
２０１９年度 行事報告 

 

２０１９年度 専務理事 堀木修吾 

 

 

総 会 

 

第１回通常総会 

日時：２０１９年２月２０日（水） １９：３０～２０：１０ 

会場：浦安商工会議所会館 ３階大会議室Ａ・Ｂ  

第１号議案  ２０１８年度事業報告（案）承認の件 

 第２号議案  ２０１８年度収支決算（案）承認の件 

 第３号議案  ２０１９年度第１回収支補正予算(案)承認の件 

以上３議案可決 

 

第１回臨時総会 

日時：２０１９年３月２７日（水） １９：３０～２０：４５ 

会場：浦安商工会議所会館 ３階大会議室Ａ・Ｂ 

 第１号議案 ２０１８年度収支決算（案）承認の件 

 第２号議案 ２０１９年度役員補充専任・選定（案）承認の件 

 第３号議案 ２０１９年度第２回収支補正予算(案)承認の件 

 第４号議案 正会員除名（案）承認の件 

以上４議案可決 

 

第２回臨時総会 

日時：２０１９年７月１７日（水） １９：３０～２０：００ 

会場：浦安商工会議所会館 ３階大会議室Ａ・Ｂ 

 第１号議案 ２０１９年度 第３回収支補正予算（案）承認の件 

 第２号議案 ２０２０年度 理事長候補者の選出（案）承認の件 

以上２議案可決 

 

第２回通常総会 

日時：２０１９年１１月２７日（水）１９：３０～２０：１５ 

会場：浦安商工会議所 ３階Ａ・Ｂ会議室 

第１号議案 ２０１９年度第４回収支補正予算（案）承認の件 

第２号議案 ２０２０年度 理事及び監事の選任（案）承認の件 

第３号議案 ２０２０年度 基本方針（案）並びに事業計画（案）承認の件 

第４号議案 ２０２０年度 収支予算（案）承認の件 

以上４議案審議可決 



 

理 事 会 

 

第１回 定例理事会  

日時：２０１９年１月１日（火）  

・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：２０１９年１月０９日（水）    

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 

以上１議案可決 

 

第１回 臨時理事会  

日時：２０１９年１月２６日（土）    

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

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

・第２号議案 １月第一例会「新年例会」修正計画（案）承認の件 

以上２議案可決 

 

第３回 定例理事会  

日時：２０１９年２月５日（水） 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 ２０１８年度事業報告（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 ３月第一例会「耳を傾けよう～２０１９年県議会議員立候補予定者の熱いディスカッション

～」開催計 画並びに予算（案）承認の件 

以上３議案可決 

 

第２回 臨時理事会 

日時：２０１９年２月１９日（火） 

場所：宝城院 

・第１号議案 ２０１９年度第一回収支補正予算（案）承認の件 

以上１議案可決 

 

第４回 定例理事会  

日時：２０１９年３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 ２０１８年度決算（案）承認の件  

・第２号議案 ２０１９年度役員辞任（案）承認の件  

・第３号議案 ２０１９年度役員補充専任選定（案）承認の件  

・第４号議案 ２０１９年度第２回収支補正予算（案）承認の件 

・第５号議案 １月第一例会「新年例会」補正予算（案）承認の件 

・第６号議案 ３月その他事業「第一回臨時総会」開催計画並びに予算（案）承認の件 

以上６議案可決 

 

第３回 臨時理事会 

日時：２０１９年３月１９日（火） 

場所：商工会議所４階 会議室 

・第１号議案 ４月第一例会「選挙を学ぼう～まちづくりを考える未来の主権者たち～」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３１回わんぱく相撲浦安場所」外部文書並びに予算（案）承認の件 

以上２議案可決 

 

第５回 定例理事会  

日時：２０１９年４月１０日（水）   

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「選挙を学ぼう～まちづくりを考える未来の主権者たち～」開催計画修正（案）

並びに修正予算（案）承認の件 

・第２号議案 ５月第一例会「第３１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２議案可決 

 

第４回 臨時理事会 

日時：２０１９年４月２２日（月） 

場所：商工会議所４階 会議室 

・第１号議案 公益社団法人浦安青年会議所 ２０２０年度「選挙管理委員会設置」(案）承認の件 

・第２号議案 ３月第一例会「耳を傾けよう～２０１９年県議会議員立候補予定者の熱いディスカッション

～」補正予 算(案)承認の件 

以上２議案可決 

 

第６回 定例理事会  

日時：２０１９年５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 １月第一例会「開催日程・開催場所及び招待状発送」報告並びに決算（案）承認の件 

・第２号議案 １月第一例会「新年例会」開催報告並びに決算（案）承認の件 

・第３号議案 ２０１９年度 ５月第一例会「第３１回わんぱく相撲浦安場所」開催修正計画並びに修正予算

（案）承 認の件 

以上３議案可決 



 

