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【55周年を迎えて】
　本年度、公益社団法人こだま青年会議所は55周年という、記念す
べき年を迎えます。
1969年に本庄青年会議所として設立し、時代に合わせて名称の変更
や法人格の選択などの変遷を遂げて参りました。本年を迎えられた
のは、これまで多くの先輩諸兄姉がバトンを繋いできて下さったお
かげと感謝申し上げます。私自身もひとりのバトン走者として、次
世代へより良い状態で繋いで参ります。
　近年は予期せぬことばかり起き、昨年は戦争が起こったことで世
界に大きな影響を与えています。時代の移り変わりも激しく、自身
の生活もままならない状況ながら、青年会議所は変わらず「明るい豊
かなまちづくり」を続けています。その姿勢を目の当たりにすること
で、時代に合わせた縮小より、さらに前向きに運動を続けていかな
いといけないと強く感じました。
　持続可能な体制を築き、60周年をより良い状態で迎えため、55周
年となる本年の所信を掲げます。

【これまでの感謝と未来に向けて】
　本年度55周年を向かえるにあたり、周年を記念する場が必要です。
その場では、これまで連綿とバトンを繋いで下さった感謝、地域に
おいて応援して下さった感謝と共に、60周年に向け積極的な運動姿
勢を示す必要があります。その積極的な姿を見て頂き、これなら安
心だ、今後も地域になくてはならない、応援していこうと感じるお
披露目の機会とします。
　さらに「こだま未来計策」を体現する記念事業も必要です。それは
単に締めくくりではなく、新たな60周年に向けた財産とします。財
産とは、地域に新たな価値観をもたらしながらも、夢として継続的
に行えるものと捉えます。具体的な夢として、こだま地域に縁のあ
るスポーツが、オリンピックでのメダル獲得やプロ化と見据えます。
地域住民にとってはそのスポーツの発展・成長が自身の夢にもなる
よう、初年度はその応援体制の確立を目標とします。ここで描く夢は、
いずれ地域の文化へと昇華し、今後も長く愛されるものになると確
信します。

【発展と成長の機会の提供】
　近年は会員減少により、役職付きメンバーに負荷が掛かっていました。
その姿を見ている他のメンバーは、負担の多い役に就くことを不安に
感じます。会員減少に加え、役職に就くことを不安視する負の連鎖と
もいえる状況に、60周年を迎えることができるか危機感を抱きました。
　JCI Missionでは、「社会により良い変化をもたらすための発展と成
長の機会を提供する」とあります。いくら会員が増えても、役に就く
ことを躊躇っては、成長に繋がる機会を逃してしまいます。私自身、
委員長職を真剣に経験することで、地域貢献や青年会議所の必要性
を痛感し、より積極的になれました。
　本年度は役職付き会員の負担を分散する施策を講じつつも、まずは自
身が事業構築という産みの苦しみの中からも楽しむ姿を見てもらい、ボ
トムアップを図ります。さらに入会歴が浅いメンバーには、会の仕組や
意義は出席すれば自然と理解できる、というスタンスではなく、積極的
かつ丁寧なサポートが必要です。サポートの結果、次年度で積極的に役
職に就くメンバーが出るという、好循環が産まれると確信します。

【魅力ある団体としての発信】
　青年会議所の魅力は、友情や仲間づくりと評されることがあります。
私自身もそう思い、仕事だけでは出会えない仲間ができました。ただ、
入会検討者には、社会で必須となる事柄に、いち早く触れることの
できる団体だ、ともお伝えしたいです。
　私はコロナ禍以降社会で必須となった、オンライン会議を初体験
したこと、SDGsという言葉を初めて知ったのは青年会議所で、大変
貴重な機会でした。
　全国の同じ立場にあるjayceeが、どうにか移り変わる社会を生き
抜こうと必死になっているからこそ、いち早く経験し、それを他
LOMへ伝播している結果です。この社会で必須となる事柄を一歩先
に知れることは、青年経済人にとって大変貴重です。
　さらに、いつか経験できるではなく事業として行うことで、積極
的に成長・研鑽につなげる姿勢を取ります。社会課題の解決につな
がる事業を行うことは、青年会議所の評価や価値も上がり、会員の
在籍理由にもつながると確信します。

【持続可能な会員数】
　役職の負担分散や、成長の機会を求めるだけでは、会は持続可能
にはなりません。一年を通して事業を行い、地域やヒトに対して良
い影響を与え続けるには、やはり会員数が必要です。私は理事が例

年約20名であることを鑑み、持続可能な会員数は40名以上と感じます。
　近年の40名を下回ってスタートする会員数は、会存続の危機感を
覚えます。40歳で卒業を迎える、平均年齢の若い会員で構成される
青年会議所こその魅力が多くあります。入会検討者には、私自身が
まずは率先して魅力を伝え、さらに会員全員で同じ魅力を語る必要
があります。それには、会の魅力や54年に亘る地域への貢献や功績が、
分かりやすく説明できる資料と、動画も活用し魅力を伝えます。結
果56年度には45名スタートが切れるよう、会員拡大を図ります。

【社会で必要とされる力を育む教育】
　企業や行政等ではDX化が求められ、その上で欠かせないデジタル
人材と呼ばれる学生は、奪い合いが起きています。デジタル社会では
場所や時間、就業形態に囚われない働き方が可能です。ITの技術は、
長時間労働や休日出勤の削減、フリーランスの選択、育児中の女性活
躍の推進等にもつながります。学校教育でもその流れは起き、プログ
ラミングが義務教育化されるなどデジタル化が進んでいます。
　様々な社会問題のなかで、課題解決のひとつがデジタル人材の育成
であると確信します。その育成に社会も動いていますが、任せきりで
よいとは感じません。地域の青少年教育に長く関わってきた我々は、
未来を見据えた人材育成も担っていると自負します。そこで、この地
域からデジタル人材を輩出するための、仕事の魅力や予備知識、関連
する職業を知ってもらい、なりたい職業となる働きかけを行います。
　結果、職業選択の幅を広げ、将来的には地域での起業、都市部で
就業し地元でリモートワークという形態につなげたい想いがありま
す。地域での起業や就業が進むことで、男女問わない多様な働き方
と活躍の推進にもつながると確信します。学びと気づきの機会の提
供を図り、この地域から社会で必要とされる「人財」を育成するきっ
かけとします。

【子育て世代の集まる持続可能な地域へ】
　こだま地域は高速道路や、在来線、新幹線へのアクセスが整い、地盤も
強固で緑も広がる住みやすい街といえます。本庄道路の第二期区間の事業
化が決定するなど、交通の利便性向上が図られる施策もあります。地域の
現状は、より子育て世代を呼び込めるポテンシャルを持っていると感じます。
　さらに我々青年会議所は、地域に様々な団体があるなかでも子育
て世代の多い、または子育て世代になりうる年齢の会員が在籍して
いる団体です。この年齢構成の団体だからこそ、子どもたちのため
地域の未来のため、柔軟に発想し提案していくことは重要です。

そのポテンシャルを持ったこだま地域を広く知って頂くため、地域
で人口増につなげたい想いがあります。それには実績を上げている
地域も参考にした仕掛けや施策が必要であり、それを提案するのは
我々青年会議所以外にないと考えます。
　子育て世代が増加し続けることは、持続可能な地域になるためにとて
も大事な要素です。60周年までにこだま地域1市3町いずれかが、全国で
も有数の住みよさと証明されることを目指した、施策の披露を行います。

【会議体としての多様性】
　コロナウイルス感染拡大以降、青年会議所でもオンライン会議は
一般的となりました。アフターコロナでも、コロナ禍以前に回帰す
ることはないと言われ、リモートワークが定着する見通しです。私
自身理事になりたては、常に対面で長時間な理事会が、いつかリモー
ト開催になってほしいと夢見ました。いまやそれは現実となり、利
便性の代わりに、聞き取りやすさや想いを伝えることの難しさが浮
かび上がり、対面の重要性も増しています。リモートでも変わらな
い聞き取りやすさ、表情の見える設営とすることで、どの立場でも
役職に就くことのできる環境を整備します。さらに、理事メンバー
以外でも理事会を視聴できることや、時代に即したその他試みを行
うことで、多くのメンバーにとって発展と成長の機会とします。

【結びに】
　こだま青年会議所は、地域の明るい豊かなまちづくりのため、な
くてはならない団体であると確信します。だからこそ60周年、65周
年と連綿と紡いでいける団体である必要があります。本年度は持続
可能な団体へのさらなる一歩の年になるよう、精進して参ります。
どうぞよろしくお願い致します。
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【公益社団法人 日本青年会議所】
Drive　our　dreams

日本の魅力で世界を席巻しよう

【関東地区協議会】
かかわりとつながりが織り成す

無限の可能性に満ちた関東地区の創造

【埼玉ブロック協議会】
「今が未来を変えていく」

～彩が織りなす心躍る埼玉の創造～
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1969 年6 月15 日 本庄青年会議所として設立　
1992 年（社）こだま青年会議所へ
2012年（ 公社）こだま青年会議所へ　
31名 OB 400 余名

【55周年を迎えて】
　本年度、公益社団法人こだま青年会議所は55周年という、記念す
べき年を迎えます。
1969年に本庄青年会議所として設立し、時代に合わせて名称の変更
や法人格の選択などの変遷を遂げて参りました。本年を迎えられた
のは、これまで多くの先輩諸兄姉がバトンを繋いできて下さったお
かげと感謝申し上げます。私自身もひとりのバトン走者として、次
世代へより良い状態で繋いで参ります。
　近年は予期せぬことばかり起き、昨年は戦争が起こったことで世
界に大きな影響を与えています。時代の移り変わりも激しく、自身
の生活もままならない状況ながら、青年会議所は変わらず「明るい豊
かなまちづくり」を続けています。その姿勢を目の当たりにすること
で、時代に合わせた縮小より、さらに前向きに運動を続けていかな
いといけないと強く感じました。
　持続可能な体制を築き、60周年をより良い状態で迎えため、55周
年となる本年の所信を掲げます。

【これまでの感謝と未来に向けて】
　本年度55周年を向かえるにあたり、周年を記念する場が必要です。
その場では、これまで連綿とバトンを繋いで下さった感謝、地域に
おいて応援して下さった感謝と共に、60周年に向け積極的な運動姿
勢を示す必要があります。その積極的な姿を見て頂き、これなら安
心だ、今後も地域になくてはならない、応援していこうと感じるお
披露目の機会とします。
　さらに「こだま未来計策」を体現する記念事業も必要です。それは
単に締めくくりではなく、新たな60周年に向けた財産とします。財
産とは、地域に新たな価値観をもたらしながらも、夢として継続的
に行えるものと捉えます。具体的な夢として、こだま地域に縁のあ
るスポーツが、オリンピックでのメダル獲得やプロ化と見据えます。
地域住民にとってはそのスポーツの発展・成長が自身の夢にもなる
よう、初年度はその応援体制の確立を目標とします。ここで描く夢は、
いずれ地域の文化へと昇華し、今後も長く愛されるものになると確
信します。

【発展と成長の機会の提供】
　近年は会員減少により、役職付きメンバーに負荷が掛かっていました。
その姿を見ている他のメンバーは、負担の多い役に就くことを不安に
感じます。会員減少に加え、役職に就くことを不安視する負の連鎖と
もいえる状況に、60周年を迎えることができるか危機感を抱きました。
　JCI Missionでは、「社会により良い変化をもたらすための発展と成
長の機会を提供する」とあります。いくら会員が増えても、役に就く
ことを躊躇っては、成長に繋がる機会を逃してしまいます。私自身、
委員長職を真剣に経験することで、地域貢献や青年会議所の必要性
を痛感し、より積極的になれました。
　本年度は役職付き会員の負担を分散する施策を講じつつも、まずは自
身が事業構築という産みの苦しみの中からも楽しむ姿を見てもらい、ボ
トムアップを図ります。さらに入会歴が浅いメンバーには、会の仕組や
意義は出席すれば自然と理解できる、というスタンスではなく、積極的
かつ丁寧なサポートが必要です。サポートの結果、次年度で積極的に役
職に就くメンバーが出るという、好循環が産まれると確信します。

【魅力ある団体としての発信】
　青年会議所の魅力は、友情や仲間づくりと評されることがあります。
私自身もそう思い、仕事だけでは出会えない仲間ができました。ただ、
入会検討者には、社会で必須となる事柄に、いち早く触れることの
できる団体だ、ともお伝えしたいです。
　私はコロナ禍以降社会で必須となった、オンライン会議を初体験
したこと、SDGsという言葉を初めて知ったのは青年会議所で、大変
貴重な機会でした。
　全国の同じ立場にあるjayceeが、どうにか移り変わる社会を生き
抜こうと必死になっているからこそ、いち早く経験し、それを他
LOMへ伝播している結果です。この社会で必須となる事柄を一歩先
に知れることは、青年経済人にとって大変貴重です。
　さらに、いつか経験できるではなく事業として行うことで、積極
的に成長・研鑽につなげる姿勢を取ります。社会課題の解決につな
がる事業を行うことは、青年会議所の評価や価値も上がり、会員の
在籍理由にもつながると確信します。

【持続可能な会員数】
　役職の負担分散や、成長の機会を求めるだけでは、会は持続可能
にはなりません。一年を通して事業を行い、地域やヒトに対して良
い影響を与え続けるには、やはり会員数が必要です。私は理事が例

年約20名であることを鑑み、持続可能な会員数は40名以上と感じます。
　近年の40名を下回ってスタートする会員数は、会存続の危機感を
覚えます。40歳で卒業を迎える、平均年齢の若い会員で構成される
青年会議所こその魅力が多くあります。入会検討者には、私自身が
まずは率先して魅力を伝え、さらに会員全員で同じ魅力を語る必要
があります。それには、会の魅力や54年に亘る地域への貢献や功績が、
分かりやすく説明できる資料と、動画も活用し魅力を伝えます。結
果56年度には45名スタートが切れるよう、会員拡大を図ります。

【社会で必要とされる力を育む教育】
　企業や行政等ではDX化が求められ、その上で欠かせないデジタル
人材と呼ばれる学生は、奪い合いが起きています。デジタル社会では
場所や時間、就業形態に囚われない働き方が可能です。ITの技術は、
長時間労働や休日出勤の削減、フリーランスの選択、育児中の女性活
躍の推進等にもつながります。学校教育でもその流れは起き、プログ
ラミングが義務教育化されるなどデジタル化が進んでいます。
　様々な社会問題のなかで、課題解決のひとつがデジタル人材の育成
であると確信します。その育成に社会も動いていますが、任せきりで
よいとは感じません。地域の青少年教育に長く関わってきた我々は、
未来を見据えた人材育成も担っていると自負します。そこで、この地
域からデジタル人材を輩出するための、仕事の魅力や予備知識、関連
する職業を知ってもらい、なりたい職業となる働きかけを行います。
　結果、職業選択の幅を広げ、将来的には地域での起業、都市部で
就業し地元でリモートワークという形態につなげたい想いがありま
す。地域での起業や就業が進むことで、男女問わない多様な働き方
と活躍の推進にもつながると確信します。学びと気づきの機会の提
供を図り、この地域から社会で必要とされる「人財」を育成するきっ
かけとします。

【子育て世代の集まる持続可能な地域へ】
　こだま地域は高速道路や、在来線、新幹線へのアクセスが整い、地盤も
強固で緑も広がる住みやすい街といえます。本庄道路の第二期区間の事業
化が決定するなど、交通の利便性向上が図られる施策もあります。地域の
現状は、より子育て世代を呼び込めるポテンシャルを持っていると感じます。
　さらに我々青年会議所は、地域に様々な団体があるなかでも子育
て世代の多い、または子育て世代になりうる年齢の会員が在籍して
いる団体です。この年齢構成の団体だからこそ、子どもたちのため
地域の未来のため、柔軟に発想し提案していくことは重要です。

そのポテンシャルを持ったこだま地域を広く知って頂くため、地域
で人口増につなげたい想いがあります。それには実績を上げている
地域も参考にした仕掛けや施策が必要であり、それを提案するのは
我々青年会議所以外にないと考えます。
　子育て世代が増加し続けることは、持続可能な地域になるためにとて
も大事な要素です。60周年までにこだま地域1市3町いずれかが、全国で
も有数の住みよさと証明されることを目指した、施策の披露を行います。

