
 

理 事 会 

 

第１回 定例理事会  

日時：２０１７年１月１日（日）  

・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：２０１７年１月１０日（火）  

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 ２０１７年度補正予算（案）承認の件 

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

・第３号議案 ５月第一例会「第２９回わんぱく相撲浦安場所」開催日程及び開催会場（案）承認の件 

 

以上３議案可決 

 

第３回 定例理事会  

日時：２０１７年２月８日（水）  

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 ２０１６年度収支決算報告（案）承認の件 

・第２号議案 ２０１６年度事業報告（案）承認の件 

・第３号議案 ２０１６年度会員褒賞修正（案）承認の件 

・第４号議案 ２月第一例会「第１回通常総会」修正計画並びに予算（案）承認の件 

・第５号議案 新入正会員（案）承認の件 

・第６号議案 ２０１７年度第１回補正予算（案）承認の件 

・第７号議案 平成２８年糸魚川市駅北大火災害支援（案）承認の件 

・第８号議案 ３月第一例会「２０１７年度 出陣式」開催計画並びに予算（案）承認の件 

 

以上８議案可決 

 

第１回 臨時理事会  

日時：２０１７年２月１５日（水）  

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 ３月その他事業「次代を創る公開討論会～若い世代が希望を持つ輝き続ける浦安に～」 

        開催計画並びに予算（案）承認の件 

 

以上１議案可決 

 

第４回 定例理事会  



 

日時：２０１７年３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 １月第一例会「第１回臨時総会」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」補正予算（案）承認の件  

・第３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４号議案 「浦安市議会議員補欠選挙」～e-みらせん～開催計画(案)承認の件 

・第５号議案 ５月第一例会「第２９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 

 

以上５議案可決 

 

第２回 臨時理事会  

日時：２０１７年３月２３日（木）  

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「日本人の精神性を茶道から紐解き学ぶ」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２９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 

 

以上２議案可決 

 

第５回 定例理事会  

日時：２０１７年４月１０日（月）  

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 「浦安市議会議員補欠選挙」～e-みらせん～開催報告(案)承認の件 

・第２号議案 「浦安青年会議所の在り方を考える勉強会」年間計画(案)承認の件 

・第３号議案 ５月その他事業「浦安青年会議所の在り方について考える事業」開催計画並びに予算(案)承

認の件 

・第４号議案 ６月その他事業「ＯＢ親睦会～浦安ＪＣの未来に向けて～」開催日時・会場(案)承認の件 

・第５号議案 新入正会員（案）承認の件 

 

以上５議案可決 

 

第６回 定例理事会  

日時：２０１７年５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 ３月その他事業「次代を創る公開討論会～若い世代が希望を持つ輝き続ける浦安に～」補正

予算（案）承認の件  

・第２号議案 ３月その他事業「次代を創る公開討論会～若い世代が希望を持つ輝き続ける浦安に～」開催

報告並びに決算（案）承認の件  

・第３号議案 ３月第一例会「２０１７年度 出陣式」開催報告並びに決算（案）承認の件   

・第４号議案 ５月その他事業「浦安青年会議所の在り方について考える」開催計画並びに予算(案)承認の

件 



 

・第５号議案 ６月その他事業「ＯＢ親睦会」開催日時修正並びに修正予算(案)承認の件 

・第６号議案 ６月その他事業「ＯＢ親睦会」開催計画並びに予算(案)承認の件 

・第７号議案 新入正会員(案)承認の件  

 

以上７議案可決 

 

第３回 臨時理事会  

日時：２０１７年５月１７日（水）  

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「父の日プレゼンツ『ハッピー×クエスト』～時間の花をみつけよう！～」開

催計画並びに予算(案)について 

・第２号議案 運営規定変更（案）承認の件 

 

以上２議案可決 

 

第７回 定例理事会  

日時：２０１７年６月１２日（月）  

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

 

第４回 臨時理事会  

日時：２０１７年６月１５日（木）  

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 ３月その他事業「次代を創る公開討論会～若い世代が希望を持つ輝き続ける浦安に～」修正

