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第１回 定例理事会 

日時：平成２４年 １月 １日（日）１９：３０～２０：００ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第一号議案 代表理事選定の件               （理事 熊木 幸治 君）可決 

 

 

第２回 定例理事会 

日時：平成２４年 １月 ６日（月）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 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 

                             （公益運営確立総務委員会）可決 

  

・第二号議案  ２月第二例会「プレゼンテーションの極意を学ぶ」開催計画並びに 

予算（案）承認の件 

                            （イノベーション研修委員会）可決 

・第三号議案 ５月第一例会「実施日時並びに実施会場計画」(案)承認の件 

                             （わんぱく相撲実行委員会）可決 

 

第１回 臨時理事会 

日時：平成２４年 １月１７日（火）２０：００～２１：００ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第一号議案  ２０１１年度 公益社団法人浦安青年会議所「事業報告」(案)承認の件  

（理事長 熊木 幸治  君）可決 

  

・第二号議案 ２０１１年度公益社団法人浦安青年会議所「決算」（案）承認の件    

（理事長 熊木 幸治  君）可決 

  

・第三号議案 ２０１２年度公益社団法人浦安青年会議所「第一回収支補正予算」（案）承認の件 

（理事長 熊木 幸治 君）可決 

 

第３回 定例理事会 

日時：平成２４年 ２月１３日（月）１９：３０～２２：５０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第一号議案 ３月第一例会「人を惹きつける接遇力」開催計画並びに予算（案） 

承認の件 

                         （ レディーｇｏ！ｇｏ！拡大委員会）可決 

 



・第二号議案 「新入会員認証」（案）承認の件 （レディーｇｏ！ｇｏ！拡大委員会）可決 

                                

 

 

第４回 定例理事会 

日時：平成２４年 ３月１２日（月）１９：３０～２２：５０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第一号議案 １月第一例会事業報告ならびに感謝状贈呈式開催報告ならびに決算案承認の件 

                             （アグレッシブ交流委員会）可決 

 

・第二号議案 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 

                             （公益運営確立総務委員会）可決 

 

・第三号議案 ４月第一例会「みんなでチャレンジ！まちづくり 

～清水慎一先生まちづくり講演会～」開催計画および予算案 

                         （次代を切り拓くまちづくり委員会）可決 

 

・第四号議案 ５月第一例会「第２４回わんぱく相撲浦安場所例会案内文並びに関係団体依頼文」 

承認の件 

                             （わんぱく相撲実行委員会）可決 

 

 

第５回 定例理事会 

日時：平成２４年 ４月 ９日（月）１９：３０～２３：３０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第一号議案 ２月第二例会「プレゼンテーションの極意を学ぶ」開催報告並びに決算（案） 

承認の件 

                            （イノベーション研修委員会）可決 

・第二号議案 ５月第一例会「第２４回わんぱく相撲浦安場所」開催計画並びに 

予算（案）について 

                             （わんぱく相撲実行委員会）可決 

 

第６回 定例理事会 

日時：平成２４年 ５月 ７日（月）１９：３０～２３：３０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第一号議案 ３月第一例会「人を惹きつける接遇力」開催報告並びに決算（案）承認の件 

(レディーｇｏ！ｇｏ！拡大委員会)可決 

・第二号議案 ４月第一例会「集え！うらやすまちづくりサポーターズ～清水愼一先生 

まちづくり講演会～」開催報告並びに決算（案）承認の件 

(次代を切り拓くまちづくり委員会)可決 

・第三号議案 ６月第一例会「企業事例から学ぶビジネスモデル イノベーション成功の秘訣」 

                            開催計画並びに予算（案）承認の件      

（イノベーション研修委員会）取り下げ 



 

第２回 臨時理事会 

日時：平成２４年 ５月１４日（月）２０：００～２１：３０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議 

・第一号議案 ５月その他事業「集え！うらやすまちづくりサポーターズ 

～キックオフミーティング～開催計画並びに予算（案）承認の件 

(次代を切り拓くまちづくり委員会)可決 

・第二号議案 ６月第一例会「元気経営！成功の秘訣 

～ビジネスモデル・イノベーションを起こせ！～ 」開催計画並びに 

予算（案）承認の件 

 (イノベーション研修委員会)可決 

・第三号議案 次年度事業計画策定協議会 協議会長指名（案）承認の件 

                              （理事長 熊木幸治君）可決 

 

 

第７回 定例理事会 

日時：平成２４年 ６月１１日（月）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 ７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 

（公益運営確立総務委員会）可決 

・第二号議案 その他事業「集え！うらやすまちづくりサポーターズ」ミーティング開催計画並び 

に予算（案）承認の件 

                          (次代を切り拓くまちづくり委員会)可決 

・第三号議案 「新入会員認証」（案）承認の件   （レディーｇｏ！ｇｏ！拡大委員会）可決 

 

 

第８回 定例理事会 

日時：平成２４年 ７月 ９日（月）１９：３０～２３：２０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第一号議案 ５月第一例会「第２４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 

