８月第一例会「浦安盆フェスタ～スポーツを通じた地域活性～」開催計画並びに 

予算（案）承認の件 

・第２号議案 ８月その他事業「浦安盆フェスタ～ブリオベッカ浦安ＶＳブラウブリッツ秋田  

親善マッチ」開催計画並びに予算（案）承認の件 

・第３号議案 その他事業「ブリオベッカ浦安マスコットキャラクター公募」開催計画並びに 

予算（案）承認の件 

 

以上３議案可決 

 

第９回 定例理事会 

日時：２０１６年８月８日（月） 

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「浦安青年会議所 オリエンテーション」開催報告並びに 

決算(案)承認の件 

・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 

・第３号議案 ８月その他事業「浦安盆フェスタ～ブリオベッカ浦安ＶＳブラウブリッツ秋田 

親善マッチ～」開催計画修正（案）並びに修正予算（案）承認の件 

・第４号議案 ９月第一例会「みんなで灯そう！日本のみらい 日本のこころ育成プロジェクト 

～第二章 たたいて学ぼう！日本の良さを再発見～」修正予算（案）承認の件 

・第５号議案 「人と地域をつなぐ就業体験」開校式開催計画修正(案)並びに修正予算(案)承認の件 



 

 

 

・第６号議案 「人と地域をつなぐ就業体験」座談会開催計画(案)承認の件 

・第７号議案 「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 

・第８号議案 公益社団法人浦安青年会議所 ２０１７年度「選挙管理委員会設置」（案）承認の件 

・第９号議案 新入正会員(案)承認の件 

 

以上１０議案可決 

 

第３回 臨時理事会 

日時：２０１６年８月１６日（火） 

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２８回わんぱく相撲浦安場所」」補正予算（案）承認の件 

・第２号議案 ５月第一例会「第２８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 

 

以上２議案可決 

 

第１０回 定例理事会 

日時：２０１６年９月１２日（月） 

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２８回わんぱく相撲浦安場所」補正予算（案）承認の件 

・第２号議案 ５月第一例会「第２８回わんぱく相撲大会浦安場所」開催報告並びに決算(案)承認の件 

・第３号議案 ８月その他事業「浦安盆フェスタ～ブリオベッカ浦安ＶＳブラウブリッツ秋田 

親善マッチ～」補正予算（案）①承認の件 

・第４号議案 ８月その他事業「浦安盆フェスタ～ブリオベッカ浦安ＶＳブラウブリッツ秋田 

親善マッチ～」補正予算（案）②承認の件 

・第５号議案 「人と地域をつなぐ就業体験」学生募集報告並びに決算（案）承認の件 

・第６号議案 「人と地域をつなぐ就業体験」企業募集報告並びに決算（案）承認の件 

・第７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 

・第８号議案 ９月第一例会「みんなで灯そう！日本のみらい 日本のこころ育成プロジェクト 

～第二章 たたいて学ぼう！日本の良さを再発見～」修正予算（案）承認の件 

・第９号議案 公益社団法人浦安青年会議所２０１７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 

 

以上９議案可決 

 

 

 

 



 

 

 

第４回 臨時理事会 

日時：２０１６年９月２９日（木） 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 第３回収支補正予算（案）承認の件 

・第２号議案 例会スケジュール変更（案）承認の件 

・第３号議案 １０月第一例会「みんなで灯そう！日本のみらい 日本のこころ育成プロジェクト 

～第三章 学んで伝えよう日本のすごさ再発見！～」開催計画並びに予算（案）承認の件 

・第４号議案 １０月その他事業「VMV(Vision Mission & Values)セミナー」開催計画並びに 

予算（案）承認の件 

・第５号議案 その他事業「ブリオベッカ浦安マスコットキャラクター公募」開催計画修正 

並びに修正予算（案）承認の件 

 

以上５議案可決 

 

第１１回 定例理事会 

日時：２０１６年１０月１１日（火） 

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「浦安盆フェスタ～スポーツを通じた地域活性～」開催報告並びに 

決算（案）承認の件 

・第２号議案 ８月その他事業「浦安盆フェスタ～ブリオベッカ浦安ＶＳブラウブリッツ秋田 

親善マッチ～」開催報告並びに決算（案）承認の件」 

・第３号議案 ９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 

・第４号議案 ９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 

・第５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 

・第６号議案 ９月第一例会「みんなで灯そう！日本のみらい 日本のこころ育成プロジェクト 

～第二章 たたいて学ぼう！日本の良さを再発見～」開催報告並びに決算（案）承認の件 

・第７号議案 １２月第一例会「卒業式」開催日程・開催会場（案）承認の件 

・第８号議案 平成２８年台風１０号等災害支援（案）承認の件 

 