【会議体としての多様性】
　コロナウイルス感染拡大以降、青年会議所でもオンライン会議は
一般的となりました。アフターコロナでも、コロナ禍以前に回帰す
ることはないと言われ、リモートワークが定着する見通しです。私
自身理事になりたては、常に対面で長時間な理事会が、いつかリモー
ト開催になってほしいと夢見ました。いまやそれは現実となり、利
便性の代わりに、聞き取りやすさや想いを伝えることの難しさが浮
かび上がり、対面の重要性も増しています。リモートでも変わらな
い聞き取りやすさ、表情の見える設営とすることで、どの立場でも
役職に就くことのできる環境を整備します。さらに、理事メンバー
以外でも理事会を視聴できることや、時代に即したその他試みを行
うことで、多くのメンバーにとって発展と成長の機会とします。

【結びに】
　こだま青年会議所は、地域の明るい豊かなまちづくりのため、な
くてはならない団体であると確信します。だからこそ60周年、65周
年と連綿と紡いでいける団体である必要があります。本年度は持続
可能な団体へのさらなる一歩の年になるよう、精進して参ります。
どうぞよろしくお願い致します。
　

基本理念
地域の明るい豊かなまちづくりをこれからも

　
基本方針

60周年に向けた会の発展
ワクワク成長できる機会の提供
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～持続可能な団体に、さらに一歩前へ～
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【55周年を迎えて】
　本年度、公益社団法人こだま青年会議所は55周年という、記念す
べき年を迎えます。
1969年に本庄青年会議所として設立し、時代に合わせて名称の変更
や法人格の選択などの変遷を遂げて参りました。本年を迎えられた
のは、これまで多くの先輩諸兄姉がバトンを繋いできて下さったお
かげと感謝申し上げます。私自身もひとりのバトン走者として、次
世代へより良い状態で繋いで参ります。
　近年は予期せぬことばかり起き、昨年は戦争が起こったことで世
界に大きな影響を与えています。時代の移り変わりも激しく、自身
の生活もままならない状況ながら、青年会議所は変わらず「明るい豊
かなまちづくり」を続けています。その姿勢を目の当たりにすること
で、時代に合わせた縮小より、さらに前向きに運動を続けていかな
いといけないと強く感じました。
　持続可能な体制を築き、60周年をより良い状態で迎えため、55周
年となる本年の所信を掲げます。

【これまでの感謝と未来に向けて】
　本年度55周年を向かえるにあたり、周年を記念する場が必要です。
その場では、これまで連綿とバトンを繋いで下さった感謝、地域に
おいて応援して下さった感謝と共に、60周年に向け積極的な運動姿
勢を示す必要があります。その積極的な姿を見て頂き、これなら安
心だ、今後も地域になくてはならない、応援していこうと感じるお
披露目の機会とします。
　さらに「こだま未来計策」を体現する記念事業も必要です。それは
単に締めくくりではなく、新たな60周年に向けた財産とします。財
産とは、地域に新たな価値観をもたらしながらも、夢として継続的
に行えるものと捉えます。具体的な夢として、こだま地域に縁のあ
るスポーツが、オリンピックでのメダル獲得やプロ化と見据えます。
地域住民にとってはそのスポーツの発展・成長が自身の夢にもなる
よう、初年度はその応援体制の確立を目標とします。ここで描く夢は、
いずれ地域の文化へと昇華し、今後も長く愛されるものになると確
信します。

【発展と成長の機会の提供】
　近年は会員減少により、役職付きメンバーに負荷が掛かっていました。
その姿を見ている他のメンバーは、負担の多い役に就くことを不安に
感じます。会員減少に加え、役職に就くことを不安視する負の連鎖と
もいえる状況に、60周年を迎えることができるか危機感を抱きました。
　JCI Missionでは、「社会により良い変化をもたらすための発展と成
長の機会を提供する」とあります。いくら会員が増えても、役に就く
ことを躊躇っては、成長に繋がる機会を逃してしまいます。私自身、
委員長職を真剣に経験することで、地域貢献や青年会議所の必要性
を痛感し、より積極的になれました。
　本年度は役職付き会員の負担を分散する施策を講じつつも、まずは自
身が事業構築という産みの苦しみの中からも楽しむ姿を見てもらい、ボ
トムアップを図ります。さらに入会歴が浅いメンバーには、会の仕組や
意義は出席すれば自然と理解できる、というスタンスではなく、積極的
かつ丁寧なサポートが必要です。サポートの結果、次年度で積極的に役
職に就くメンバーが出るという、好循環が産まれると確信します。

【魅力ある団体としての発信】
　青年会議所の魅力は、友情や仲間づくりと評されることがあります。
私自身もそう思い、仕事だけでは出会えない仲間ができました。ただ、
入会検討者には、社会で必須となる事柄に、いち早く触れることの
できる団体だ、ともお伝えしたいです。
　私はコロナ禍以降社会で必須となった、オンライン会議を初体験
したこと、SDGsという言葉を初めて知ったのは青年会議所で、大変
貴重な機会でした。
　全国の同じ立場にあるjayceeが、どうにか移り変わる社会を生き
抜こうと必死になっているからこそ、いち早く経験し、それを他
LOMへ伝播している結果です。この社会で必須となる事柄を一歩先
に知れることは、青年経済人にとって大変貴重です。
　さらに、いつか経験できるではなく事業として行うことで、積極
的に成長・研鑽につなげる姿勢を取ります。社会課題の解決につな
がる事業を行うことは、青年会議所の評価や価値も上がり、会員の
在籍理由にもつながると確信します。

【持続可能な会員数】
　役職の負担分散や、成長の機会を求めるだけでは、会は持続可能
にはなりません。一年を通して事業を行い、地域やヒトに対して良
い影響を与え続けるには、やはり会員数が必要です。私は理事が例

年約20名であることを鑑み、持続可能な会員数は40名以上と感じます。
　近年の40名を下回ってスタートする会員数は、会存続の危機感を
覚えます。40歳で卒業を迎える、平均年齢の若い会員で構成される
青年会議所こその魅力が多くあります。入会検討者には、私自身が
まずは率先して魅力を伝え、さらに会員全員で同じ魅力を語る必要
があります。それには、会の魅力や54年に亘る地域への貢献や功績が、
分かりやすく説明できる資料と、動画も活用し魅力を伝えます。結
果56年度には45名スタートが切れるよう、会員拡大を図ります。

【社会で必要とされる力を育む教育】
　企業や行政等ではDX化が求められ、その上で欠かせないデジタル
人材と呼ばれる学生は、奪い合いが起きています。デジタル社会では
場所や時間、就業形態に囚われない働き方が可能です。ITの技術は、
長時間労働や休日出勤の削減、フリーランスの選択、育児中の女性活
躍の推進等にもつながります。学校教育でもその流れは起き、プログ
ラミングが義務教育化されるなどデジタル化が進んでいます。
　様々な社会問題のなかで、課題解決のひとつがデジタル人材の育成
であると確信します。その育成に社会も動いていますが、任せきりで
よいとは感じません。地域の青少年教育に長く関わってきた我々は、
未来を見据えた人材育成も担っていると自負します。そこで、この地
域からデジタル人材を輩出するための、仕事の魅力や予備知識、関連
する職業を知ってもらい、なりたい職業となる働きかけを行います。
　結果、職業選択の幅を広げ、将来的には地域での起業、都市部で
就業し地元でリモートワークという形態につなげたい想いがありま
す。地域での起業や就業が進むことで、男女問わない多様な働き方
と活躍の推進にもつながると確信します。学びと気づきの機会の提
供を図り、この地域から社会で必要とされる「人財」を育成するきっ
かけとします。

【子育て世代の集まる持続可能な地域へ】
　こだま地域は高速道路や、在来線、新幹線へのアクセスが整い、地盤も
強固で緑も広がる住みやすい街といえます。本庄道路の第二期区間の事業
化が決定するなど、交通の利便性向上が図られる施策もあります。地域の
現状は、より子育て世代を呼び込めるポテンシャルを持っていると感じます。
　さらに我々青年会議所は、地域に様々な団体があるなかでも子育
て世代の多い、または子育て世代になりうる年齢の会員が在籍して
いる団体です。この年齢構成の団体だからこそ、子どもたちのため
地域の未来のため、柔軟に発想し提案していくことは重要です。

そのポテンシャルを持ったこだま地域を広く知って頂くため、地域
で人口増につなげたい想いがあります。それには実績を上げている
地域も参考にした仕掛けや施策が必要であり、それを提案するのは
我々青年会議所以外にないと考えます。
　子育て世代が増加し続けることは、持続可能な地域になるためにとて
も大事な要素です。60周年までにこだま地域1市3町いずれかが、全国で
も有数の住みよさと証明されることを目指した、施策の披露を行います。

【会議体としての多様性】
　コロナウイルス感染拡大以降、青年会議所でもオンライン会議は
一般的となりました。アフターコロナでも、コロナ禍以前に回帰す
ることはないと言われ、リモートワークが定着する見通しです。私
自身理事になりたては、常に対面で長時間な理事会が、いつかリモー
ト開催になってほしいと夢見ました。いまやそれは現実となり、利
便性の代わりに、聞き取りやすさや想いを伝えることの難しさが浮
かび上がり、対面の重要性も増しています。リモートでも変わらな
い聞き取りやすさ、表情の見える設営とすることで、どの立場でも
役職に就くことのできる環境を整備します。さらに、理事メンバー
以外でも理事会を視聴できることや、時代に即したその他試みを行
うことで、多くのメンバーにとって発展と成長の機会とします。

【結びに】
　こだま青年会議所は、地域の明るい豊かなまちづくりのため、な
くてはならない団体であると確信します。だからこそ60周年、65周
年と連綿と紡いでいける団体である必要があります。本年度は持続
可能な団体へのさらなる一歩の年になるよう、精進して参ります。
どうぞよろしくお願い致します。
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温 井 康 宏

柴 﨑 　 篤
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JAYCEEと市民で築こう豊かな本庄
豊かな心 厳しい自覚 築こうアジアの連帯感
市民憲章を制定する運動を起そう
団結と友情、英知を傾けて「５周年事業」を
成功させよう
緑と健康の街づくり　クリーンアップ本庄
「責任と自覚」「地域社会に密着した運動」
親として大人としての自覚をもとに教育を考えよう
住みよい郷土を築く為、青年としての義務と権利
を確認し、行政を担う一人になろう
創立10周年記念を会員の総意で成功させよう
活かせ市民の声　つくろう住み良い街づくり
創ろう市民と共に　明るい豊かな街　我が本庄
思い起こせ日本の“心”時代を担え　若い力
“創ろう”市民として Jayceeとして
豊かな郷土の未来（あした）
新しい豊かさを求めて15年の英知と青年としての
情熱を結集して21世紀のJC,地域を創造しよう
若さで創ろう地域の時代　若い力が未来をひらく
若き日の挑戦　すすめ21世紀へ
SWEAT and TEARS（行動から感動へ）
活かそう我が地域（まち）起こせ青年の熱風（かぜ）
研け若い力　起そう地域の活性化
集めよう20年の英知を　創ろう新しいこだまを
みんなで乗ろうぜ夢特急 さあ出発だ こだまの地域へ！
果たせ青年の役割、創ろう我が地域　我が心
めざせ、世界に誇れるまちを　創れ夢あるストーリー
明日（あした）がある　だ・か・ら…今
個人（ひと）・地域（まち）・国（くに）の自立を目指して！
夢見て、燃えて、そして未来（あした）へ！！
描いた夢を大切に　超えよう今を　創ろう未来を
「進めよう　広域合併！」
もっと輝かせよう
ー個性（ひと）・地域（まち）・未来（あした）ー
ー共に感動を創造しようー
感動の輪を広げよう　一人一人の力で！
夢をかたちに ひと・まちづくり
ーステップアップこだまー
今こそ挑戦（チャレンジ）変えよう未来を
変わろう自分から　ーできることからはじめようー

こだまにひびかせよう我々の情熱（おもい）
新しき世のたのもしき人となれ
生かされている自分を活かして
新しいこだまへ今
変革の挑戦者（チャレンジャー）たらん～実践～
信頼こそすべての源なり
「地域の時代、地域が動く！」
～輝け、まちの挑戦者～
我らがやらねば誰がやる
「仁・義・礼・智・信」我らが核となりて公を成す、
この道より、我 活かす道なし！！
熱魂継続　～継続は力なり～
源点回帰
～行動・体験・感動を経て元気あるＪＣを！～
一歩前へ
～地域に必要とされるこだまＪＣであれ～
破壊と創生
～愛する地域のため　家族のために～
忘己利他(もうこりた)　～徳高き者を目指して～
義勇奉公宣言　「こころ」の時代へ舵を切れ
無限の可能性　～己の壁を打ち破れ～
こだまの底力　情熱から生まれる責任と覚悟
義と利の追求 ～凛とした誇り高きこだまJCへ～
未来のために「今を生きる」
～精神一到　何事か成らざらん～

「志」　光輝くこだま地域を目指して
　
時代を築け！　～変化の為の第一歩～
INNOVATION
～とらわれず、恐れず、その先の未来を描く～
喜色矜持
～過ぎ来し方に感謝し前を見て精一杯～
愛・こだまJC
～組織を愛し、そして愛される人材となれ～
考動
不易流行
～持続可能な団体に、さらに一歩前へ～

歴代理事長名簿・歴代スローガン
初代・
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We Believe
That faith in God gives meaning and purpose to human life；
That the brotherhood of man transcends the sovereignty of 
nations；
That economic justice can best be won by free men through 
free enterprise；
That government should be of laws rather than of men；
That earth's great treasure lies in human personality；
and That service to humanity is the best work of life．

１）運動展開
（公社）こだま青年会議所は1969 年（昭和44 年）に本庄青年会議所として創立以来、「明
るい豊かな社会を築き上げる」ために、様々な「まちづくり運動」を展開して参りました。
1986 年（昭和61 年）に「こだま21 計画」を策定し、2001年には「ひびきの郷－こだま創
造計画」を策定、2010 年に「こだま三意心」が策定しました。以降、この運動指針に基
づき青年会議所運動は展開されてきました。

2）策定趣旨（背景）
日々変化する社会の流れをいかに取り込むか、先を読み地域へ還元するべく、先輩諸兄
姉は絶え間なく努力をし運動展開を行うことでこの地域の未来を紡いで頂きました。
先輩諸兄姉に紡いで頂いたこの青年会議所という場所で、自分たちは今、何をしなけれ
ばならないのかと考えた時に目指すべき方向性を指し示し、迷いなき運動展開を行うた
めの標を掲げてあげる必要があると考えます。そのためには熟成された社会に一石を投
じるために、社会構成の根幹である教育、経済、歴史文化、を調査し、より良い未来を
作れる運動指針を策定いたします。

３）運動指針
「こだま未来計策」

我々、公益社団法人こだま青年会議所は、同じ方向を見据えた同士と、
まちづくりを通じて研鑚、研修をし、

沢山の出会いあふれる楽しい街を作り上げます。

【希望を紡ぐ教育】
「強くて」「やさしい」笑顔あふれる人財育成をする。

「主体性、協調性、夢」を持った『希望あふれる人財』を育てるために、創見性のある先
進的な学習環境を研学し創る。
●教育を通じ自らが率先して行動でき当事者意識が芽生える事業を行う。
●他者とのコミュニケーションを図るだけでなく、相手に共感をもってもらえるよう
　な言動や振る舞いができるようになる事業を構築する。
●現実志向になりがちな目標ではなくより大きな夢を持った人間が育つ事業を行う。
●上記を達成するための教育環境を、今までとは違うより未来を見据えた新しい組織
　や枠組み、道具用具などを調査研究し地域へ提供する。

【新たな経済需要の形成】
地域経済の変化を生み出す施策を提言し、こだまの未来を創る。

地域特性を発揮できる未来を見据え、こだま地域の変化を生み続ける政策立案をし
「提言・体現・具現」化させる。
●地域の魅力を特性ととらえ今後の経済情勢を考慮しまだ見ぬ経済環境を作れるよう
　な政策立案をする。
●変化を生む経済環境を創ることで新たな需要を生むための事業を行う。
●上記の内容を1市3町に提言しきっかけとなるような事業を行い、定着に向けた環境
　を創る。