（わんぱく相撲実行委員会）可決 

・第二号議案 ８月第一例会「親子のキセキ ～みつめ愛、OMOIYARI～」開催計画並びに予算（案）

承認の件に予算（案）承認の件 

                            (親と子の輝く未来創造委員会)可決 

・第三号議案 第２回収支補正予算（案）承認の件      （理事長 熊木 幸治 君）可決 

・第四号議案 「新入会員認証」（案）承認の件 （レディーｇｏ！ｇｏ！拡大委員会）取り下げ 

 

 

第３回 臨時理事会 

日時：平成２４年 ７月１７日（月）１８：４５～１９：１０ 

場所：浦安商工会議所会館３階Ａ・Ｂ会議室 

・第一号議案 「新入会員認証」（案）承認の件   （レディーｇｏ！ｇｏ！拡大委員会）可決 



・第二号議案 ７月第一例会「第２回通常総会」修正計画並びに修正予算（案）承認の件 

（公益運営確立総務委員会）可決 

 

 

第９回 定例理事会 

日時：平成２４年 ８月 ６日（月）１９：３０～２３：３０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第一号議案 ６月第一例会「元気経営！成功の秘訣～ビジネスモデル・イノベーションを 

起こせ！～ 開催報告並びに決算（案）承認の件 

（イノベーション研修委員会）可決 

・第二号議案 「新入会員認証」（案）承認の件   （レディーｇｏ！ｇｏ！拡大委員会） 可決 

・第三号議案 ９月第一例会「イノベーションを起こした女性たち ～女性の力が地域を変えた～」 

                             開催計画並びに予算（案）について 

（イノベーション研修委員会） 取り下げ 

・第四号議案 平成２４年度浦安市協働事業提案制度応募（案）承認の件  

（理事長 熊木 幸治 君）可決 

 

 

第４回 臨時理事会 

日時：平成２４年 ８月２０日（月）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 ９月第一例会 イノベーションを起こした女性たち ～女性の力が地域を変える～  

                                                    開催計画並びに決算（案）承認の件 

（イノベーション研修委員会）可決 

 

 

第１０回 定例理事会  

日時：平成２４年 ９月１０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 ７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 

（公益運営確立総務委員会）可決 

・第二号議案 １０月第一例会 うらやすまちづくりサポーターズ企画事業 開催計画並びに予算

（案）について決算に関する件            

                         （次代を 切り拓くまちづくり委員会)可決 

・第三号議案 １１月第一例会「第３回通常総会」開催場所、日程（案）承認の件 

                              (公益運営確立総務委員会)可決 

・第四号議案 ２０１３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 

 （選挙管理委員会）可決 

・第五号議案 ２０１３年度 事業方針（案）並びに事業計画（案）承認の件      

（理事長 熊木 幸治 君）取り下げ 

 

 

第１１回 定例理事会  



日時：平成２４年１０月 ９日（火）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 ８月第一例会「親子のキセキ ～みつめ愛、OMOIYARI～」開催報告並びに 

決算（案）承認の件 

（親と子の輝く未来創造委員会）可決 

・第二号議案 １０月第一例会うらやすまちづくりサポーターズ企画事業修正計画並びに 

修正予算（案）承認の件 

                         （次代を 切り拓くまちづくり委員会)可決 

・第三号議案 １１月第一例会「第３回通常総会」開催計画並びに予算（案）承認の件 

                              (公益運営確立総務委員会)可決 

・第四号議案 ２０１３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 

（選挙管管理委員会）可決 

・第五号議案 ２０１３年度 事業方針（案）並びに事業計画（案）承認の件 

                     (理事長 熊木 幸治 君)取り下げ 

・第六号議案 ２０１３年度 基本方針（案）並びに事業計画（案）承認の件 

                             （理事長 熊木 幸治 君）可決 

・第七号議案 ２０１３年度 役員（案）並びに組織図（案）承認の件    

（理事長 熊木 幸治 君）取り下げ 

 

 