以上８議案可決 

 

第５回 臨時理事会 

日時：２０１６年１０月１８日（火） 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 平成２８年台風１０号等災害支援（案）承認の件 

・第２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 



 

 

 

・第３号議案 「地域スポーツを活用し、市民ひとり一人が考えることによる文化創造～ブリオベッカ

浦安マスコットキャラクター名募集」開催計画並びに予算（案）承認の件 

 

以上３議案可決 

 

第１２回 定例理事会 

日時：２０１６年１１月７日（火） 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 第４回収支補正予算（案）承認の件 

・第２号議案 「人と地域をつなぐ就業体験」実行委員会設置報告並びに検証承認の件 

・第３号議案 ９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 

・第４号議案 「人と地域をつなぐ就業体験」就業体験計画並びに決算（案）承認の件 

・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 

・第６号議案 浦安市並びに浦安市社会福祉協議会と浦安青年会議所との災害時における協力に関する

協定及び協定書の施行に関する覚書締結および災害時における設置運営規則制定(案)承認の件 

・第７号議案 公益社団法人秋田青年会議所との友好ＪＣ締結について 

・第８号議案 監事辞任届（案）承認の件 

・第９号議案 次年度事業計画策定協議会会長所信（案）承認の件 

・第１０号議案 ２０１７年度基本理念(案)・基本方針(案)・事業計画（案）承認の件 

・第１１号議案 ２０１７年度 役員（案）並びに組織図（案）承認の件 

・第１２号議案 ２０１７年度 職務分掌（案）承認の件 

・第１３号議案 ２０１７年度 委員会構成（案）承認の件 

・第１４号議案 ２０１７年度 委員会事業方針並びに事業計画（案）承認の件 

・第１５号議案 ２０１７年度 例会スケジュール（案）承認の件 

・第１６号議案 ２０１７年度 収支予算（案）承認の件 

・第１７号議案 ２０１７年度 １月第一例会開催日及び開催場所（案）承認の件 

 

以上１７議案可決 

 

第６回 臨時理事会 

日時：２０１６年１１月２８日（月） 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 第５回収支補正予算（案）承認の件 

・第２号議案 公益社団法人浦安青年会議所２０１７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 

・第３号議案 １２月「第１回臨時総会」開催計画並びに予算(案)承認の件 

・第４号議案 １２月第一例会 第一部「卒業式」修正計画並びに修正予算（案）承認の件 



 

 

 

 

以上４議案可決 

 

第１３回 定例理事会 

日時：２０１６年１２月１９日（月） 

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「みんなで灯そう！日本のみらい 日本のこころ育成プロジェクト 

～第三章 学んで伝えよう日本のすごさ再発見！～」開催報告並びに決算（案）承認の件 

・第２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 

・第３号議案 １２月第一例会 第一部「卒業式」開催報告並びに決算（案）承認の件 

・第４号議案 その他事業「ブリオベッカ浦安マスコットキャラクター公募」開催報告並びに 

決算（案）承認の件 

・第５号議案 「地域スポーツを活用し、市民ひとり一人が考えることによる文化創造 

～ブリオベッカ浦安マスコットキャラクター名募集」開催報告並びに決算（案）承認の件 

・第６号議案 １０月その他事業「ＶＭＶ(Vision Mission & Values)セミナー」開催報告並びに 

決算（案）承認の件 

・第７号議案 ２０１６年度 「第１回臨時総会」開催報告並びに決算（案）承認の件 

・第８号議案 ２０１６年度 拡大年間計画実施報告承認の件 

・第９号議案 正会員入会承認の件 

・第１０号議案 賛助会員入会承認の件 

・第１１号議案 反社会的勢力排除表明・確約に関する同意書（案）承認の件 

・第１２号議案 ２０１６年度 「会員褒賞」（案）承認の件 

・第１３号議案 ２０１７年度 理事長予定者所信（案）承認の件 

・第１４号議案 ２０１７年度 基本理念(案)・基本方針(案)・事業計画修正（案）承認の件 

・第１５号議案 ２０１７年度 役員修正（案）並びに組織図修正（案）承認の件 

・第１６号議案 ２０１７年度 委員会構成修正（案）承認の件 

・第１７号議案 ２０１７年度 委員会事業方針並びに事業計画修正（案）承認の件 

・第１８号議案 ２０１７年度 例会スケジュール修正（案）承認の件 

・第１９号議案 ２０１７年度 １月第一例会「新年例会」開催日程及び開催会場承認の取り消し 

承認の件 

・第２０号議案 ２０１７年度 １月第一例会「第１回臨時総会」開催計画並びに予算（案）承認の件 

 

以上２０議案可決 

 

 

 

 

 