【矜持あふれる文化】
美点を模索し新たな価値観を文化に変える。

語り継げる歴史を作るために、文化の魅力を使い、矜持の気持ちを芽生えさせ、地域
外へ伝搬、定着させる。
●地域に対し自信をもって話ができるような文化を創るために地域の良さを些細なも
　のでも魅力に変える想像力を養う研修や事業を行う。
●積み重ねられる文化の土台を作ることで文化を定着させ歴史に変えていく。
●すでにある有益性を利用し事業に対する伝搬力を高めていく中でも、より多角的に
　事業をとらえより深くまで追求できるような組織作りを行う。

【55周年を迎えて】
　本年度、公益社団法人こだま青年会議所は55周年という、記念す
べき年を迎えます。
1969年に本庄青年会議所として設立し、時代に合わせて名称の変更
や法人格の選択などの変遷を遂げて参りました。本年を迎えられた
のは、これまで多くの先輩諸兄姉がバトンを繋いできて下さったお
かげと感謝申し上げます。私自身もひとりのバトン走者として、次
世代へより良い状態で繋いで参ります。
　近年は予期せぬことばかり起き、昨年は戦争が起こったことで世
界に大きな影響を与えています。時代の移り変わりも激しく、自身
の生活もままならない状況ながら、青年会議所は変わらず「明るい豊
かなまちづくり」を続けています。その姿勢を目の当たりにすること
で、時代に合わせた縮小より、さらに前向きに運動を続けていかな
いといけないと強く感じました。
　持続可能な体制を築き、60周年をより良い状態で迎えため、55周
年となる本年の所信を掲げます。

【これまでの感謝と未来に向けて】
　本年度55周年を向かえるにあたり、周年を記念する場が必要です。
その場では、これまで連綿とバトンを繋いで下さった感謝、地域に
おいて応援して下さった感謝と共に、60周年に向け積極的な運動姿
勢を示す必要があります。その積極的な姿を見て頂き、これなら安
心だ、今後も地域になくてはならない、応援していこうと感じるお
披露目の機会とします。
　さらに「こだま未来計策」を体現する記念事業も必要です。それは
単に締めくくりではなく、新たな60周年に向けた財産とします。財
産とは、地域に新たな価値観をもたらしながらも、夢として継続的
に行えるものと捉えます。具体的な夢として、こだま地域に縁のあ
るスポーツが、オリンピックでのメダル獲得やプロ化と見据えます。
地域住民にとってはそのスポーツの発展・成長が自身の夢にもなる
よう、初年度はその応援体制の確立を目標とします。ここで描く夢は、
いずれ地域の文化へと昇華し、今後も長く愛されるものになると確
信します。

【発展と成長の機会の提供】
　近年は会員減少により、役職付きメンバーに負荷が掛かっていました。
その姿を見ている他のメンバーは、負担の多い役に就くことを不安に
感じます。会員減少に加え、役職に就くことを不安視する負の連鎖と
もいえる状況に、60周年を迎えることができるか危機感を抱きました。
　JCI Missionでは、「社会により良い変化をもたらすための発展と成
長の機会を提供する」とあります。いくら会員が増えても、役に就く
ことを躊躇っては、成長に繋がる機会を逃してしまいます。私自身、
委員長職を真剣に経験することで、地域貢献や青年会議所の必要性
を痛感し、より積極的になれました。
　本年度は役職付き会員の負担を分散する施策を講じつつも、まずは自
身が事業構築という産みの苦しみの中からも楽しむ姿を見てもらい、ボ
トムアップを図ります。さらに入会歴が浅いメンバーには、会の仕組や
意義は出席すれば自然と理解できる、というスタンスではなく、積極的
かつ丁寧なサポートが必要です。サポートの結果、次年度で積極的に役
職に就くメンバーが出るという、好循環が産まれると確信します。

【魅力ある団体としての発信】
　青年会議所の魅力は、友情や仲間づくりと評されることがあります。
私自身もそう思い、仕事だけでは出会えない仲間ができました。ただ、
入会検討者には、社会で必須となる事柄に、いち早く触れることの
できる団体だ、ともお伝えしたいです。
　私はコロナ禍以降社会で必須となった、オンライン会議を初体験
したこと、SDGsという言葉を初めて知ったのは青年会議所で、大変
貴重な機会でした。
　全国の同じ立場にあるjayceeが、どうにか移り変わる社会を生き
抜こうと必死になっているからこそ、いち早く経験し、それを他
LOMへ伝播している結果です。この社会で必須となる事柄を一歩先
に知れることは、青年経済人にとって大変貴重です。
　さらに、いつか経験できるではなく事業として行うことで、積極
的に成長・研鑽につなげる姿勢を取ります。社会課題の解決につな
がる事業を行うことは、青年会議所の評価や価値も上がり、会員の
在籍理由にもつながると確信します。

【持続可能な会員数】
　役職の負担分散や、成長の機会を求めるだけでは、会は持続可能
にはなりません。一年を通して事業を行い、地域やヒトに対して良
い影響を与え続けるには、やはり会員数が必要です。私は理事が例

年約20名であることを鑑み、持続可能な会員数は40名以上と感じます。
　近年の40名を下回ってスタートする会員数は、会存続の危機感を
覚えます。40歳で卒業を迎える、平均年齢の若い会員で構成される
青年会議所こその魅力が多くあります。入会検討者には、私自身が
まずは率先して魅力を伝え、さらに会員全員で同じ魅力を語る必要
があります。それには、会の魅力や54年に亘る地域への貢献や功績が、
分かりやすく説明できる資料と、動画も活用し魅力を伝えます。結
果56年度には45名スタートが切れるよう、会員拡大を図ります。

【社会で必要とされる力を育む教育】
　企業や行政等ではDX化が求められ、その上で欠かせないデジタル
人材と呼ばれる学生は、奪い合いが起きています。デジタル社会では
場所や時間、就業形態に囚われない働き方が可能です。ITの技術は、
長時間労働や休日出勤の削減、フリーランスの選択、育児中の女性活
躍の推進等にもつながります。学校教育でもその流れは起き、プログ
ラミングが義務教育化されるなどデジタル化が進んでいます。
　様々な社会問題のなかで、課題解決のひとつがデジタル人材の育成
であると確信します。その育成に社会も動いていますが、任せきりで
よいとは感じません。地域の青少年教育に長く関わってきた我々は、
未来を見据えた人材育成も担っていると自負します。そこで、この地
域からデジタル人材を輩出するための、仕事の魅力や予備知識、関連
する職業を知ってもらい、なりたい職業となる働きかけを行います。
　結果、職業選択の幅を広げ、将来的には地域での起業、都市部で
就業し地元でリモートワークという形態につなげたい想いがありま
す。地域での起業や就業が進むことで、男女問わない多様な働き方
と活躍の推進にもつながると確信します。学びと気づきの機会の提
供を図り、この地域から社会で必要とされる「人財」を育成するきっ
かけとします。

【子育て世代の集まる持続可能な地域へ】
　こだま地域は高速道路や、在来線、新幹線へのアクセスが整い、地盤も
強固で緑も広がる住みやすい街といえます。本庄道路の第二期区間の事業
化が決定するなど、交通の利便性向上が図られる施策もあります。地域の
現状は、より子育て世代を呼び込めるポテンシャルを持っていると感じます。
　さらに我々青年会議所は、地域に様々な団体があるなかでも子育
て世代の多い、または子育て世代になりうる年齢の会員が在籍して
いる団体です。この年齢構成の団体だからこそ、子どもたちのため
地域の未来のため、柔軟に発想し提案していくことは重要です。

そのポテンシャルを持ったこだま地域を広く知って頂くため、地域
で人口増につなげたい想いがあります。それには実績を上げている
地域も参考にした仕掛けや施策が必要であり、それを提案するのは
我々青年会議所以外にないと考えます。
　子育て世代が増加し続けることは、持続可能な地域になるためにとて
も大事な要素です。60周年までにこだま地域1市3町いずれかが、全国で
も有数の住みよさと証明されることを目指した、施策の披露を行います。

【会議体としての多様性】
　コロナウイルス感染拡大以降、青年会議所でもオンライン会議は
一般的となりました。アフターコロナでも、コロナ禍以前に回帰す
ることはないと言われ、リモートワークが定着する見通しです。私
自身理事になりたては、常に対面で長時間な理事会が、いつかリモー
ト開催になってほしいと夢見ました。いまやそれは現実となり、利
便性の代わりに、聞き取りやすさや想いを伝えることの難しさが浮
かび上がり、対面の重要性も増しています。リモートでも変わらな
い聞き取りやすさ、表情の見える設営とすることで、どの立場でも
役職に就くことのできる環境を整備します。さらに、理事メンバー
以外でも理事会を視聴できることや、時代に即したその他試みを行
うことで、多くのメンバーにとって発展と成長の機会とします。

【結びに】
　こだま青年会議所は、地域の明るい豊かなまちづくりのため、な
くてはならない団体であると確信します。だからこそ60周年、65周
年と連綿と紡いでいける団体である必要があります。本年度は持続
可能な団体へのさらなる一歩の年になるよう、精進して参ります。
どうぞよろしくお願い致します。
　

基本理念
地域の明るい豊かなまちづくりをこれからも

　
基本方針

60周年に向けた会の発展
ワクワク成長できる機会の提供

　
スローガン
不易流行

～持続可能な団体に、さらに一歩前へ～

The Creed of
Junior Chamber International

公益社団法人こだま青年会議所　運動指針

我々はかく信じる
真理は人生に意義と目的を与え

人類の同胞愛は国家による統治を超越し
公正な経済は我々の自由な経済活動に

よってこそ果たされ
政府には人治ではなく法治が必要であり
人間の個性はこの世の至宝であり
人類への奉仕が人生最大の使命である

JCI 綱領

日本の青年会議所は
希望をもたらす変革の起点として
輝く個性が調和する未来を描き
社会の課題を解決することで
持続可能な地域を創ることを誓う

ＪＣ宣言
われわれ Jaycee は
社会的・国家的・国際的な責任を自覚し､
志を同じうする者､ 相集い､ 力を合わせ
青年としての英知と勇気と情熱をもって
明るい豊かな社会を築き上げよう

綱　領

わたしたちは　日本の礎として
あらゆる未来をみつめ

多様性溢れる　仲間と共鳴し
新たな価値の創造により

新時代の旗手となることを誓う

関東地区宣言

To provide leadership development opportunities
that empower young people to create positive change.

JCI MISSION

To be the foremost global network of young leaders.
JCI VISION
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【55周年を迎えて】
　本年度、公益社団法人こだま青年会議所は55周年という、記念す
べき年を迎えます。
1969年に本庄青年会議所として設立し、時代に合わせて名称の変更
や法人格の選択などの変遷を遂げて参りました。本年を迎えられた
のは、これまで多くの先輩諸兄姉がバトンを繋いできて下さったお
かげと感謝申し上げます。私自身もひとりのバトン走者として、次
世代へより良い状態で繋いで参ります。
　近年は予期せぬことばかり起き、昨年は戦争が起こったことで世
界に大きな影響を与えています。時代の移り変わりも激しく、自身
の生活もままならない状況ながら、青年会議所は変わらず「明るい豊
かなまちづくり」を続けています。その姿勢を目の当たりにすること
で、時代に合わせた縮小より、さらに前向きに運動を続けていかな
いといけないと強く感じました。
　持続可能な体制を築き、60周年をより良い状態で迎えため、55周
年となる本年の所信を掲げます。

【これまでの感謝と未来に向けて】
　本年度55周年を向かえるにあたり、周年を記念する場が必要です。
その場では、これまで連綿とバトンを繋いで下さった感謝、地域に
おいて応援して下さった感謝と共に、60周年に向け積極的な運動姿
勢を示す必要があります。その積極的な姿を見て頂き、これなら安
心だ、今後も地域になくてはならない、応援していこうと感じるお
披露目の機会とします。
　さらに「こだま未来計策」を体現する記念事業も必要です。それは
単に締めくくりではなく、新たな60周年に向けた財産とします。財
産とは、地域に新たな価値観をもたらしながらも、夢として継続的
に行えるものと捉えます。具体的な夢として、こだま地域に縁のあ
るスポーツが、オリンピックでのメダル獲得やプロ化と見据えます。
地域住民にとってはそのスポーツの発展・成長が自身の夢にもなる
よう、初年度はその応援体制の確立を目標とします。ここで描く夢は、
いずれ地域の文化へと昇華し、今後も長く愛されるものになると確
信します。

【発展と成長の機会の提供】
　近年は会員減少により、役職付きメンバーに負荷が掛かっていました。
その姿を見ている他のメンバーは、負担の多い役に就くことを不安に
感じます。会員減少に加え、役職に就くことを不安視する負の連鎖と
もいえる状況に、60周年を迎えることができるか危機感を抱きました。
　JCI Missionでは、「社会により良い変化をもたらすための発展と成
長の機会を提供する」とあります。いくら会員が増えても、役に就く
ことを躊躇っては、成長に繋がる機会を逃してしまいます。私自身、
委員長職を真剣に経験することで、地域貢献や青年会議所の必要性
を痛感し、より積極的になれました。
　本年度は役職付き会員の負担を分散する施策を講じつつも、まずは自
身が事業構築という産みの苦しみの中からも楽しむ姿を見てもらい、ボ
トムアップを図ります。さらに入会歴が浅いメンバーには、会の仕組や
意義は出席すれば自然と理解できる、というスタンスではなく、積極的
かつ丁寧なサポートが必要です。サポートの結果、次年度で積極的に役
職に就くメンバーが出るという、好循環が産まれると確信します。

【魅力ある団体としての発信】
　青年会議所の魅力は、友情や仲間づくりと評されることがあります。
私自身もそう思い、仕事だけでは出会えない仲間ができました。ただ、
入会検討者には、社会で必須となる事柄に、いち早く触れることの
できる団体だ、ともお伝えしたいです。
　私はコロナ禍以降社会で必須となった、オンライン会議を初体験
したこと、SDGsという言葉を初めて知ったのは青年会議所で、大変
貴重な機会でした。
　全国の同じ立場にあるjayceeが、どうにか移り変わる社会を生き
抜こうと必死になっているからこそ、いち早く経験し、それを他
LOMへ伝播している結果です。この社会で必須となる事柄を一歩先
に知れることは、青年経済人にとって大変貴重です。
　さらに、いつか経験できるではなく事業として行うことで、積極
的に成長・研鑽につなげる姿勢を取ります。社会課題の解決につな
がる事業を行うことは、青年会議所の評価や価値も上がり、会員の
在籍理由にもつながると確信します。

【持続可能な会員数】
　役職の負担分散や、成長の機会を求めるだけでは、会は持続可能
にはなりません。一年を通して事業を行い、地域やヒトに対して良
い影響を与え続けるには、やはり会員数が必要です。私は理事が例

年約20名であることを鑑み、持続可能な会員数は40名以上と感じます。
　近年の40名を下回ってスタートする会員数は、会存続の危機感を
覚えます。40歳で卒業を迎える、平均年齢の若い会員で構成される
青年会議所こその魅力が多くあります。入会検討者には、私自身が
まずは率先して魅力を伝え、さらに会員全員で同じ魅力を語る必要
があります。それには、会の魅力や54年に亘る地域への貢献や功績が、
分かりやすく説明できる資料と、動画も活用し魅力を伝えます。結
果56年度には45名スタートが切れるよう、会員拡大を図ります。

【社会で必要とされる力を育む教育】
　企業や行政等ではDX化が求められ、その上で欠かせないデジタル
人材と呼ばれる学生は、奪い合いが起きています。デジタル社会では
場所や時間、就業形態に囚われない働き方が可能です。ITの技術は、
長時間労働や休日出勤の削減、フリーランスの選択、育児中の女性活
躍の推進等にもつながります。学校教育でもその流れは起き、プログ
ラミングが義務教育化されるなどデジタル化が進んでいます。
　様々な社会問題のなかで、課題解決のひとつがデジタル人材の育成
であると確信します。その育成に社会も動いていますが、任せきりで
よいとは感じません。地域の青少年教育に長く関わってきた我々は、
未来を見据えた人材育成も担っていると自負します。そこで、この地
域からデジタル人材を輩出するための、仕事の魅力や予備知識、関連
する職業を知ってもらい、なりたい職業となる働きかけを行います。
　結果、職業選択の幅を広げ、将来的には地域での起業、都市部で
就業し地元でリモートワークという形態につなげたい想いがありま
す。地域での起業や就業が進むことで、男女問わない多様な働き方
と活躍の推進にもつながると確信します。学びと気づきの機会の提
供を図り、この地域から社会で必要とされる「人財」を育成するきっ
かけとします。