第１２回 定例理事会（合同） 

日時：平成２４年１１月 ５日（月）１９：３０～２６：４０ 

場所：浦安商工会議所会館３階Ｂ会議室 

・第一号議案 ９月第一例会「イノベーションを起こした女性たち ～女性力が地域を変える～」 

開催報告並びに決算（案）承認の件決算（案）承認の件 

（イノベーション研修委員会）可決 

・第二号議案 「新入会員認証」（案）承認の件   （レディーｇｏ！ｇｏ！拡大委員会） 可決 

・第三号議案  第３回収支補正予算(案)承認の件        (理事長 熊木 幸治 君)可決 

・第四号議案 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 

（アグレッシブ交流委員会）可決 

・第五号議案 定款変更（案）承認の件            (理事長 熊木 幸治 君)可決 

・第六号議案 会員資格規則変更（案）承認の件       （公益運営確立総務委員会）可決 

・第七号議案 役員選任の方法に関する規則変更（案）承認の件（公益運営確立総務委員会）可決 

・第八号議案 運営規定変更（案）承認の件         （公益運営確立総務委員会）可決 

・第九号議案 庶務規程変更（案）承認の件         （公益運営確立総務委員会）可決 

・第十号議案 ２０１３年度収支予算（案）承認の件     （理事長 熊木 幸治 君）可決 

・第十一号議案 ２０１３年度例会スケジュール（案）承認の件（理事長 熊木 幸治 君）可決 

・議案追加の緊急動議                    （理事長 熊木 幸治 君）可決 

・第十二号議案 ２０１３年度 役員（案）並びに組織図（案）承認の件    

（理事長 熊木 幸治 君）可決 

・第十三号議案 ２０１３年度職務分掌（案）承認の件     (理事長 熊木 幸治 君)可決 

・第十四号議案 ２０１３年度委員会方針（案）並びに事業計画（案）承認の件 

 (理事長 熊木 幸治 君)取り下げ 



・第十五号議案 ２０１３年度 １月第一例会「感謝状贈呈式」開催日程・開催会場（案） 

承認の件  (理事長 熊木 幸治 君)可決 

 

 

第５回 臨時理事会 

日時：平成２４年１１月 ８日（木）１９：３０～２５：２０ 

場所：株式会社フクシン 会議室 

・第一号議案 ２０１３年度「総務系委員会事業方針(案)並びに事業計画(案)」承認の件 

（理事長 熊木 幸治 君）可決 

・第二号議案 ２０１３年度「拡大広報系委員会事業方針(案)並びに事業計画(案)」承認の件 

 (理事長 熊木 幸治 君)可決 

・第三号議案 ２０１３年度「交流系委員会事業方針(案)並びに事業計画(案)」承認の件 

(理事長 熊木 幸治 君)可決 

・第四号議案 ２０１３年度「研修系委員会事業方針(案)並びに事業計画(案)」承認の件 

（理事長 熊木 幸治 君）取り下げ 

・第五号議案 ２０１３年度「地域活性化系委員会事業方針(案)並びに事業計画(案)」承認の件           

(理事長 熊木 幸治 君)取り下げ 

・第六号議案 ２０１３年度「政策提言系委員会事業方針(案)並びに事業計画(案)」承認の件  

(理事長 熊木 幸治 君)可決 

・第七号議案 ２０１３年度「審査会議運営指針(案)」承認の件 (理事長 熊木 幸治 君)可決 

 

 

第６回 臨時理事会 

日時：平成２４年１１月１４日（水）１８：４５～１９：００ 

場所：浦安商工会議所会館３階Ａ・Ｂ会議室 

・第一号議案 ２０１３年度「利他の心醸成委員会事業方針(案)並びに事業計画(案)」承認の件 

（理事長 熊木 幸治 君）可決 

・第二号議案 ２０１３年度「Ｌｏｖｅ Ｔｏｗｎうらやす委員会事業方針(案)並びに事業計画

(案)」承認の件 

(理事長 熊木 幸治 君)可決 

 

 

第１３回 定例理事会  

日時：平成２４年１２月１２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 ５月その他事業「集え！うらやすまちづくりサポーターズ～キックオフ 

ミーティング～」開催報告並びに決算（案）承認の件決算（案）承認の件 

（次代を切り拓くまちづくり委員会）取り下げ 

・第二号議案 １１月第一例会「第３回通常総会」開催報告並びに決算（案）承認の件 

                              （公益運営確立総務委員会)可決 

・第三号議案 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 

                            (アグレッシブ交流委員会)取り下げ 

・第四号議案 「新入会員認証」（案）承認の件       （理事長 熊木 幸治 君）可決 



・第五号議案 ２０１２年度「会員褒賞」（案）承認の件  (理事長 熊木 幸治 君)取り下げ 

・第六号議案 ２０１３年度１月第一例会「感謝状贈呈式」開催計画並びに予算（案）承認の件 

                             （理事長 熊木 幸治 君）可決 

 

 

第７回 臨時理事会 

日時：平成２４年１２月２０日（木）１９：３０～２１：００ 

場所：豊居酔 

・第一号議案 ５月その他事業「集え！うらやすまちづくりサポーターズ」～キックオフ 

ミーティング～開催報告並びに決算（案）承認の件 

（次代を切り拓くまちづくり委員会）可決 

・第二号議案 その他事業「集え！うらやすまちづくりサポーターズ」ミーティング開催報告並び

に決算（案）承認の件 

        (次代を切り拓くまちづくり委員会)可決 

・第三号議案 １０月第一例会 うらやすまちづくりサポーターズ企画事業開催報告並びに 

決算（案）承認の件 

                          （次代を切り拓くまちづくり委員会)可決 

・第四号議案 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 

                            (アグレッシブ交流委員会)取り下げ 

・第五号議案 ２０１２年度「会員褒賞」（案）承認の件    (理事長 熊木 幸治 君)可決 

 

 

第８回 臨時理事会 

日時：平成２４年１２月２８日（金）２０：００～２０：４０ 

場所：浦安商工会議所会館４階Ｂ会議室 

・第一号議案 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 

（アグレッシブ交流委員会）可決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