計画並びに補正予算（案）承認の件  

・第２号議案 ５月第一例会「第２９回わんぱく相撲浦安場所」修正計画並びに補正予算（案）承認の件  

・第３号議案 ６月第一例会「父の日プレゼンツ『ハッピー×クエスト』～時間の花をみつけよう！～」修

正計画並びに修正予算(案)承認の件 

・第４号議案 ７月第一例会 「サマーコンファレンス２０１７～仲間と歩もう日本道～」開催計画並びに予

算(案)承認の件 

・第５号議案 ８月第一例会 「いかだでＧＯ！～親子でペットボトルいかだ in 三番瀬～」開催計画並びに

予算(案)承認の件 

・第６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６議案可決 

 

第８回 定例理事会  

日時：２０１７年７月１０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月その他事業「浦安青年会議所の在り方について考える」開催報告並びに決算(案)承認の

件 



 

・第２号議案 ３月その他事業「次代を創る公開討論会～若い世代が希望を持つ輝き続ける浦安に～」 

開催報告並びに決算（案）承認の件  

・第３号議案 ７月第一例会 「サマーコンファレンス２０１７～仲間と歩もう日本道～」 

修正計画並びに補正予算(案)承認の件  

・第４号議案 「平成２９年九州北部豪雨災害支援（案）」承認の件 

 

以上４議案可決 

 

第９回 定例理事会  

日時：２０１７年８月１６日（水）  

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年度各種計算書類修正（案）承認の件 

・第２号議案 ４月第一例会「日本人の精神性を茶道から紐解き学ぶ」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２９回わんぱく相撲浦安場所」補正予算(案)承認の件 

・第４号議案 ５月第一例会「第２９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 

・第５号議案 公益社団法人浦安青年会議所 ２０１８年度「選挙管理委員会設置」（案）承認の件 

 

以上５議案可決 

 

第５回 臨時理事会  

日時：２０１７年８月２９日（火）  

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 改正個人情報保護法完全施行に伴う対応（案）及び運営規定改定（案）並びに職務分掌修正

（案）承認の件 

・第２号議案 新入正会員（案）承認の件  

・第３号議案 ９月第一例会 「『家族の幸せがまちの幸せ運動』～私たちが進める働き方改革～」開催計画

並びに予算(案)承認の件 

 

以上３議案可決 

 

第６回 臨時理事会  

日時：２０１７年９月４日（月）  

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 「『家族の幸せがまちの幸せ運動』～私たちが進める働き方改革～」修正計画

並びに修正予算(案)承認の件 

 

以上１議案可決 

 

第１０回 定例理事会  

日時：２０１７年９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 ６月第一例会「父の日プレゼンツ『ハッピー×クエスト』～時間の花をみつけよう！～」開

催報告並びに決算(案)承認の件 

・第２号議案 １０月第一例会 「ドミノでＧＯ！～３つの間で作る豊かな心～」開催計画並びに予算(案)

承認の件 

・第３号議案 公益社団法人浦安青年会議所２０１８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４号議案 ９月その他事業「浦安フェスティバル２０１７秋田竿燈体験」開催計画並びに予算(案)承認

の件 

・第５号議案 第２回収支補正予算（案）承認の件 

 

以上５議案可決 

 

第１１回 定例理事会  

日時：２０１７年１０月１０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 「いかだでＧＯ！～親子でペットボトルいかだ in 三番瀬～」補正予算(案)承

認の件 

・第２号議案 １０月その他事業「浦安市民まつり～浦安ＪＣＰＲブース出店」開催計画並びに予算(案)承

認の件 

・第３号議案 第４８回衆議院選挙２０１７」～ｅ―みらせん～開催計画(案)承認の件  

・第４号議案 「浦安青年会議所の在り方を考える勉強会」年間計画修正(案)承認の件 

・第５号議案 １０月その他事業「これからどうする？浦安青年会議所 井戸端会議」開催計画並びに予算

（案）承認の件  

・第６号議案 １０月その他事業「拡大オリエンテーション」開催計画並びに予算(案)承認の件 

・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  

・第８号議案 １２月第一例会「卒業例会」開催日程・開催会場計画(案)承認の件  

・第９号議案 賛助会員(案)承認の件  

 