【子育て世代の集まる持続可能な地域へ】
　こだま地域は高速道路や、在来線、新幹線へのアクセスが整い、地盤も
強固で緑も広がる住みやすい街といえます。本庄道路の第二期区間の事業
化が決定するなど、交通の利便性向上が図られる施策もあります。地域の
現状は、より子育て世代を呼び込めるポテンシャルを持っていると感じます。
　さらに我々青年会議所は、地域に様々な団体があるなかでも子育
て世代の多い、または子育て世代になりうる年齢の会員が在籍して
いる団体です。この年齢構成の団体だからこそ、子どもたちのため
地域の未来のため、柔軟に発想し提案していくことは重要です。

そのポテンシャルを持ったこだま地域を広く知って頂くため、地域
で人口増につなげたい想いがあります。それには実績を上げている
地域も参考にした仕掛けや施策が必要であり、それを提案するのは
我々青年会議所以外にないと考えます。
　子育て世代が増加し続けることは、持続可能な地域になるためにとて
も大事な要素です。60周年までにこだま地域1市3町いずれかが、全国で
も有数の住みよさと証明されることを目指した、施策の披露を行います。

【会議体としての多様性】
　コロナウイルス感染拡大以降、青年会議所でもオンライン会議は
一般的となりました。アフターコロナでも、コロナ禍以前に回帰す
ることはないと言われ、リモートワークが定着する見通しです。私
自身理事になりたては、常に対面で長時間な理事会が、いつかリモー
ト開催になってほしいと夢見ました。いまやそれは現実となり、利
便性の代わりに、聞き取りやすさや想いを伝えることの難しさが浮
かび上がり、対面の重要性も増しています。リモートでも変わらな
い聞き取りやすさ、表情の見える設営とすることで、どの立場でも
役職に就くことのできる環境を整備します。さらに、理事メンバー
以外でも理事会を視聴できることや、時代に即したその他試みを行
うことで、多くのメンバーにとって発展と成長の機会とします。

【結びに】
　こだま青年会議所は、地域の明るい豊かなまちづくりのため、な
くてはならない団体であると確信します。だからこそ60周年、65周
年と連綿と紡いでいける団体である必要があります。本年度は持続
可能な団体へのさらなる一歩の年になるよう、精進して参ります。
どうぞよろしくお願い致します。
　

基本理念
地域の明るい豊かなまちづくりをこれからも

　
基本方針

60周年に向けた会の発展
ワクワク成長できる機会の提供

　
スローガン
不易流行

～持続可能な団体に、さらに一歩前へ～

2023年度理事長所信

理 事 長　八木  雅之
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ト開催になってほしいと夢見ました。いまやそれは現実となり、利
便性の代わりに、聞き取りやすさや想いを伝えることの難しさが浮
かび上がり、対面の重要性も増しています。リモートでも変わらな
い聞き取りやすさ、表情の見える設営とすることで、どの立場でも
役職に就くことのできる環境を整備します。さらに、理事メンバー
以外でも理事会を視聴できることや、時代に即したその他試みを行
うことで、多くのメンバーにとって発展と成長の機会とします。

【結びに】
　こだま青年会議所は、地域の明るい豊かなまちづくりのため、な
くてはならない団体であると確信します。だからこそ60周年、65周
年と連綿と紡いでいける団体である必要があります。本年度は持続
可能な団体へのさらなる一歩の年になるよう、精進して参ります。
どうぞよろしくお願い致します。
　

基本理念
地域の明るい豊かなまちづくりをこれからも

　
基本方針

60周年に向けた会の発展
ワクワク成長できる機会の提供

　
スローガン
不易流行

～持続可能な団体に、さらに一歩前へ～
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【55周年を迎えて】
　本年度、公益社団法人こだま青年会議所は55周年という、記念す
べき年を迎えます。
1969年に本庄青年会議所として設立し、時代に合わせて名称の変更
や法人格の選択などの変遷を遂げて参りました。本年を迎えられた
のは、これまで多くの先輩諸兄姉がバトンを繋いできて下さったお
かげと感謝申し上げます。私自身もひとりのバトン走者として、次
世代へより良い状態で繋いで参ります。
　近年は予期せぬことばかり起き、昨年は戦争が起こったことで世
界に大きな影響を与えています。時代の移り変わりも激しく、自身
の生活もままならない状況ながら、青年会議所は変わらず「明るい豊
かなまちづくり」を続けています。その姿勢を目の当たりにすること
で、時代に合わせた縮小より、さらに前向きに運動を続けていかな
いといけないと強く感じました。
　持続可能な体制を築き、60周年をより良い状態で迎えため、55周
年となる本年の所信を掲げます。

【これまでの感謝と未来に向けて】
　本年度55周年を向かえるにあたり、周年を記念する場が必要です。
その場では、これまで連綿とバトンを繋いで下さった感謝、地域に
おいて応援して下さった感謝と共に、60周年に向け積極的な運動姿
勢を示す必要があります。その積極的な姿を見て頂き、これなら安
心だ、今後も地域になくてはならない、応援していこうと感じるお
披露目の機会とします。
　さらに「こだま未来計策」を体現する記念事業も必要です。それは
単に締めくくりではなく、新たな60周年に向けた財産とします。財
産とは、地域に新たな価値観をもたらしながらも、夢として継続的
に行えるものと捉えます。具体的な夢として、こだま地域に縁のあ
るスポーツが、オリンピックでのメダル獲得やプロ化と見据えます。
地域住民にとってはそのスポーツの発展・成長が自身の夢にもなる
よう、初年度はその応援体制の確立を目標とします。ここで描く夢は、
いずれ地域の文化へと昇華し、今後も長く愛されるものになると確
信します。

【発展と成長の機会の提供】
　近年は会員減少により、役職付きメンバーに負荷が掛かっていました。
その姿を見ている他のメンバーは、負担の多い役に就くことを不安に
感じます。会員減少に加え、役職に就くことを不安視する負の連鎖と
もいえる状況に、60周年を迎えることができるか危機感を抱きました。
　JCI Missionでは、「社会により良い変化をもたらすための発展と成
長の機会を提供する」とあります。いくら会員が増えても、役に就く
ことを躊躇っては、成長に繋がる機会を逃してしまいます。私自身、
委員長職を真剣に経験することで、地域貢献や青年会議所の必要性
を痛感し、より積極的になれました。
　本年度は役職付き会員の負担を分散する施策を講じつつも、まずは自
身が事業構築という産みの苦しみの中からも楽しむ姿を見てもらい、ボ
トムアップを図ります。さらに入会歴が浅いメンバーには、会の仕組や
意義は出席すれば自然と理解できる、というスタンスではなく、積極的
かつ丁寧なサポートが必要です。サポートの結果、次年度で積極的に役
職に就くメンバーが出るという、好循環が産まれると確信します。

【魅力ある団体としての発信】
　青年会議所の魅力は、友情や仲間づくりと評されることがあります。
私自身もそう思い、仕事だけでは出会えない仲間ができました。ただ、
入会検討者には、社会で必須となる事柄に、いち早く触れることの
できる団体だ、ともお伝えしたいです。
　私はコロナ禍以降社会で必須となった、オンライン会議を初体験
したこと、SDGsという言葉を初めて知ったのは青年会議所で、大変
貴重な機会でした。
　全国の同じ立場にあるjayceeが、どうにか移り変わる社会を生き
抜こうと必死になっているからこそ、いち早く経験し、それを他
LOMへ伝播している結果です。この社会で必須となる事柄を一歩先
に知れることは、青年経済人にとって大変貴重です。
　さらに、いつか経験できるではなく事業として行うことで、積極
的に成長・研鑽につなげる姿勢を取ります。社会課題の解決につな
がる事業を行うことは、青年会議所の評価や価値も上がり、会員の
在籍理由にもつながると確信します。

【持続可能な会員数】
　役職の負担分散や、成長の機会を求めるだけでは、会は持続可能
にはなりません。一年を通して事業を行い、地域やヒトに対して良
い影響を与え続けるには、やはり会員数が必要です。私は理事が例

年約20名であることを鑑み、持続可能な会員数は40名以上と感じます。
　近年の40名を下回ってスタートする会員数は、会存続の危機感を
覚えます。40歳で卒業を迎える、平均年齢の若い会員で構成される
青年会議所こその魅力が多くあります。入会検討者には、私自身が
まずは率先して魅力を伝え、さらに会員全員で同じ魅力を語る必要
があります。それには、会の魅力や54年に亘る地域への貢献や功績が、
分かりやすく説明できる資料と、動画も活用し魅力を伝えます。結
果56年度には45名スタートが切れるよう、会員拡大を図ります。

【社会で必要とされる力を育む教育】
　企業や行政等ではDX化が求められ、その上で欠かせないデジタル
人材と呼ばれる学生は、奪い合いが起きています。デジタル社会では
場所や時間、就業形態に囚われない働き方が可能です。ITの技術は、
長時間労働や休日出勤の削減、フリーランスの選択、育児中の女性活
躍の推進等にもつながります。学校教育でもその流れは起き、プログ
ラミングが義務教育化されるなどデジタル化が進んでいます。
　様々な社会問題のなかで、課題解決のひとつがデジタル人材の育成
であると確信します。その育成に社会も動いていますが、任せきりで
よいとは感じません。地域の青少年教育に長く関わってきた我々は、
未来を見据えた人材育成も担っていると自負します。そこで、この地
域からデジタル人材を輩出するための、仕事の魅力や予備知識、関連
する職業を知ってもらい、なりたい職業となる働きかけを行います。
　結果、職業選択の幅を広げ、将来的には地域での起業、都市部で
就業し地元でリモートワークという形態につなげたい想いがありま
す。地域での起業や就業が進むことで、男女問わない多様な働き方
と活躍の推進にもつながると確信します。学びと気づきの機会の提
供を図り、この地域から社会で必要とされる「人財」を育成するきっ
かけとします。

【子育て世代の集まる持続可能な地域へ】
　こだま地域は高速道路や、在来線、新幹線へのアクセスが整い、地盤も
強固で緑も広がる住みやすい街といえます。本庄道路の第二期区間の事業
化が決定するなど、交通の利便性向上が図られる施策もあります。地域の
現状は、より子育て世代を呼び込めるポテンシャルを持っていると感じます。
　さらに我々青年会議所は、地域に様々な団体があるなかでも子育
て世代の多い、または子育て世代になりうる年齢の会員が在籍して
いる団体です。この年齢構成の団体だからこそ、子どもたちのため
地域の未来のため、柔軟に発想し提案していくことは重要です。

そのポテンシャルを持ったこだま地域を広く知って頂くため、地域
で人口増につなげたい想いがあります。それには実績を上げている
地域も参考にした仕掛けや施策が必要であり、それを提案するのは
我々青年会議所以外にないと考えます。
　子育て世代が増加し続けることは、持続可能な地域になるためにとて
も大事な要素です。60周年までにこだま地域1市3町いずれかが、全国で
も有数の住みよさと証明されることを目指した、施策の披露を行います。

【会議体としての多様性】
　コロナウイルス感染拡大以降、青年会議所でもオンライン会議は
一般的となりました。アフターコロナでも、コロナ禍以前に回帰す
ることはないと言われ、リモートワークが定着する見通しです。私
自身理事になりたては、常に対面で長時間な理事会が、いつかリモー
ト開催になってほしいと夢見ました。いまやそれは現実となり、利
便性の代わりに、聞き取りやすさや想いを伝えることの難しさが浮
かび上がり、対面の重要性も増しています。リモートでも変わらな
い聞き取りやすさ、表情の見える設営とすることで、どの立場でも
役職に就くことのできる環境を整備します。さらに、理事メンバー
以外でも理事会を視聴できることや、時代に即したその他試みを行
うことで、多くのメンバーにとって発展と成長の機会とします。

【結びに】
　こだま青年会議所は、地域の明るい豊かなまちづくりのため、な
くてはならない団体であると確信します。だからこそ60周年、65周
年と連綿と紡いでいける団体である必要があります。本年度は持続
可能な団体へのさらなる一歩の年になるよう、精進して参ります。
どうぞよろしくお願い致します。
　

基本理念
地域の明るい豊かなまちづくりをこれからも

　
基本方針

60周年に向けた会の発展
ワクワク成長できる機会の提供

　
スローガン
不易流行

～持続可能な団体に、さらに一歩前へ～

　創立55周年の節目を迎える本年、八木理事長の掲げる「不易流行
～持続可能な団体に、さらに一歩前へ～」のもと、総務式典委員会担
当副理事長を務めさせていただきます。
　こだま青年会議所55周年という節目の年を迎えられたのは先輩諸
兄姉が紡いできた歴史があるからです。その歴史に感謝するだけで
なく、これからの私たちの運動にも期待を抱いてもらえるよう時代
に合わせた組織へと一歩前へ進んで参ります。
　本年度、総務式典委員会では、組織の円滑な運営、諸会議・総会
の設営、予算・備品管理を任されています。さらに、55周年記念式
典を行うにあたり、委員会中心に事業を創り上げ、事業を通じて「設
営のこだま」を伝えて参ります。委員会メンバーと共に、こだま青年
会議所のアイデンティティーを伝え、会への愛着心を醸成していく
ことで、近年入会したメンバーに周年という機会を通じて、この組
織の歴史と魅力、そして我々が地域を動かしていく、という誇りを
伝えます。そうすることで、メンバー各人に当事者意識が生まれ、
運動は大きな波紋となり、住民の意識変革へ繋がっていくと確信し
ています。それが明るい豊かな社会の実現に向けた一歩となるよう、
日々の運営、そして55周年記念式典へ取り組んで参ります。
　また、この地域を共に創る仲間を増やすため、拡大にも注力して
邁進して参ります。まずはメンバーが率先してまちのことを考え、
行動することで、共感してもらえる仲間は必ずいるはずです。JCの
魅力やインパクトを伝えて仲間を増やしていくために拡大運動にも
注力し、進んで行きます。
　最後に、メンバーと共に意識変革運動に邁進して参りますが、ま
ずは執行部、理事メンバーの意識変革が必要です。総務式典委員会
としてメンバー全員に寄り添い、会をより良くするために、持続可
能な会となるために積極的な発信をします。そして団結したこだま
青年会議所を55周年式典で先輩諸兄姉にご覧いただき、安心して60
周年を期待していただけるよう１年間サポート、邁進して参ります
ので、どうぞよろしくお願い致します。

副理事長所信

総務式典委員会　担当副理事長　長沼　克

　創立55周年の節目を迎える本年、八木理事長の掲げる「不易流行
～持続可能な団体に、さらに一歩前へ～」のもと、政策立案委員会担
当副理事長を務めさせていただきます。
　私たちは2019年度に改定された運動指針「こだま未来計策」のもと
に多くのまちづくり運動を行ってきました。その間、この国の社会
情勢など多くの事柄が変化しています。その変化に我々も対応し常
に前を向いて考動し新しいことに積極的に青年会議所運動を行って
いかなければなりません。
　本年度、私が担当する政策立案委員会では「こだま地域でも参考し
うる施策を行う地域の、政策検討事業・地域の子育て世代増加に寄
与する政策を立案し、披露する事業」という役割を与えられておりま
す。政策立案員会を率いる根岸委員長には、このまちにとって、と
ても重要な命題を授かったと感じております。根岸委員長には真摯
にまちと向き合い、今後のこだま地域のことを誰よりも考える姿を
メンバーに見せ、打てば響く委員会を構築できるようサポートさせ
ていただきます。一人ではなく委員会メンバー全員で構築すること
の大切さが伝わったときに、与えられた命題が達成できると強く確
信いたします。
　結びに、限られた時間の中で運動を行う事はとても難しい事ですが、
できることからすぐに考動することが一番の解決策です。根岸委員
長自身が変化し考動することで成長し組織へ響き、私たちの理念の
実現へと繋がると確信しています。また冒頭にもありますが本年度、
創立55周年ということで周年式典、記念事業がございます。諸先輩
方から受け継いだ熱き想いを受け継ぎ、副理事長としてサポートし
全力で取り組んでいきますのでどうぞ宜しくお願い致します。

