
 

理事会 

 

第１回 定例理事会 

日時：平成２３年 ５月 ９日（月）１９：３０～２２：００ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第一号議案 ５月復興事業「がんばろう浦安！スマイルアゲインプロジクト」に関する件 

（理事長 深作 寛 君）可決 

・第二号議案 「新入会員認証」に関する件              （会員拡大会議）可決 

 

 

第１回 臨時理事会 

日時：平成２３年 ５月２３日（月）２０：００～２３：３０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第一号議案 ６月復興事業「がんばろう浦安！スマイルアゲインプロジェクト」に関する件 

(理事長 深作 寛 君)可決 

・第二号議案 「次年度事業計画策定協議会 協議会長選出」に関する件 

(理事長 深作 寛 君)可決 

 

 

第２回 定例理事会 

日時：平成２３年 ６月１３日（月）１９：３０～２４：００ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

 

・第一号議案 ４月復興事業「がんばろう浦安！スマイルアゲインプロジェクト」第１弾 

決算に関する件                 （副理事長 熊木 幸治 君）可決 

・第二号議案 ４月その他事業「市民が主体性をもって政治選択していくために～浦安市議会議員

選挙 e－みらせん～」決算に関する件         （出向者連絡会議）可決 

・第三号議案 ２０１１年度 社団法人 浦安青年会議所「収支決算(案)」に関する件 

(理事長 深作 寛 君)可決 

・第四号議案 ２０１１年度 公益社団法人 浦安青年会議所「当初予算(案)」に関する件 

                                (理事長 深作 寛 君)可決   

・第五号議案 ５月その他事業「千葉県議会議員再選挙公開討論会～浦安再生への道～」 

決算に関する件                 (親水まちづくり委員会)可決 

・第六号議案 ６月復興事業「がんばろう浦安！スマイルアゲインプロジェクト」第３弾 

に関する件                 (副理事長 金沢 剛純 君)可決 

・第七号議案 ２０１１年度 公益社団法人 浦安青年会議所 ７月第一例会「第１回通常総会」

に関する件                        (総務委員会)可決 

・第八号議案 ８月第一例会「キッズな(絆)アドベンチャー」～自然の中で仲間と共に～     

に関する件                 (青少年わんぱく冒険委員会)可決 



 

・第九号議案 ２０１１年度 公益社団法人 浦安青年会議所「定款変更(案)」に関する件    

(理事長 深作 寛 君)可決 

・第十号議案 ２０１１年度 公益社団法人 浦安青年会議所「役員選任の方法に関する規則の  

変更(案)」に関する件              (理事長 深作 寛 君)可決 

・第十一号議案 ２０１１年度 公益社団法人 浦安青年会議所「運営規定の変更(案)」に    

関する件                   (理事長 深作 寛 君)可決 

・第十二号議案 「新入会員認証」に関する件              (会員拡大会議)可決 

 

 

第３回 定例理事会 

日時：平成２３年 ７月１３日（水）１９：３０～２２：１５ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第一号議案 ５月復興事業「がんばろう浦安！スマイルアゲインプロジェクト」第２弾決算に関

する件                         （副理事長 椛澤 大樹 君）可決 

 

 

第４回 定例理事会 

日時：平成２３年 ８月１０日（水）１９：３０～２３：００ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第一号議案 ６月復興事業「がんばろう浦安！スマイルアゲインプロジェクト」第３弾     

決算に関する件              （副理事長 金沢 剛純 君）可決 

・第二号議案 ９月第一例会「浦安ホリデーウォーキング～ウェルネスを感じよう～」に関する件 

(ウェルネス研修委員会)可決 

・第三号議案 １０月第一例会「未来へ繋がる光 うらやす親水ハロウィン」に関する件                            

（親水まちづくり委員会)可決 

 

第５回 定例理事会 

日時：平成２３年 ９月１４日（水）１９：４０～２３：３０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第一号議案 ７月第一例会「第１回通常総会」決算に関する件      （総務委員会）可決 

・第二号議案 １０月第一例会「未来へ繋がる光 うらやす親水ハロウィン」に関する件     

(親水まちづくり委員会)可決 

・第三号議案 １２月第一例会 第一部「卒業式」に関する件        (交流委員会)可決 

・第四号議案 「ＪＣＩ副会頭公式訪問講演会」に関する件      （出向者連絡会議）可決 

・第五号議案 「学ぼう！市民討議会 ～まちづくりの新たなかたち～」に関する件          

(出向者連絡会議) 取り下げ 

・第六号議案 ２０１２年度 公益社団法人浦安青年会議所「選挙管理委員会設置(案)」     

に関する件                   (理事長 深作 寛 君)可決 

・第七号議案 ２０１２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         (選挙管理委員長 大塚 嘉夫 君)可決 