第５回 臨時理事会 

日時：２０１９年４月２２日（月） 

場所：商工会議所４階 会議室 

・第１号議案 ２月第一例会「第一回通常総会」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「第一回臨時総会」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「僧侶から学ぶ」～心の在り方とＪＣの魅力～開催計画並びに予算（案）承認

の件 

・第４号議案 公益社団法人浦安青年会議所「理事選任並びに理事長候補者選出」（案）承認の件 

・第５号議案 正会員入会承認の件 

以上５議案可決 

 

第７回 定例理事会  

日時：２０１９年６月１２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３０年度各種計算書類修正（案）承認の件 

・第２号議案 財務ガバナンス回復方針（案）承認の件 

・第３号議案 ２０１９年度第３回収支補正予算（案）承認の件 

・第４号議案 ３月第一例会「耳を傾けよう～２０１９年県議会議員立候補予定者の熱いディスカッション 

～」開催報 告並びに決算（案）承認の件 

・第５号議案 ４月第一例会「選挙を学ぼう～まちづくりを考える未来の主権者たち～」補正予算(案)承認 

の件 

・第６号議案 ４月第一例会「選挙を学ぼう～まちづくりを考える未来の主権者たち～」開催報告並びに決 

算（案）承認の件 

・第７号議案 ４月事業 拡大集会～ＪＣの魅力と拡大の必要性～開催報告並びに決算（案）承認の件 

・第８号議案 ７月第一例会「第２回臨時総会」開催計画並びに予算（案）承認の件 

・第９号議案 ７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１０号議案 正会員入会承認の件 

以上１０議案可決 

 

第８回 定例理事会  

日時：２０１９年７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 ８月第一例会「ＭＡＧＵＲＯでＧＯ！～親子で楽しむ寿司教室～」開催計画並びに予算（案）

承認の件 

・第２号議案 正会員入会承認の件 

以上２議案可決 

 

 

第９回 定例理事会  



日時：２０１９年８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 ６月第一例会「僧侶に学ぶ心の授業」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「水辺へＧＯ！スマイル プロデュース～家族でハゼ釣り体験～」開催計画並び

に予算(案) 承認の件 

以上２議案可決 

 

第１０回 定例理事会  

日時：２０１９年９月１８日（水）  

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第１号議案 ２０２０年台風１５号千葉被害に対する緊急災害支援金支出（案）承認の件 

・第２号議案 正会員入会承認の件 

・第３号議案 ７月第一例会「第２回臨時総会」開催報告並びに決算（案）承認の件 

・第４号議案 公益社団法人浦安青年会議所２０２０年度「理事及び監事の選任」（案）承認の件 

以上４議案可決 

 

第６回 臨時理事会  

日時：２０１９年９月２５日（水）  

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「わかるＳＤＧｓ～誰一人取り残さないために楽しく学ぶセミナー～」開催

計画並びに 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  

以上２議案可決 

 

第１１回 定例理事会  

日時：２０１９年１０月７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「ＭＡＧＵＲＯでＧＯ！～親子で楽しむ寿司教室～」開催報告並びに決算（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ＪＣブース出店」開催計画並びに予算(案)承認の 

      件 

・第３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４号議案 １２月第一例会「卒業式」開催日時・開催会場並びに予算（案）承認の件 

以上４議案可決 

 

第１２回 定例理事会  

日時：２０１９年１１月１１日（月）  

場所：浦安商工会議所会館３階Ａ会議室 

・第１号議案 ７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 ９月第一例会「水辺へＧＯ！スマイル プロデュース～家族でハゼ釣り体験～」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「卒業式」開催計画並びに予算（案）承認の件 

・第４号議案 ２０１９年度第４回収支補正予算（案）承認の件 

・第５号議案 ２０２０年度理事長候補者所信（案）承認の件 

・第６号議案 ２０２０年度委員会方針（案）並びに年間事業フレーム（案）承認の件 

・第７号議案 ２０２０年度役員（案）並びに組織図（案）承認の件 

・第８号議案 ２０２０年度例会スケジュール（案）承認の件 

・第９号議案 ２０２０年度収支予算（案）承認の件 

・第１０号議案 公益社団法人浦安青年会議所４０周年記念式典開催日程及び開催場所並びに横断幕（案）

承認の件 

・第１１号議案 ２０２０年度１月第一例会「新年例会」及び「新年祝賀会」開催日程・開催場所及び招待

状発送計画（案）並びに予算（案）承認の件 

以上１１議案可決 

 

第１３回 定例理事会  

日時：２０１９年１２月１８日（木）  

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３１回わんぱく相撲浦安場所外部文書補正予算（案）承認の件 

・第２号議案 ５月第一例会 第３１回わんぱく相撲浦安場所外部文書報告並びに決算（案）承認の件 

・第３号議案 ５月第一例会 第３１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３１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 わんぱく相撲千葉ブロック大会参加報告（案）及び決算（案）承認の件 

・第６号議案 １０月第一例会「ＳＤＧｓをもっと学ぼう！」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「浦安市民まつり～浦安ＪＣブース出店」報告（案）並びに予算（案）承認 