副理事長所信

政策立案委員会　担当副理事長　今井　遼
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【55周年を迎えて】
　本年度、公益社団法人こだま青年会議所は55周年という、記念す
べき年を迎えます。
1969年に本庄青年会議所として設立し、時代に合わせて名称の変更
や法人格の選択などの変遷を遂げて参りました。本年を迎えられた
のは、これまで多くの先輩諸兄姉がバトンを繋いできて下さったお
かげと感謝申し上げます。私自身もひとりのバトン走者として、次
世代へより良い状態で繋いで参ります。
　近年は予期せぬことばかり起き、昨年は戦争が起こったことで世
界に大きな影響を与えています。時代の移り変わりも激しく、自身
の生活もままならない状況ながら、青年会議所は変わらず「明るい豊
かなまちづくり」を続けています。その姿勢を目の当たりにすること
で、時代に合わせた縮小より、さらに前向きに運動を続けていかな
いといけないと強く感じました。
　持続可能な体制を築き、60周年をより良い状態で迎えため、55周
年となる本年の所信を掲げます。

【これまでの感謝と未来に向けて】
　本年度55周年を向かえるにあたり、周年を記念する場が必要です。
その場では、これまで連綿とバトンを繋いで下さった感謝、地域に
おいて応援して下さった感謝と共に、60周年に向け積極的な運動姿
勢を示す必要があります。その積極的な姿を見て頂き、これなら安
心だ、今後も地域になくてはならない、応援していこうと感じるお
披露目の機会とします。
　さらに「こだま未来計策」を体現する記念事業も必要です。それは
単に締めくくりではなく、新たな60周年に向けた財産とします。財
産とは、地域に新たな価値観をもたらしながらも、夢として継続的
に行えるものと捉えます。具体的な夢として、こだま地域に縁のあ
るスポーツが、オリンピックでのメダル獲得やプロ化と見据えます。
地域住民にとってはそのスポーツの発展・成長が自身の夢にもなる
よう、初年度はその応援体制の確立を目標とします。ここで描く夢は、
いずれ地域の文化へと昇華し、今後も長く愛されるものになると確
信します。

【発展と成長の機会の提供】
　近年は会員減少により、役職付きメンバーに負荷が掛かっていました。
その姿を見ている他のメンバーは、負担の多い役に就くことを不安に
感じます。会員減少に加え、役職に就くことを不安視する負の連鎖と
もいえる状況に、60周年を迎えることができるか危機感を抱きました。
　JCI Missionでは、「社会により良い変化をもたらすための発展と成
長の機会を提供する」とあります。いくら会員が増えても、役に就く
ことを躊躇っては、成長に繋がる機会を逃してしまいます。私自身、
委員長職を真剣に経験することで、地域貢献や青年会議所の必要性
を痛感し、より積極的になれました。
　本年度は役職付き会員の負担を分散する施策を講じつつも、まずは自
身が事業構築という産みの苦しみの中からも楽しむ姿を見てもらい、ボ
トムアップを図ります。さらに入会歴が浅いメンバーには、会の仕組や
意義は出席すれば自然と理解できる、というスタンスではなく、積極的
かつ丁寧なサポートが必要です。サポートの結果、次年度で積極的に役
職に就くメンバーが出るという、好循環が産まれると確信します。

【魅力ある団体としての発信】
　青年会議所の魅力は、友情や仲間づくりと評されることがあります。
私自身もそう思い、仕事だけでは出会えない仲間ができました。ただ、
入会検討者には、社会で必須となる事柄に、いち早く触れることの
できる団体だ、ともお伝えしたいです。
　私はコロナ禍以降社会で必須となった、オンライン会議を初体験
したこと、SDGsという言葉を初めて知ったのは青年会議所で、大変
貴重な機会でした。
　全国の同じ立場にあるjayceeが、どうにか移り変わる社会を生き
抜こうと必死になっているからこそ、いち早く経験し、それを他
LOMへ伝播している結果です。この社会で必須となる事柄を一歩先
に知れることは、青年経済人にとって大変貴重です。
　さらに、いつか経験できるではなく事業として行うことで、積極
的に成長・研鑽につなげる姿勢を取ります。社会課題の解決につな
がる事業を行うことは、青年会議所の評価や価値も上がり、会員の
在籍理由にもつながると確信します。

【持続可能な会員数】
　役職の負担分散や、成長の機会を求めるだけでは、会は持続可能
にはなりません。一年を通して事業を行い、地域やヒトに対して良
い影響を与え続けるには、やはり会員数が必要です。私は理事が例

年約20名であることを鑑み、持続可能な会員数は40名以上と感じます。
　近年の40名を下回ってスタートする会員数は、会存続の危機感を
覚えます。40歳で卒業を迎える、平均年齢の若い会員で構成される
青年会議所こその魅力が多くあります。入会検討者には、私自身が
まずは率先して魅力を伝え、さらに会員全員で同じ魅力を語る必要
があります。それには、会の魅力や54年に亘る地域への貢献や功績が、
分かりやすく説明できる資料と、動画も活用し魅力を伝えます。結
果56年度には45名スタートが切れるよう、会員拡大を図ります。

【社会で必要とされる力を育む教育】
　企業や行政等ではDX化が求められ、その上で欠かせないデジタル
人材と呼ばれる学生は、奪い合いが起きています。デジタル社会では
場所や時間、就業形態に囚われない働き方が可能です。ITの技術は、
長時間労働や休日出勤の削減、フリーランスの選択、育児中の女性活
躍の推進等にもつながります。学校教育でもその流れは起き、プログ
ラミングが義務教育化されるなどデジタル化が進んでいます。
　様々な社会問題のなかで、課題解決のひとつがデジタル人材の育成
であると確信します。その育成に社会も動いていますが、任せきりで
よいとは感じません。地域の青少年教育に長く関わってきた我々は、
未来を見据えた人材育成も担っていると自負します。そこで、この地
域からデジタル人材を輩出するための、仕事の魅力や予備知識、関連
する職業を知ってもらい、なりたい職業となる働きかけを行います。
　結果、職業選択の幅を広げ、将来的には地域での起業、都市部で
就業し地元でリモートワークという形態につなげたい想いがありま
す。地域での起業や就業が進むことで、男女問わない多様な働き方
と活躍の推進にもつながると確信します。学びと気づきの機会の提
供を図り、この地域から社会で必要とされる「人財」を育成するきっ
かけとします。

【子育て世代の集まる持続可能な地域へ】
　こだま地域は高速道路や、在来線、新幹線へのアクセスが整い、地盤も
強固で緑も広がる住みやすい街といえます。本庄道路の第二期区間の事業
化が決定するなど、交通の利便性向上が図られる施策もあります。地域の
現状は、より子育て世代を呼び込めるポテンシャルを持っていると感じます。
　さらに我々青年会議所は、地域に様々な団体があるなかでも子育
て世代の多い、または子育て世代になりうる年齢の会員が在籍して
いる団体です。この年齢構成の団体だからこそ、子どもたちのため
地域の未来のため、柔軟に発想し提案していくことは重要です。

そのポテンシャルを持ったこだま地域を広く知って頂くため、地域
で人口増につなげたい想いがあります。それには実績を上げている
地域も参考にした仕掛けや施策が必要であり、それを提案するのは
我々青年会議所以外にないと考えます。
　子育て世代が増加し続けることは、持続可能な地域になるためにとて
も大事な要素です。60周年までにこだま地域1市3町いずれかが、全国で
も有数の住みよさと証明されることを目指した、施策の披露を行います。

【会議体としての多様性】
　コロナウイルス感染拡大以降、青年会議所でもオンライン会議は
一般的となりました。アフターコロナでも、コロナ禍以前に回帰す
ることはないと言われ、リモートワークが定着する見通しです。私
自身理事になりたては、常に対面で長時間な理事会が、いつかリモー
ト開催になってほしいと夢見ました。いまやそれは現実となり、利
便性の代わりに、聞き取りやすさや想いを伝えることの難しさが浮
かび上がり、対面の重要性も増しています。リモートでも変わらな
い聞き取りやすさ、表情の見える設営とすることで、どの立場でも
役職に就くことのできる環境を整備します。さらに、理事メンバー
以外でも理事会を視聴できることや、時代に即したその他試みを行
うことで、多くのメンバーにとって発展と成長の機会とします。

【結びに】
　こだま青年会議所は、地域の明るい豊かなまちづくりのため、な
くてはならない団体であると確信します。だからこそ60周年、65周
年と連綿と紡いでいける団体である必要があります。本年度は持続
可能な団体へのさらなる一歩の年になるよう、精進して参ります。
どうぞよろしくお願い致します。
　

基本理念
地域の明るい豊かなまちづくりをこれからも

　
基本方針

60周年に向けた会の発展
ワクワク成長できる機会の提供

　
スローガン
不易流行

～持続可能な団体に、さらに一歩前へ～

　創立55周年の節目を迎える本年度は八木理事長のもと、希望の教
育委員会の担当副理事長を務めさせていただくことになりました。
「不易流行～持続可能な団体に、さらに一歩前へ～」をスローガンに
希望の教育委員会では３つの担当役割①子供たちに向け、社会課題
であるデジタル人材の育成の上で、必要とされる知識を伝える事業
を実施し、学校では学びきれない知識を広げる。②子供たちに向け、
デジタル人材の職業や働き方、経済面を知ってもらう事業を行い、
その後の職業選択の幅を広げる。③担当副理事長運営のもと、4名の
会員拡大をする。をいただきました。
　近年、企業や行政等ではDX化が求められ、その上で欠かせないデ
ジタル人材と呼ばれる学生は奪い合いが起きています。デジタル社
会は場所や時間、就業形態に囚われない働き方が可能であり、未来
を生き抜く子供たちにとってデジタル人材についての知識を知って
おくことは必要不可欠です。理事長の基本方針でもある「ワクワク成
長できる機会の提供」とある想いと渡辺委員長の想いを融合させ本年
度希望の教育委員会では未来を担う子供たちに学びと気づきの場、
将来、社会から必要とされる「人財」を育成するきっかけを提供いた
します。誰のために、何のために、それをやるとどうなるのかを常
に委員長に問いかけ前へ進めるよう共に歩みを進めます。副委員長、
フォロワーメンバーと共に委員長が最後までやり抜く経験をするこ
とで新しい視点から地域を捉え、そういったメンバーを増やすこと
で組織の最適化が進むと確信しております。未来のこだま青年会議
所の形を模索しながら地域に良い影響をもたらせる団体であり続け
るために微力ながら尽力させていただきます。
　最後になりますが、更なるまちづくり力向上の為に会員数増加も
非常に大切です。明るい豊かなまちづくりに共感いただける仲間を
増やせるよう、魅力ある団体に変化、成長し会員増加に繋げていき
ます。1年間どうぞ宜しくお願い致します。

副理事長所信

希望の教育委員会　担当副理事長　岩佐  敏充

　本年度、八木理事長のもと佐藤亜耶乃委員長率いる交流サポート委
員会の担当直前理事長を務めさせていただきます。
　「不易流行　～持続可能な団体に、さらに一歩前へ～」をスローガン
に交流サポート委員会に与えられた役割は、入会歴の浅いメンバーに
向けて、各例会やオープン委員会、その他外部会議の意義や目的、仕
組を対面にて分かりやすく伝え、出席率向上に寄与する。対内へ向け、
交流が深まるだけでなく、会の意義や目的も伝わる事業を行う。委員
長連絡会議を、スタッフ会議後で理事会前に主催し、フォロワーメン
バーへも情報を伝達しやすい環境をつくる。拡大候補者を積極的に出し、
結果4名の会員拡大をする。の4つです。　
　また、本年度は、1年間の運動をより明確化するため、八木理事長よ
り直前理事長役割をお預かりしました。
　これまでの知見を活かし、各場面で理事長・全メンバーへ助言する。
入会歴の浅いメンバーへのサポート方法を、委員会の相談に乗り早期
に決め、現メンバーから開始できるようサポートする。
　委員会と事業の参考になる、現調または講師選定を早期に実施し、
基本方針と事業構築の道筋を立てるサポートをする。55周年記念式典
と記念事業で、歴代理事長や他LOMとのパイプ役としてサポートをする。
拡大候補者を積極的に出すだけでなく、拡大候補者との面会に同席し
会の魅力を直接伝え、結果2名の会員拡大をする。の４つです。
　本年度、交流サポート委員会は、新入会員や入会歴の浅いメンバー
へ青年会議所の仕組みの理解や魅力を事業や交流を通じて知っていた
だき、愛を持ったフォローを通じて、近年低下している参加率を向上
させ、メンバー各々がより能動的に青年会議所運動が出来るよう佐藤
亜耶乃委員長を先頭に委員会一丸となって尽力して参ります。そして、
近年では実現できなかった、女性目線の意見や考え方を多く取り入れ
た委員会運営を期待し、LOMにも波及出来るよう全力でサポートして
いく所存です。
　また、八木理事長をはじめ全メンバーへ理事長の職をお預かりして
いた時には声に出せなかった想いを伝える事で、メンバーの成長や
LOMの発展を意識し、LOMを支えて参ります。
　最後になりますが、青年会議所運動を通じて得た知見を多くのメン
バーに伝え、青年会議所最後の1年を謳歌し、役割を全うして参ります。
本年度も全力で駆け抜けて参ります。どうぞ1年間宜しくお願い致します。

直前理事長所信

交流サポート委員会　担当直前理事長　小田島  寛之
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【55周年を迎えて】
　本年度、公益社団法人こだま青年会議所は55周年という、記念す
べき年を迎えます。
1969年に本庄青年会議所として設立し、時代に合わせて名称の変更
や法人格の選択などの変遷を遂げて参りました。本年を迎えられた
のは、これまで多くの先輩諸兄姉がバトンを繋いできて下さったお
かげと感謝申し上げます。私自身もひとりのバトン走者として、次
世代へより良い状態で繋いで参ります。
　近年は予期せぬことばかり起き、昨年は戦争が起こったことで世
界に大きな影響を与えています。時代の移り変わりも激しく、自身
の生活もままならない状況ながら、青年会議所は変わらず「明るい豊
かなまちづくり」を続けています。その姿勢を目の当たりにすること
で、時代に合わせた縮小より、さらに前向きに運動を続けていかな
いといけないと強く感じました。
　持続可能な体制を築き、60周年をより良い状態で迎えため、55周
年となる本年の所信を掲げます。

【これまでの感謝と未来に向けて】
　本年度55周年を向かえるにあたり、周年を記念する場が必要です。
その場では、これまで連綿とバトンを繋いで下さった感謝、地域に
おいて応援して下さった感謝と共に、60周年に向け積極的な運動姿
勢を示す必要があります。その積極的な姿を見て頂き、これなら安
心だ、今後も地域になくてはならない、応援していこうと感じるお
披露目の機会とします。
　さらに「こだま未来計策」を体現する記念事業も必要です。それは
単に締めくくりではなく、新たな60周年に向けた財産とします。財
産とは、地域に新たな価値観をもたらしながらも、夢として継続的
に行えるものと捉えます。具体的な夢として、こだま地域に縁のあ
るスポーツが、オリンピックでのメダル獲得やプロ化と見据えます。
地域住民にとってはそのスポーツの発展・成長が自身の夢にもなる
よう、初年度はその応援体制の確立を目標とします。ここで描く夢は、
いずれ地域の文化へと昇華し、今後も長く愛されるものになると確
信します。

【発展と成長の機会の提供】
　近年は会員減少により、役職付きメンバーに負荷が掛かっていました。
その姿を見ている他のメンバーは、負担の多い役に就くことを不安に
感じます。会員減少に加え、役職に就くことを不安視する負の連鎖と
もいえる状況に、60周年を迎えることができるか危機感を抱きました。
　JCI Missionでは、「社会により良い変化をもたらすための発展と成
長の機会を提供する」とあります。いくら会員が増えても、役に就く
ことを躊躇っては、成長に繋がる機会を逃してしまいます。私自身、
委員長職を真剣に経験することで、地域貢献や青年会議所の必要性
を痛感し、より積極的になれました。
　本年度は役職付き会員の負担を分散する施策を講じつつも、まずは自
身が事業構築という産みの苦しみの中からも楽しむ姿を見てもらい、ボ
トムアップを図ります。さらに入会歴が浅いメンバーには、会の仕組や
意義は出席すれば自然と理解できる、というスタンスではなく、積極的
かつ丁寧なサポートが必要です。サポートの結果、次年度で積極的に役
職に就くメンバーが出るという、好循環が産まれると確信します。