・第八号議案 「新入会員認証」に関する件               (会員拡大会議)可決 



 

第２回 臨時理事会 

日時：平成２３年 ９月１６日（金）１９：００～１９：３０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ａ会議室 

・第一号議案 １０月第一例会「未来へ繋がる光 うらやす親水ハロウィン」に関する件           

(親水まちづくり委員会)可決 

・第二号議案 ２０１２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        (選挙管理委員長 大塚 嘉夫 君)可決 

 

 

第６回 定例理事会 

日時：平成２３年１０月１２日（水）１９：３０～２２：３０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第一号議案 １１月第一例会「第２回通常総会」に関する件       （総務委員会）可決 

・第二号議案 ２０１２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         (選挙管理委員長 大塚 嘉夫 君)可決 

・第三号議案 １０月その他事業 １０月第一例会ＪＣブース「主催の浦安青年会議所ってなぁ～ 

に？」設置に関する件                 （会員拡大委員会)可決 

・第四号議案 １１月その他事業「学ぼう！市民討議会 ～まちづくりの新たなかたち～」に 

関する件                      （出向者連絡会議）可決 

・第五号議案 ２０１２年度 公益社団法人 浦安青年会議所基本方針(案)並びに事業計画(案) 

に関する件                   (理事長 深作 寛 君)可決 

 

 

第７回(合同) 定例理事会  

日時：平成２３年１１月 ９日（水）１９：３０～２５：００ 

場所：浦安商工会議所会館３階Ｂ会議室 

・第一号議案 １０月第一例会「未来へ繋がる光 うらやす親水ハロィン」に関する件に関する件

（親水まちづくり委員会）可決 

・第二号議案 ８月第一例会「キッズな（絆）アドベンチャー ～自然の中で仲間と共に～」 

決算に関する件            (青少年わんぱく冒険委員会委員長)可決 

・第三号議案 ９月第一例会「浦安ホリデーウォーキング ～ウェルネスを感じよう～」決算に 

関する件                    (ウェルネス研修委員会)可決 

・第四号議案 ２０１１年度「ＪＣＩ ＶＰ公式訪問講演会」決算に関する件 

（出向者連絡会議）可決 

・第五号議案 ２０１１年度 公益社団法人浦安青年会議所「第１回収支補正予算書(案)」 

に関する件                   (理事長 深作 寛 君)可決 

・第六号議案 １２月第一例会に関する件                 (交流委員会)可決 

・第七号議案 ２０１２年度 公益社団法人浦安青年会議所「理事及び監事の選任(案)並びに理 

事長候補者選出」に関する件            (理事長 深作 寛 君)可決 

・第八号議案 ２０１２年度 公益社団法人浦安青年会議所「収支予算(案)」に関する件  

(理事長 深作 寛 君)可決 



 

・第九号議案 ２０１２年度 公益社団法人浦安青年会議所「例会スケジュール(案)」 

に関する件                   (理事長 深作 寛 君)可決 

・第十号議案 ２０１２年度 公益社団法人浦安青年会議所「職務分掌(案)」に関する件 

(理事長 深作 寛 君)可決 

・第十一号議案 ２０１２年度 公益社団法人浦安青年会議所「基本方針(案)並びに事業計画(案)」

に関する件                   (理事長  深作 寛 君)可決 

 

・第十二号議案 ２０１２年度 公益社団法人浦安青年会議所「委員会事業方針(案)並びに 

事業計画(案)に関する件            (理事長 深作 寛 君)可決 

・第十三号議案 ２０１２年度 １月第一例会「新年会」に関する件(理事長 深作 寛 君)可決 

 

 

第８回 定例理事会 

日時：平成２３年１２月 ７日（水）１９：３０～２３：００ 

場所：浦安商工会議所会館３階Ｂ会議室 

・第一号議案 １０月第一例会「未来へ繋がる光 うらやす親水ハロィン」決算に関する件 

（親水まちづくり委員会）可決 

・第二号議案 １０月その他事業 １０月第一例会ＪＣブース「主催の浦安青年会議所って 

なぁ～に？」設置決算に関する件             (会員拡大会議)可決 

・第三号議案 １１月第一例会「第２回通常総会」決算に関する件      (総務委員会)可決 

・第四号議案 １１月その他事業「市民討議会 ～まちづくりの新たなかたち」決算に関する件 

（出向者拡大会議）可決 

・第五号議案 １２月第一例会「卒業式」決算に関する件          (交流委員会)可決  

・第六号議案 ２０１１年度「会員褒賞」に関する件       (理事長 深作 寛 君)可決 

・第七号議案 ２０１２年度 １月第一例会「新年会」に関する件 (理事長 深作 寛 君)可決 

・第八号議案 「新入会員認証」に関する件               (会員拡大会議)可決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