の件 

・第８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９号議案 １２月第一例会 第一部「卒業式」開催日時・開催会場並びに決算（案）承認の件 

・第１０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１１号議案 ２０１９年度「褒章」（案）承認の件 

・第１２号議案 ２０２０年度１月第一例会「新年例会」開催計画（案）並びに予算（案）承認の件 

・第１３号議案 正会員休会承認の件 

 

以上１３議案可決 

 

 

 

 

 

 

 



２０１９年度 例会・事業 

 

１月 ６日 公益社団法人日本青年会議所関東地千葉ブロック協議会 

２０１９年度「新年賀詞交歓会」 

１月１７日～２０日 公益社団法人日本青年会議所「京都会議」 

１月３０日 １月第一例会「新年例会」「新年祝賀会」 

２月 ３日 第２８回東京ベイ浦安シティマラソン 協力 

２月２０日 ２月第一例会「第１回通常総会」 

３月１７日 公益社団法人日本青年会議所関東地千葉ブロック協議会 

多子社会実現へ向けた国民討議会（千葉開催） 

３月２１日 ３月第一例会「耳を傾けよう～２０１９年県議会議員立候補予定者の熱いディ

スカッション～」 

３月２７日 第１回臨時総会 

３月３０日 公益社団法人日本青年会議所関東地千葉ブロック協議会「ＳＤＧｓ推進事業」 

３月３１日 境川であそぼう実行委員会主催「第６回境川クリーンアップ２０１９」 

３月３１日 ３月交流企画「お花見会」 

４月１７日 ４月事業「拡大集会」 

４月２０日 ４月第一例会「選挙を学ぼう～まちづくりを考える未来の主権者たち～」 

５月１１日 ５月第一例会「第３１回わんぱく相撲浦安場所」 

６月 １日 公益社団法人日本青年会議所関東地区千葉ブロック協議 

第５回ＪＣカップ Ｕ－１１ 少年少女サッカー大会千葉県予選大会 

６月１５日 ６月第一例会「僧侶に学ぶ心の授業」 

６月１６日 公益社団法人日本青年会議所関東地千葉ブロック協議会 

多子社会実現へ向けた国民討議会（浦安開催） 

６月１７日～２０日 ２０１９ＪＣＩ ＡＳＰＡＣ済州大会 

６月２２日 公益社団法人日本青年会議所関東地千葉ブロック協議会ＪＡＹＣＥＥとしての

資質向上セミナー 

６月２３日 公益社団法人日本青年会議所関東地区千葉ブロック協議会 

「第２７回わんぱく相撲千葉ブロック大会」 

７月６日 公益社団法人日本青年会議所 関東地区協議会 

「第６７回関東地区大会 熊谷大会 」 

７月１７日 ７月第一例会「第２回臨時総会」開催計画並びに予算（案）承認の件 

７月２０日～２１日 公益社団法人日本青年会議所「サマーコンファレンス２０１９」  

７月２６日 ７月事業「ＯＢ親睦会」 

７月２８日 第４０回浦安市花火大会 「浦安の夏を彩り４０年」協力 



８月７日 ８月交流企画「浦安商工会議所青年部との熱い語らい！」 

８月２４日 ８月第一例会「ＭＡＧＵＲＯでＧＯ！～親子で楽しむ寿司教室～」 

８月２５日 公益社団法人東京青年会議所「第１回わんぱく相撲女子全国大会」 

９月７日 公益社団法人日本青年会議所関東地区千葉ブロック協議会 

「第５２回千葉ブロック大会佐倉大会」 

９月１４日 ９月第一例会「水辺へＧＯ！スマイル プロデュース～家族でハゼ釣り体験

～」 

９月１５日 境川であそぼう実行委員会主催「第７回境川クリーンアップ２０１９」 

９月２６日 社会福祉法人浦安市社会福祉協議会主催「令和元年度合同研修会」 

１０月１０日～１３日 公益社団法人日本青年会議所「第６７回全国大会 富山大会」 

１０月１９日～２０日 １０月事業「浦安市民まつり～浦安ＪＣブース出店」 

１０月２４日 １０月第一例会「わかるＳＤＧｓ～誰一人取り残さないために楽しく学ぶセミ

ナー～」 

１１月９日 第９回浦安中央ライオンズクラブ杯「浦安市ボッチャ大会」協力 

１１月１６日 

 

１１月１７日 

１１月２４日 

 

１１月２７日 

１２月６日 

１２月１０日 

公益社団法人日本青年会議所 関東地区協議会 

「２０１８年度ありがとう関東地区 」 

境川であそぼう実行委員会主催「第８回境川クリーンアップ２０１９」 

公益社団法人日本青年会議所関東地区千葉ブロック協議会 

「千葉一心」「さよならブロック」 

１１月第一例会「第２回通常総会」 

１２月第一例会「卒業式」 

「浦安ＪＣじゃがいもクラブ 第３回現役・ＯＢ交流ゴルフコンペ」 
 

 