【魅力ある団体としての発信】
　青年会議所の魅力は、友情や仲間づくりと評されることがあります。
私自身もそう思い、仕事だけでは出会えない仲間ができました。ただ、
入会検討者には、社会で必須となる事柄に、いち早く触れることの
できる団体だ、ともお伝えしたいです。
　私はコロナ禍以降社会で必須となった、オンライン会議を初体験
したこと、SDGsという言葉を初めて知ったのは青年会議所で、大変
貴重な機会でした。
　全国の同じ立場にあるjayceeが、どうにか移り変わる社会を生き
抜こうと必死になっているからこそ、いち早く経験し、それを他
LOMへ伝播している結果です。この社会で必須となる事柄を一歩先
に知れることは、青年経済人にとって大変貴重です。
　さらに、いつか経験できるではなく事業として行うことで、積極
的に成長・研鑽につなげる姿勢を取ります。社会課題の解決につな
がる事業を行うことは、青年会議所の評価や価値も上がり、会員の
在籍理由にもつながると確信します。

【持続可能な会員数】
　役職の負担分散や、成長の機会を求めるだけでは、会は持続可能
にはなりません。一年を通して事業を行い、地域やヒトに対して良
い影響を与え続けるには、やはり会員数が必要です。私は理事が例

年約20名であることを鑑み、持続可能な会員数は40名以上と感じます。
　近年の40名を下回ってスタートする会員数は、会存続の危機感を
覚えます。40歳で卒業を迎える、平均年齢の若い会員で構成される
青年会議所こその魅力が多くあります。入会検討者には、私自身が
まずは率先して魅力を伝え、さらに会員全員で同じ魅力を語る必要
があります。それには、会の魅力や54年に亘る地域への貢献や功績が、
分かりやすく説明できる資料と、動画も活用し魅力を伝えます。結
果56年度には45名スタートが切れるよう、会員拡大を図ります。

【社会で必要とされる力を育む教育】
　企業や行政等ではDX化が求められ、その上で欠かせないデジタル
人材と呼ばれる学生は、奪い合いが起きています。デジタル社会では
場所や時間、就業形態に囚われない働き方が可能です。ITの技術は、
長時間労働や休日出勤の削減、フリーランスの選択、育児中の女性活
躍の推進等にもつながります。学校教育でもその流れは起き、プログ
ラミングが義務教育化されるなどデジタル化が進んでいます。
　様々な社会問題のなかで、課題解決のひとつがデジタル人材の育成
であると確信します。その育成に社会も動いていますが、任せきりで
よいとは感じません。地域の青少年教育に長く関わってきた我々は、
未来を見据えた人材育成も担っていると自負します。そこで、この地
域からデジタル人材を輩出するための、仕事の魅力や予備知識、関連
する職業を知ってもらい、なりたい職業となる働きかけを行います。
　結果、職業選択の幅を広げ、将来的には地域での起業、都市部で
就業し地元でリモートワークという形態につなげたい想いがありま
す。地域での起業や就業が進むことで、男女問わない多様な働き方
と活躍の推進にもつながると確信します。学びと気づきの機会の提
供を図り、この地域から社会で必要とされる「人財」を育成するきっ
かけとします。

【子育て世代の集まる持続可能な地域へ】
　こだま地域は高速道路や、在来線、新幹線へのアクセスが整い、地盤も
強固で緑も広がる住みやすい街といえます。本庄道路の第二期区間の事業
化が決定するなど、交通の利便性向上が図られる施策もあります。地域の
現状は、より子育て世代を呼び込めるポテンシャルを持っていると感じます。
　さらに我々青年会議所は、地域に様々な団体があるなかでも子育
て世代の多い、または子育て世代になりうる年齢の会員が在籍して
いる団体です。この年齢構成の団体だからこそ、子どもたちのため
地域の未来のため、柔軟に発想し提案していくことは重要です。

そのポテンシャルを持ったこだま地域を広く知って頂くため、地域
で人口増につなげたい想いがあります。それには実績を上げている
地域も参考にした仕掛けや施策が必要であり、それを提案するのは
我々青年会議所以外にないと考えます。
　子育て世代が増加し続けることは、持続可能な地域になるためにとて
も大事な要素です。60周年までにこだま地域1市3町いずれかが、全国で
も有数の住みよさと証明されることを目指した、施策の披露を行います。

【会議体としての多様性】
　コロナウイルス感染拡大以降、青年会議所でもオンライン会議は
一般的となりました。アフターコロナでも、コロナ禍以前に回帰す
ることはないと言われ、リモートワークが定着する見通しです。私
自身理事になりたては、常に対面で長時間な理事会が、いつかリモー
ト開催になってほしいと夢見ました。いまやそれは現実となり、利
便性の代わりに、聞き取りやすさや想いを伝えることの難しさが浮
かび上がり、対面の重要性も増しています。リモートでも変わらな
い聞き取りやすさ、表情の見える設営とすることで、どの立場でも
役職に就くことのできる環境を整備します。さらに、理事メンバー
以外でも理事会を視聴できることや、時代に即したその他試みを行
うことで、多くのメンバーにとって発展と成長の機会とします。

【結びに】
　こだま青年会議所は、地域の明るい豊かなまちづくりのため、な
くてはならない団体であると確信します。だからこそ60周年、65周
年と連綿と紡いでいける団体である必要があります。本年度は持続
可能な団体へのさらなる一歩の年になるよう、精進して参ります。
どうぞよろしくお願い致します。
　

基本理念
地域の明るい豊かなまちづくりをこれからも

　
基本方針

60周年に向けた会の発展
ワクワク成長できる機会の提供

　
スローガン
不易流行

～持続可能な団体に、さらに一歩前へ～

【地域や時代背景】
我々が本年度55周年を迎えるまで、社会情勢や組織の状況は変化し
続けてきました。とりわけ、ここ数年は急速に新たな生活様式・技
術等が進み、変化への対応が求められています。
我々も地域に変化をもたらし、社会課題に対して俊敏かつ柔軟に対
応できる組織であるために、時代に先駆けてそれらを取り込む姿勢
を示してきました。
このように新たな試みに挑むことが組織や地域の発展にとって必要
不可欠です。今、大きな転換期を迎えているからこそ、地域に対して、
次なる夢や目標に向かっていくことの重要性を示すことが、そのた
めの第一歩となると信じます。

【背景から事業を行う目的】
本年度は会員個々の力を高め、スキルアップと経験値を向上させます。
事業において、情報多様性や生産性向上など現在顕在化している社
会課題への対応策を提示し、同時に組織力と魅力を高めることに資
することを目的とします。
また、夢や目標の実現は1年間だけでなく、それを抱き続けることが
必要です。そのために、夢や目標・挑戦することの意義を伝えます。
挑戦する過程で新たな気づきや価値を得て夢や目標に向かう姿勢は、
地域住民の共感と一体感を生み、そうした情熱の伝播が地域愛に繋
がるものと信じます。本年度は第一歩としてこれを体現することを
目的とした記念事業を行います。

【事業の内容】
3月例会では、会員減少・世代交代が進む中でも持続可能な組織で在
り続けるため、また地域に英知と情熱を還元できるスキルと経験値
を向上させます。そのために、本事業は組織や地域のリーダーとし
て必要な情報を「聞き取る力」、効化的に組織を動かすことのできる
「伝える力」の修得を目指す事業とします。
　11月例会では、記念事業として実行委員会形式でスポーツイベン
トを開催します。プロスポーツ選手や関連する方を招き、講演会・
エキシビジョンマッチを行い、実際に競技を体験する場を設けるこ
とで夢や目標・挑戦することの意義を伝えます。聴いて、観て、体

験して楽しみ、交流しながら、意義を共有する機会を設けます。同
時に地域全体でスポーツを応援し、プロスポーツ設立も視野に入れ
られるような仕組みをつくり残します。

【事業の結果】
　3月例会の結果、「発展と成長の機会の提供」として、各会員のスキ
ルや経験値を向上させ、仕事やJC運動に良き循環をもたらし、さら
に英知と情熱を伝播する魅力ある組織へと押し上げます。
11月例会の結果、プロスポーツ選手等との交流で夢や目標・挑戦す
る意義に共感を得て、かつ当事者意識を芽生えさせます。多くの地
域住民が夢と目標の達成へ向かっていく動機もたらし、こだま地域
を夢で満たし、地域住民の一体感を生み、この地域への愛着心へと
繋げていきます。

【会員拡大について】
　積極的に地域や社会を動かせる組織としての魅力を発信し、目標
である4名の会員の拡大につなげます。そのためにしっかりと対象者
に魅力を伝えたうえで求めるものを聞き出し、入会へとつなげます。

　こだま地域と我々の未来へ向け、さらに良くなるために55周年と
いう記念すべき年が土台になるよう一年間精進してまいります。ど
うぞよろしくお願いいたします。
　
【事業計画】
1.　3月例会の開催
2.　11月例会の開催
3.　会員の拡大
4.　実行委員会開催

【事業予算】
1,450,000円　

組織力向上委員会

専務理事 兼 組織力向上委員会委員長　目黒  貴史
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【55周年を迎えて】
　本年度、公益社団法人こだま青年会議所は55周年という、記念す
べき年を迎えます。
1969年に本庄青年会議所として設立し、時代に合わせて名称の変更
や法人格の選択などの変遷を遂げて参りました。本年を迎えられた
のは、これまで多くの先輩諸兄姉がバトンを繋いできて下さったお
かげと感謝申し上げます。私自身もひとりのバトン走者として、次
世代へより良い状態で繋いで参ります。
　近年は予期せぬことばかり起き、昨年は戦争が起こったことで世
界に大きな影響を与えています。時代の移り変わりも激しく、自身
の生活もままならない状況ながら、青年会議所は変わらず「明るい豊
かなまちづくり」を続けています。その姿勢を目の当たりにすること
で、時代に合わせた縮小より、さらに前向きに運動を続けていかな
いといけないと強く感じました。
　持続可能な体制を築き、60周年をより良い状態で迎えため、55周
年となる本年の所信を掲げます。

【これまでの感謝と未来に向けて】
　本年度55周年を向かえるにあたり、周年を記念する場が必要です。
その場では、これまで連綿とバトンを繋いで下さった感謝、地域に
おいて応援して下さった感謝と共に、60周年に向け積極的な運動姿
勢を示す必要があります。その積極的な姿を見て頂き、これなら安
心だ、今後も地域になくてはならない、応援していこうと感じるお
披露目の機会とします。
　さらに「こだま未来計策」を体現する記念事業も必要です。それは
単に締めくくりではなく、新たな60周年に向けた財産とします。財
産とは、地域に新たな価値観をもたらしながらも、夢として継続的
に行えるものと捉えます。具体的な夢として、こだま地域に縁のあ
るスポーツが、オリンピックでのメダル獲得やプロ化と見据えます。
地域住民にとってはそのスポーツの発展・成長が自身の夢にもなる
よう、初年度はその応援体制の確立を目標とします。ここで描く夢は、
いずれ地域の文化へと昇華し、今後も長く愛されるものになると確
信します。

【発展と成長の機会の提供】
　近年は会員減少により、役職付きメンバーに負荷が掛かっていました。
その姿を見ている他のメンバーは、負担の多い役に就くことを不安に
感じます。会員減少に加え、役職に就くことを不安視する負の連鎖と
もいえる状況に、60周年を迎えることができるか危機感を抱きました。
　JCI Missionでは、「社会により良い変化をもたらすための発展と成
長の機会を提供する」とあります。いくら会員が増えても、役に就く
ことを躊躇っては、成長に繋がる機会を逃してしまいます。私自身、
委員長職を真剣に経験することで、地域貢献や青年会議所の必要性
を痛感し、より積極的になれました。
　本年度は役職付き会員の負担を分散する施策を講じつつも、まずは自
身が事業構築という産みの苦しみの中からも楽しむ姿を見てもらい、ボ
トムアップを図ります。さらに入会歴が浅いメンバーには、会の仕組や
意義は出席すれば自然と理解できる、というスタンスではなく、積極的
かつ丁寧なサポートが必要です。サポートの結果、次年度で積極的に役
職に就くメンバーが出るという、好循環が産まれると確信します。

【魅力ある団体としての発信】
　青年会議所の魅力は、友情や仲間づくりと評されることがあります。
私自身もそう思い、仕事だけでは出会えない仲間ができました。ただ、
入会検討者には、社会で必須となる事柄に、いち早く触れることの
できる団体だ、ともお伝えしたいです。
　私はコロナ禍以降社会で必須となった、オンライン会議を初体験
したこと、SDGsという言葉を初めて知ったのは青年会議所で、大変
貴重な機会でした。
　全国の同じ立場にあるjayceeが、どうにか移り変わる社会を生き
抜こうと必死になっているからこそ、いち早く経験し、それを他
LOMへ伝播している結果です。この社会で必須となる事柄を一歩先
に知れることは、青年経済人にとって大変貴重です。
　さらに、いつか経験できるではなく事業として行うことで、積極
的に成長・研鑽につなげる姿勢を取ります。社会課題の解決につな
がる事業を行うことは、青年会議所の評価や価値も上がり、会員の
在籍理由にもつながると確信します。

【持続可能な会員数】
　役職の負担分散や、成長の機会を求めるだけでは、会は持続可能
にはなりません。一年を通して事業を行い、地域やヒトに対して良
い影響を与え続けるには、やはり会員数が必要です。私は理事が例

年約20名であることを鑑み、持続可能な会員数は40名以上と感じます。
　近年の40名を下回ってスタートする会員数は、会存続の危機感を
覚えます。40歳で卒業を迎える、平均年齢の若い会員で構成される
青年会議所こその魅力が多くあります。入会検討者には、私自身が
まずは率先して魅力を伝え、さらに会員全員で同じ魅力を語る必要
があります。それには、会の魅力や54年に亘る地域への貢献や功績が、
分かりやすく説明できる資料と、動画も活用し魅力を伝えます。結
果56年度には45名スタートが切れるよう、会員拡大を図ります。

【社会で必要とされる力を育む教育】
　企業や行政等ではDX化が求められ、その上で欠かせないデジタル
人材と呼ばれる学生は、奪い合いが起きています。デジタル社会では
場所や時間、就業形態に囚われない働き方が可能です。ITの技術は、
長時間労働や休日出勤の削減、フリーランスの選択、育児中の女性活
躍の推進等にもつながります。学校教育でもその流れは起き、プログ
ラミングが義務教育化されるなどデジタル化が進んでいます。
　様々な社会問題のなかで、課題解決のひとつがデジタル人材の育成
であると確信します。その育成に社会も動いていますが、任せきりで
よいとは感じません。地域の青少年教育に長く関わってきた我々は、
未来を見据えた人材育成も担っていると自負します。そこで、この地
域からデジタル人材を輩出するための、仕事の魅力や予備知識、関連
する職業を知ってもらい、なりたい職業となる働きかけを行います。
　結果、職業選択の幅を広げ、将来的には地域での起業、都市部で
就業し地元でリモートワークという形態につなげたい想いがありま
す。地域での起業や就業が進むことで、男女問わない多様な働き方
と活躍の推進にもつながると確信します。学びと気づきの機会の提
供を図り、この地域から社会で必要とされる「人財」を育成するきっ
かけとします。

【子育て世代の集まる持続可能な地域へ】
　こだま地域は高速道路や、在来線、新幹線へのアクセスが整い、地盤も
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て世代の多い、または子育て世代になりうる年齢の会員が在籍して
いる団体です。この年齢構成の団体だからこそ、子どもたちのため
地域の未来のため、柔軟に発想し提案していくことは重要です。
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　コロナウイルス感染拡大以降、青年会議所でもオンライン会議は
一般的となりました。アフターコロナでも、コロナ禍以前に回帰す
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以外でも理事会を視聴できることや、時代に即したその他試みを行
うことで、多くのメンバーにとって発展と成長の機会とします。