以上９議案可決 

 

第１２回 定例理事会  

日時：２０１７年１１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 ８月第一例会 「いかだでＧＯ！～親子でペットボトルいかだ in 三番瀬～」補正予算(案)承

認の件 

・第２号議案 １０月第一例会 「ドミノでＧＯ！～３つの間で作る豊かな心～」補正予算(案)承認の件 

・第３号議案 第３回収支補正予算（案）承認の件 

・第４号議案 ２０１７年度次年度事業計画策定協議会会長所信（案）承認の件 

 



 

以上４議案可決 

 

第７回 臨時理事会  

日時：２０１７年１１月２０日（月）  

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 ２０１８年度 委員会事業方針並びに事業計画（案）承認の件 

・第２号議案 ２０１８年度 役員（案）並びに組織図（案）承認の件  

・第３号議案 ２０１８年度 職務分掌担当（案）承認の件      

・第４号議案 ２０１８年度 委員会構成（案）承認の件  

・第５号議案 ２０１８年度 例会スケジュール（案）承認の件 

・第６号議案 ２０１８年度 第１回収支予算（案）承認の件  

・第７号議案 ２０１８年度 １月第一例会開催日程・開催場所及び招待状発送計画（案）承認の件 

 

以上７議案可決 

 

第８回 臨時理事会  

日時：２０１７年１１月３０日（木）  

場所：事務局 

・第１号議案 ９月その他事業「浦安フェスティバル２０１７秋田竿燈体験」補正予算（案）承認の件 

・第２号議案 １２月第一例会「卒業例会」開催計画並びに予算(案)承認の件 

 

以上２議案可決 

 

第１３回 定例理事会  

日時：２０１７年１２月１８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月第一例会「いかだでＧＯ！～親子でペットボトルいかだ in三番瀬～」開催報告並びに決

算(案)承認の件 

・第２号議案 ９月第一例会 「『家族の幸せがまちの幸せ運動』～私たちが進める働き方改革～」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「浦安フェスティバル２０１７秋田竿燈体験」開催報告並びに決算(案)承認

の件 

・第４号議案 １０月第一例会 「ドミノでＧＯ！～３つの間で作る豊かな心～」開催報告並びに決算(案)

承認の件 

・第５号議案 １０月その他事業「浦安市民まつり～浦安ＪＣＰＲブース出店」開催報告並びに決算(案)承

認の件 

・第６号議案 第４８回衆議院選挙２０１７」～ｅ－みらせん～開催報告並びに決算(案)承認の件 

・第７号議案 １０月その他事業「これからどうする？浦安青年会議所 井戸端会議」開催報告並びに決算

(案)承認の件 

・第８号議案 「浦安青年会議所の在り方を考える勉強会」年間計画開催報告並びに決算(案)承認の件 



 

・第９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１０号議案 正会員入会（案）承認の件 

・第１１号議案 賛助会員入会（案）承認の件 

・第１２号議案 正会員休会（案）承認の件 

・第１３号議案 ２０１８年度職務分掌担当修正（案）承認の件 

      

以上１３議案可決 

 

第９回 臨時理事会  

日時：２０１７年１２月２５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「ＯＢ親睦会」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 「サマーコンファレンス２０１７～仲間と歩もう日本道～」開催報告並びに決

算(案)承認の件 

・第３号議案 １０月その他事業「拡大オリエンテーション」開催報告並びに決算(案)承認の件 

・第４号議案 １２月第一例会「卒業例会」開催報告並びに決算(案)承認の件 

・第５号議案 ２０１７年度「会員褒賞」（案）承認の件 

 

以上５議案可決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