【結びに】
　こだま青年会議所は、地域の明るい豊かなまちづくりのため、な
くてはならない団体であると確信します。だからこそ60周年、65周
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【地域や時代背景】
　こだま青年会議所50周年から社会が大きく変化し、近年の社会情
勢により、メンバーは半数以上の変動がありました。先輩諸兄姉が
築き上げてきた「設営のこだま」を体現する機会が少なくなり、現在
ではその言葉を知るメンバーが少なくなっております。そこで本年
度は活力溢れるこだま青年会議所へと繋げるため過去の伝統的な設
営の形を伝えるだけでなく、委員会として新しい形の設営を創造し、
メンバーに伝えます。

【背景から事業を行う目的】
　社会情勢の影響でコロナ前のような対外事業が行えない期間があ
り、準備が至らない事が多々ありました。そこで、過去の私が経験
した事を昇華し、「設営のこだま」を伝え、外部から評価をいただき
メンバーの成長やこだま青年会議所の誇りへと繋げます。私が捉え
る設営は細かい動作や心遣いといった所作を徹底的に行うものと考
え、はきはきとした行動で、外部から活き活きと青年経済人らしく
活動をしている姿の事と捉えます。

【事業の内容】
1月例会では組織披露及び名刺交換会を行います。来賓やOBOGとこ
だま青年会議所メンバーとの関係性が希薄になっておりましたが、3
年振りに名刺交換会を行う事で、現役メンバーとの繋がりが構築され、
人となりを認識いただき本年度の運動にご支援を賜れます。また、
入会歴の浅いメンバーには役割の中で中心的存在になれるような役
割を任せ、来賓・OBOGとの交流を促進し、まちづくり運動へ積極
的に参画してもらえる機会とします。
9月例会では55周年式典を開催します。これまでの紡がれた歴史を
学ぶ機会とするとともに、現在のメンバーが活力ある運動をしてい
る姿勢を見せることで、60周年へ向けたスタートと捉え、組織の団
結を強固なものにします。歴史を紡いできた先輩諸兄姉にも感謝の
気持ちを伝え、現役の活動に一層のご理解、ご協力をいただけるよ
うな機会とします。
　12月例会では卒業式を行います。この事業では2例会で経験した
事を集大成とし、本年度入会のメンバーを中心に事業構築をします。

入会メンバーには、設営を通じて卒業生を思いやり、また卒業生の
想いのこもったスピーチを通じて、青年会議所の魅力を感じていた
だきます。そして、短い期間ですが、当日を通じて卒業生とかけが
えのない思い出になるような場とします。
委員会として理事会等のオンライン会議をする際は発言を多くいた
だけるよう、システムを構築し、リアル環境に繋がる設営を心掛け
ます。また定款に基づきメンバーからいただいた大切な会費を適切
に資産管理します。

【事業の結果】
　1年を通し、新しい形の「設営のこだま」を体現する事で、役割をしっ
かりと伝え、メンバー 1人1人に必要とされている事を認識いただき
事業に携わる機会を創ります。自発的に参画をする事で例会の出席
率の向上を図れるだけでなく、運動が大きな波紋となり、地域を創
る団体としてのブランド価値を高めると確信します。
　3つの事業を通じて後のJC運動に尽力するため、私自身が先頭に
立って次年度以降のすべての事業に対しても密に関わる気概を持っ
て行動して参ります。事業で伝える事でその想いは60周年へと受け
継がれると確信します。
　
【会員拡大について】
　持続可能な会にするため担当副理事長主導の基、4名の拡大をしま
す。委員会として諸先輩方からの情報や地域活動に精通している企
業や団体を通じてこだま青年会議所の情報にはない候補者を探しつ
つ、メンバーと共有しながら、拡大に繋げて参る所存です。

【事業計画】
1.　1月例会の開催
2.　9月例会の開催
3.　12月例会の開催
4.　会員の拡大
5.　オープン委員会の開催

【事業予算】
500,000円

総務式典委員会

委員長　内藤  大河
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【地域や時代背景】
こだま地域は多くの地方都市と同様「少子高齢化」「人口減少」という
問題を抱えています。
18歳未満の子どもの人口においては約9割と減少している地域もあ
り、少子化問題はこだま地域にも共通する大きな課題であります。
この問題は「女性の社会進出・共働き世帯の増加」の一方で、子育て
に不安や孤立、負担を感じる家庭も多く、子育て環境や支援も地域
によって違いがあるのが現状です。
少子化問題に繋がる婚姻減少の要因は「適当な相手に巡り合わないか
ら」が過半数を占めており、今後も減少していくことが考えられます。

【背景から事業を行う目的】
「少子化問題」の解決の為には、こだま地域で安心して子どもを育て
られる環境を作ることが最も重要であると考えます。そして、私た
ち子育て世代が中心となり、当事者意識を持ってこの問題を理解し、
未来の子どもの増加に繋げる対策に取り組みます。
未来の子ども増加に繋がる上で重要な婚姻や出生は減少し続けてお
り、子どもは地域の宝であり、未来のこだま地域を担う大切な存在
である為、子ども達の減少は地域の衰退を意味します。
こだま地域全体が笑顔溢れる出会い溢れる楽しいまちになる為に、
少子化問題に対して調査研究を実施し、１年間の運動を通じて提言
書を作成して行きます。

【事業の内容】
5月例会は子育てに関する専門的な講師をお招きし、こだま地域にお
ける少子化問題について他地域の少子化対策を参考にし、現状の問
題点、取り巻く環境、未来の子ども増加に向けた対策を当委員会で
発表し、地域、関係団体、企業、行政と共に考える場とします。
　10月例会は「お見合い大作戦」の事業を中心とし、こだま地域に現
在居住されている未婚の男性と他エリアの居住を含めた未婚の女性
を対象として、真剣に婚姻を考えておられる方々の出会いのきっか
けになり、未来の子ども増加に向けて出生に繋がる婚姻を促進させ
る為の事業を開催します。

【事業の結果】
1年を通じて提言書を作成提出し、行政と共に少子化問題を理解し対
策を推進していくことで、子育てをするならこだま地域と言われる
まちになり、笑顔溢れる出会い溢れる楽しいまちになると確信致し
ます。
当委員会としても地域が活気づく子育て支援、子ども増加に繋がる
取り組みを行うことで、メンバーの成長や達成感に繋がり、より率
先してまちづくりが出来る人材になると確信しております。

【会員拡大について】
新たな会員入会は青年会議所活動を実施する上で、次世代へ継続・
承継する為に非常に重要だと考えます。「こだま地域で安心して子ど
もを生み・育てることのできるまち」を実現する当委員会において、
組織やメンバーとしても成長する為に、当委員会に課された会員拡
大4名以上を実現致します。
1年間を通じて様々な経験を積み、地域貢献すると共に自己成長出来
る委員会を構築しますので、どうぞ宜しくお願い致します。

【事業計画】
1.　5月例会の開催
2.　10月例会の開催
3.　会員の拡大

【事業予算】
620,000円

政策立案委員会

委員長　根岸  祐真
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【地域や時代背景】
　 DX・ＩＴ化に伴いデジタル人材への注目度が年々高まっており、
デジタル人材は業界を問わず多くの企業で求められています。しかし、
今現在このデジタル人材の需要に対しての供給が不足しています。
社会もデジタル人材の育成に動いていますがその対象は社会人に向
けてのものが多く、学生に向けての動きもまだ始まったばかりで多
くありません。この地域の学生においても情報活用能力を学ぶ一環
としてプログラミング教育が始まりましたが、学校教育だけでは急
務とされているデジタル人材育成の場が足りていません。また、デ
ジタル人材という言葉や存在すらも学生に浸透していないのが現状
です。今後DX・ＩＴ化を取り入れて発展していく地域企業において
もこのデジタル人材は必要な存在だと言えます。

【背景から事業を行う目的】
デジタル人材は必要とされる人材となっており、そこに目を向けて
もらう事で将来の職業の選択肢を新たに見つけて欲しいと考えてい
ます。
私たち希望の教育委員会は地域の学生に向けてデジタル人材の存在
や必要性を学ぶ場とそこに近づくための技術を体験する事業を構築
します。多くの学生にこのデジタル人材という存在を認知してもらい、
新たな進路選択のひとつとして将来の方向性を考えるきっかけ作り
を行います。

【事業の内容】
4月例会では、プログラミング体験を通じてデジタル人材の基礎知識
や必要とされている背景、関連するデジタルリテラシーについて学
ぶことのできる事業を構築します。
　 8月例会では、デジタル人材に必要なデジタル技術を体験しても
らい、関連する職業や仕事内容、必要な資格等を学び、デジタル技
術を活用してこれからの社会がどのように変化していくのかという
発想力を養う事業を構築します。

【事業の結果】
地域の学生には必要とされているデジタル人材の存在を知ることに

より今までは知らなかった職業や仕事、それらに必要な知識を知る
ことで進路選択の幅を広げる事や将来像をイメージするきっかけに
なると考えます。これからのデジタル社会を生き抜くための必要な
知識のひとつとして役立つと言えます。将来この地域においても
DX・ＩＴ化を考えている企業に必要な人材を育成し、地域経済が発
展していく基盤を作ります。
メンバーにおいても、今後更にDX化を進める為の知識を学生と共に
学び、自己成長して頂く事を目的とします。

【会員拡大について】
　最後により魅力あるまちづくりを進めていくには地域に関心を持
ち、まちづくりを共に考えるこだま青年会議所の会員数も必要です。
この１年出会う人達にこだま青年会議所の活動を知ってもらう事、
これが会員増加のきっかけになると考えます。周知活動により、人
を集める団体でなく、人が集まる、持続可能な楽しい団体にしてい
きます。１年間よろしくお願いいたします。

【事業計画】
1.　4月例会の開催
2.　8月例会の開催
3.　4名の会員拡大をする

【事業予算】
520,000円

希望の教育委員会

委員長　渡辺  裕一
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【地域や時代背景】　
昨今では、女性の社会進出が増えジェンダーレス社会の実現に向け
て取り組みが進み、JC、仕事、家庭のバランスも変化し、JCへの関
わり方が多様化しております。女性の活躍が増える一方で受け入れ
る体制や、環境創りが必要だと考えます。さらに、在籍年数が短期
化しJCの仕組みや魅力を伝えられるメンバーが少ないことで、新入
会員へのフォローやコミュニケーション不足が発生し参加しづらい、
会の仕組みが分からないなどを原因に参加率が低下しております。
より持続可能な会を紡いでいく為に、時代の変化に沿った環境創り
や多様性を受け入れ、メンバー同士が繋がり尊重し合うことで会の
更なる成長へと繋げていく必要があります。 

【背景から事業を行う目的】　
交流サポート委員会は二つの目的を定め、一年間を通して役割を全
うして参ります。
一つ目は、女性会員や新入会員に会の仕組みの理解や魅力へ気付き
を与え、多様な活躍の仕方を選択できる環境創りを行います。また、
共に歩む家族や会社へもJCへの理解や共感を深め、メンバーが周り
からも応援してもらえる事で参加し易い環境を整えます。
二つ目は、新入会員をはじめ入会歴の浅いメンバーへ、コミュニケー
ション不足の解消やフォローを充実させ、誰一人取り残さないサポー
トをする事でＪＣの魅力を知ってもらいます。
さらに、委員会の垣根を超えた繋がりを醸成し、フォロワーメンバー
へも情報伝達しやすい環境創りを行い団結力に繋げます。

【事業の内容】
7月例会では、育LOMの取り組みを実践し、事業内容に沿った情報
発信や、より良い環境を創っていく為に家族・会社含めての意見交
換や交流の場を設けます。メンバーの家族や会社にもより会のこと
や体制、環境創りを認知していただく機会を作ることで、JC運動へ
の共感や理解を深め、メンバー誰もが活躍できる会になると考えます。
そして、年間通して新入会員をはじめ入会歴の浅いメンバーへ、会
の仕組みやメンバー同士をより知ってもらう機会としてＪＣ運動以
外での時間で四季折々に合わせたフランクな交流を行って参ります。

委員長連絡会議では、お互いの苦慮を分かち合い協力し合う事で、
委員長同士が団結し、情報発信を行う事で、誰一人取り残さない情
報共有を実現して参ります。

【事業の結果】　
多様な活躍の仕方ができる環境創りの結果、会がメンバーの多様性
を受け入れ、JC、仕事、家族との好循環へと繋がり、メリハリのあ
るJC運動が可能となり、メンバーの意識が向上し、参加率が増え、
発展と成長へと繋がります。
また、新入会員をはじめ入会歴の浅いメンバーは、積極的かつ丁寧
なサポートによって理解し、尊重し合うことでコミュニケーション
不足が改善し、会を理解する機会が増え楽しさを実感します。さら
に横の繋がりが強固となり、団結力が高まることで参加率の向上に
繋がり、持続可能な会を紡いでいけると考えます。

【会員拡大について】
　直前理事長の協力のもと、4人拡大します。
女性が輝いて活躍できるように、女性目線の意見や入会時に背中の
推せる体制、環境の創出により女性会員を一人でも多く入会に繋げ
る為に行動して参ります。
楽しむ気持ちを忘れず愛を以って一年間精一杯取り組んで参ります。
よろしくお願いいたします。

【事業計画】
1.　7月例会の開催
2.　会員の拡大

【事業予算】
100,000円　

交流サポート委員会

委員長　佐藤 亜耶乃
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（公社）こだま青年会議所
2023年度　予算総括表

（2023年1月1日～2023年12月31日）

（公社）こだま青年会議所
2023年度　特別会計収支予算書
（2023年1月1日～2023年12月31日）
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（公社）こだま青年会議所　2023年度 一般会計収支予算書
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（公社）こだま青年会議所
2022年度決算総括表

（2022年1月1日～ 2022年12月31日）

（公社）こだま青年会議所
2022年度　特別会計収支決算書
（2022年1月1日～ 2022年12月31日）
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（公社）こだま青年会議所　2022年度 一般会計収支決算書
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（公社）こだま青年会議所
特別会計貸借対照表
（2022年12月31日現在）

（公社）こだま青年会議所
特別会計正味財産増減計算書
（2022年1月1日～2022年12月31日）
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（公社）こだま青年会議所
一般会計貸借対照表
（2022年12月31日現在）

（公社）こだま青年会議所
一般会計正味財産増減計算書
（2022年1月1日～2022年12月31日）
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（公社）こだま青年会議所
什器備品明細表

（2022年12月31日現在）

（公社）こだま青年会議所
公益財産目録

（2022年1月1日～2022年12月31日）

理事長報告

2022年度　理事長　小田島  寛之

　まず初めに2022年度公益社団法人こだま青年会議所の運動に対し
多くのご支援、ご協力、ご指導、ご鞭撻を賜り誠にありがとうござ
いました。
2022年度は、アフターコロナを見据え従来通りの青年会議所運動を
取り戻したいとの想いでスローガンを「考動」とし、明るい豊かなま
ちの実現に向けて、たくさんの議論をメンバーと交わし、事業を計
画しました。しかしながら、ウィズコロナの状態は改善せず、思い
描く通りの事業構築が出来ない時期もございました。
ご協力、ご支援いただきました、たくさんの方々に対し申し訳ない
という気持ちと、メンバーに対しても、動ききれない、盛り上がり
きれないという、もどかしい気持ちにさせてしまったことに対し、
私自身の力不足を痛感致しました。そんな中でも前を向き、今でき
る最善を尽くし、事業構築してくれたメンバーへの尊敬と感謝の想
いで溢れています。
青少年育成委員会では、コミュニケーションの重要性を再認識する
ための事業の開催、経済的視点を養うためのマネーセミナーの開催。
研修交流委員会では、神流川橋の開通前式典として、花火の打上げ。
地域政策委員会では、公開討論会の開催とドローン冊子「BRIGHT」の
発刊、総務委員会では、理念の共感を深めるための講師例会、笑い
と涙で溢れる卒業式。全員拡大では、14名の拡大をさせていただき
ました。
年初に掲げた、【経験による知識の集積】　【持続可能な地域の創造】
　【成長を享受出来る組織】　【次代のための会員拡大】の項目に対し
て、基本理念である「事上磨錬」のように、実際の行動や実践を通じ
て知識や精神を磨き、達成出来たと実感しております。
また、本年の大きな成果の１つとしては、コロナ禍しか経験出来て
いないメンバーとともに、青年会議所事業のスケール感や対象の意
識変革運動を実践出来たことだと考えております。支えていただき
ました、スタッフ、専務、委員長を始めとするメンバーには、本当
に感謝しかありません。本当にありがとうございました。
最後になりますが、私自身全力で駆け抜けた1年間ではございますが、
事業を通じ至らない点も多々あったかと存じます。こだま青年会議
所の運動に対し、ご理解、ご協力、ご尽力いただきました、先輩諸

兄姉の皆さま、関係諸団体の皆さま、行政関係者の皆さまへ重ねて
厚く御礼申し上げます。
1年間本当にありがとうございました。

副理事長報告

地域政策・拡大担当 担当副理事長　坂本  雄平

2022年度、小田島理事長のもと地域政策委員会の副理事長を務めさ
せて頂きました。「考動」のスローガンをもとに地域政策委員会は1こ
だま青年会議所の運動姿勢を行政や地域住民に示すことで、未来の
地域経済に変化を与えられるような事業を行う。2公開討論会や訪問
を通じ、行政の在り方を捉え事業構築を行う。3担当副理事長運営の
もと、5名の会員拡大をする。の3つの役割を頂きました。行政、地
域団体や住民がデジタルテクノロジーを各分野で取り入れ効率的な
活動が可能になれば少子高齢化が一段と進む地域内で暮らしやすく
持続可能な地域の実現に役立ちます。そのような取組が活発になり
地域内外へ波及していくことで将来的には特定の産業の研究機関や支
社などがこの地域へ移転し雇用の創出や人口の流入など地域経済に変
化が現れてくると考えます。そのような土壌をつくるきっかけづくり
として根岸委員長率いる地域政策委員会はドローンとこの地域の農業、
教育、観光という3つの資源を掛け合わせそれぞれワークショップを
行いアンケートやデータ収集を行いました。それらのデータをまとめ
この地域でドローン活用が有用であるという内容の本を作成し各所へ
周知まで繋げました。新型コロナウィルスへの対応を考慮しながら例
会構築を最後までやり遂げたことは根岸委員長はもとより多くのメン
バーが「考動」をしていった結果だと確信いたします。

【1月例会】
1月例会はデジタルツールを活用した本庄市長選立候補表明者公開討
論会を開催する予定でしたが各候補者と時勢を鑑み中止とさせて頂
きました。開催間際まで検討を重ね中止の判断はとても難しいもの
でした。一方で公開討論会について根岸委員長と地域政策委員会の
メンバーはより深く考えるきっかけになりました。公開討論会の意
義やしくみについて一段深い考察が可能になったことで今後のこだ

ま青年会議所の公開討論会運営に多く貢献できたと思います。その
ことはこの地域の住民が首長や議員を選択する機会を最大化するこ
とに繋がります。

【4月例会】
4月例会、上里町長選挙立候補表明者公開討論会の開催となりました。
会場はより多くの方達の目に触れてほしいとの思いからイオンタウン
上里としました。当日の内容を録画した後、動画配信という形で例会
を構築しました。今まで公開討論会にはない会場設定と動画配信とい
う難しい例会構築でしたが多くの方に当日の動画は届きました。また
あらゆる方々から良い面悪い面と反響も頂けたことが今までとは異な
る形で影響を残せたと思います。一方でアンケート回収件数が伸び悩
んだことや若年層への届け方は事前準備や回収までのしくみの部分で
多くの課題を引継ぎました。また商業施設での映像音声収録という難
しさも引継ぎます。現在ある技術を活用し地域資源とうまくさせるこ
とにより今より少し暮らしやすい地域の姿を行政や住民へ提案する試
みの第一歩として有意義な時間になったと感じます。

【10月例会】
10月例会先端技術の導入と地域資源の活用ではこの地域でのドロー
ン活用の有用性を説明するためにデータ収集やアンケート調査を行
うため農業、教育、観光に焦点をしぼり7月から8月末まで3日にわ
たって行ってきたワークショップを行いました。それらの収集した
データを「BRIGHT」という一冊の本にまとめ地域へ発表しました。例
会自体は有識者とメンバーを会場に集め「BRIGHT」の説明と吉田市長
をはじめ学術界からも多くのコメントを頂き映像収録という形にな
りました。その内容は本と共に映像としても残る形で多くの方に視
聴頂きました。また本は本例会に携わっていただいた多く方達と地
域の各団体、図書館などを中心とする公共施設に配布し一般の方々
にも目を通して頂けるように配布しました。例会後、各行政の首長
や農協へ委員長が説明しながら本を手渡す中で多くの方が前向きな
活用方法をお話していただけました。埼玉県とも引き続き連帯でき
るような関係性の中でしっかりと結果を出せた10月例会になったと
感じました。例会当日は多くの良い点もあった一方で細かな設えや
進行等で改善点もあったことを後世へつなげていただきました。今
後こだま地域でドローン活用の議論が活発になっていく土壌をつく
れること多くの方に引き続きご協力いただければと思います。

【最後に】
不安定な環境の中でも沢山の事を吸収し根岸委員長はBRIGHTの製本
を果たしました。自身の研究した結果と多くのメンバーに支えられ
て今後の地域に必要とされる成果物を残せたことはとても素晴らし
いことだと思います。皆様にはこれからこの本が多くの行政関係者
や地域団体、住民から読まれ地域の意識がどんどん進化していける
ようお力添えを頂ければと思います。また一年を通して委員会メン
バーはもとより多くのLOMメンバーととても強い絆を育めていたと
感じました。それは根岸委員長が今年しっかり踏ん張りメンバーが
共感してくれた結果かと思います。今後も上手くいかなかった経験
も含め多くの想いやメンバーへの感謝の気持ちを大切にしていって
いただければと思います。
最後に資料や例会設えなど細かいところまでこだわって取り組んで
いくことで事業に対しての姿勢を表現することもとても大切なこと
だと感じました。メンバーや関わっている人達から応援されている
という意識を自信に変え今後も励んでいっていただければ幸いです。
2022年度の副理事長という難しい役割を頂き沢山の事を勉強させて
頂きました。その機会を頂いた小田島理事長
には感謝の気持ちとまたご協力いただきましたすべての皆様に御礼
を申し上げ副理事長報告とさせていただきます。

副理事長報告

青少年育成委員会　担当副理事長　井上　峰

　こだま青年会議所2022年度、小田島理事長の掲げるスローガン～
考動～のもと、明るい豊かなまちの実現のため歩み出した54年目に
青少年育成委員会を担当させて頂き皆様に大変お世話になりました。
時代の変化を柔軟に捉え、昨今の時代背景の中、こだま地域を愛し
情熱を注ぐスタッフメンバー、そして岩佐委員長をはじめ、副委員長、
委員会メンバーにおかれましては1年間本当にお疲れ様でした。また
LOMメンバーと共に過ごせた時間は、気付きも多く生涯忘れること
のない大切な経験となりました。
 4月第2例会謎解きクエストでは、デジタル化が進み生活が便利に
なった一方で、文字や画面を通じて情報共有する時代となり人と人

の関わりが苦手な子ども達が増えてきている背景から未来を切り拓
くにはコミュニケーション力をつけることが重要であることを目的
とし、こだま地域の小学生4・5・6年生を対象に事業を行いました。
何度も委員会を行い議論を重ね事業に参加した子どもたちが、どう
変化するのかを考えました。コミュニケーションをとりながら問題
を解いていくという手法で参加された子どもたちからも「みんなと協
力すると、難しい問題も簡単に解けたと感じました」「はじめて話し
た子と協力しあえて楽しかった」「コミュニケーションをとる力をつ
けていきたい」などアンケートを頂き、委員会として目的を達成でき
たと強く感じました。
 8月例会　お金について学ぼう～お金の大切さ、親への感謝～では、
インターネットや通信機器の進化に伴いお金や物に関する価値感が
薄れてしまっている子ども達が増えてきている。 親としても子供に
対し、将来お金に困ってほしくはないと思ってはいるものの金融に
対しての勉強を学んでこなかったが故に中々教えることができない
背景からお金というものに興味をもってもらい楽しみながらお金の
大切さ、ありがたさを親子で共有し、経済的視点を養うことができる。
また、経済的視点を養うことで生き抜く力を高め、将来豊かな生活
が送れる人材への育成を目的とし、こだま地域の小学生全学年の子
どもたち、保護者を対象にし事業を行いました。一般社団法人　日
本こどもの生き抜く力育成協会の金井雅美様を講師でお招きし、お
店屋さんごっこという手法を用いて、働いてお金を得ることの疑似
体験を行い、お金は無限にあるものではないというお金の価値観、
お金の大切さ、働くことの面白さを学び、知ることで将来豊かな生
活が送れる第一歩となる内容で行わさせていただきました。本事業
を通じ、全員の子供達が「お金の大切さ」を学ぶことができた。「親へ
の感謝」の気持ちが高まったと回答があり、また本事業を通じ、全員
の保護者の方達が「子供へのお金の学び」は大切だと感じたと回答も
あり、「今後、子供のために金融教育を始めたい。お金の使い方につ
いても学ばせたい」など多数の意見をもらうことができ、青少年育成
委員会として目的を伝えられたと確信いたしました。
　1年を通し青少年育成委員会のメンバーと子供たちの未来について
語り合い共有した時間は卒業年の私にとっても貴重な1年でした。
また2022年度こだま青年会議所第54代小田島理事長におかれまして
も副理事長という役職に任命していただいた事に感謝いたします。
共に過ごした時間は私にとって本当に幸せでした。1年間ありがとう
ございました。

副理事長報告

総務・研修交流・拡大　担当副理事長　内藤  大河

2022年度総務委員会と研修交流委員会の担当副理事長として大変お
世話になりました。思い返せば金井委員長と佐田委員長にはご迷惑
をお掛けしっぱなしの1年間だったと感じます。金井委員長は放って
おいてもやってくれる委員長だからとあまりコミットできなかった
ですね。「あまり頼りたくない」と言っておりましたが、同時に「やり
きれなかった部分もあって後悔している」と仰っておりました。私自
身ももっと支えてあげれば良かったと後悔です。総務委員会は5月例
会と12月例会を開催しました。
5月例会は理念の共有について学ぶ事でメンバー個々で、仕事、JC運
動での活発化を図る。理念を共有する事で、青年会議所運動への理
解を深める。という2つの目的の基対内例会を開催しました。残念な
がら私が仕事のためweb参加となりましたが、とてもメンバーのた
めになる良い時間を過ごせたと感じます。報告で成果としても大成
功な検証となっております。
12月例会は卒業式を開催しました。本年はこだまの本拠地である本
庄商工会議所を会場としましたが、やはりホームでやる意義がとて
も感じられる内容だったと感じました。笑い・涙と卒業式らしい感
情や例年とは違ったスケジュールで行ったことも今後に繋がるとて
も有意義な時間であったと確信しました。
1年を通じて総務としての役割をしっかりと全うしていただきありが
とうございました。理事会や総会運営を円滑に進めていただき、また
議事録や各種資料もしっかりと纏めていただき感謝しかありません。
金井委員長は上を目指すべき人財であると確信しておりますので、今
後もJCライフを楽しんで邁進していただくようお願いします。また、
総務委員会メンバーの皆様も次年度様々な役職に就かれますが、益々
ご活躍させると確信しております。不甲斐ない副理事長だったと感じ
ておりますが、1年間担当させていただきありがとうございました！
そして研修交流委員会、佐田委員長1年間本当に頑張りました。予定
者の段階から「花火をやりたい！」その時からずっと走りっぱなしで
した。進んでは壁にぶつかりとその連続でした。時にはお互いに感
情的になり、委員長の想いを知りたいからと冷たく接した時もあれば、
私への不満を仰っていただきました。しかしながら心折れる事無く
常に前を向いて、とうとう花火が打ち上がった時は感動しました。

そんな思い出を記載させていただきます。
3月例会ではJCの交流を深めるための例会を開催しました。皆様の交
流と懇親を深め、面白い時間を過ごしながら最後に花火を打ち上げ
ました。その時に国交省の申請書類を学んだ事と11月例会に向けた
団結を深めた事が繋がった良い例会であったと確信しました。
11月例会では本当に苦労しながらやっとの想いで開催する事ができ
ました。会場に紆余曲折し、選定した際には様々な問題が発生し、
全メンバーのご協力が結集した例会になりました。例会後はメンバー
の笑顔、そして地域住民の笑顔が見られたまさに委員長が掲げた目
的が達せられた瞬間でした。ここでも書ききれないぐらいたくさん
の思い出がありましたね。
佐田委員長が思い描くような副理事長ではなかったかもしれません
が、想いを貫き通す姿は私自身も委員会メンバーも尊敬に値します。
そして何より今井副委員長がしっかりと支えていただいたおかげで
す。彼がいたからこそ事業を大成功に導いてくれました。感謝を忘
れず、次年度以降も活躍してください。また、研修交流委員会メンバー
の皆様は佐田委員長の背中をしっかりと見てきたと感じております。
その背中を見習い、今後のJCライフを邁進していただければ幸いです。
1年間ありがとうございました！
最後に小田島理事長、副理事長に指名していただきありがとうござ
いました！あなたの副理事長で良かった！スタートから迷惑をいっ
ぱい掛けましたがしっかり1年間JCに居れました（笑）多くは記載しま
せんが、尊敬すべき理事長です。本当にお世話になりました。そし
てスタッフの皆様卒業おめでとうございます！ 1名違う意味ですが。
皆様から教わった事を大切にしながらいつか年齢的な後輩に同じ事
を言えるような人間になりたいと感じております。今後はサポート
会員として後輩の後押ししながら坂本副理事長が帰ってこれる環境
づくりをしましょう。全ての皆様に感謝と御礼申し上げ副理事長報
告とさせていただきます。1年間本当にお世話になりました。

地域政策委員会報告

委員長　根岸  正典

　2022年度地域政策委員会の事業にご協力下さいまして、理事長を
はじめ理事の方々、坂本副理事長をはじめとします委員会の皆様、
誠にありがとうございました。1年間委員長職を全う出来たのも皆様
のご協力あっての事と存じます。
　振り返ると、１月例会本庄市長選挙立候補表明者公開討論会では
本庄市の首長を決める大切な選挙で、立候補予定者の考えを広く住
民に知って頂く機会を提供する事と投票率向上を目的とし準備して
参りました。今回の本庄市長選挙は選挙権が18歳以上になってから
初めて行う市長選挙となり、投票率向上が期待されている選挙でも
ありました。結果的には公開討論会対抗不在という形で中止となり
ましたが、投票が行われた平成30年の市長選挙と比べ投票率が2.62
ポイント向上し、市民の政治に対する関心はもちろんの事、メンバー
の意識向上にも繋がった事業であったと思います。
上里町長立候補表明者公開討論会ではイオンタウン上里の一部を使
用させて頂き、公開討論会目的で来場される方以外の住民の方々も
ターゲットとした事業を行い、立候補表明者4名の政策を聞いて頂き
ました。コーディネーターを含め、こだま青年会議所としても初め
て行う会場での公開討論会で不安も多々ありましたが、様々な方か
らご協力を賜りました結果、当日来場者210名、WEB視聴者274名、
計484名の一般参加者の動員をする事が出来ました。私個人としま
しては、例会終了後に数多くの公開討論会に携わってきたコーディ
ネーターの方が、コロナ禍であるのも関わらず過去の町長選挙公開
討論会の中で最も動員数が多かったとお話下さった事が1番の成果で
あり、今後の公開討論会の可能性を広げられた事業であったと思い
ました。
10月例会は先端技術、主にドローンを用いて既存の地域資源に活力
を与える事を目的としガイドブック「BRIGHT」を制作し発表致しまし
た。本書を制作するにあたり、農業、教育、観光の分野でワークショッ
プをそれぞれ開催し、各分野におけるドローンの有効性を検証して
参りました。検証の中でこだま地域の各首長から今後も地域の色を
生かしたドローン活用を推進していくとのお話があり、小田島理事
長が所信で掲げる「地域資源と新たな産業とのシナジーを創造する」
という目的の礎を築く事が出来たのではないかと自負致します。

私としましては2021年に基本方針を作成している段階から、ある程
度2022年度地域政策委員会の着地点を想像し、構想を練ってきまし
たが、良くも悪くも想像通りで大きく内容や結果が逸脱される事は
ありませんでした。良かった点はイメージしたものを１年間かけて
作り上げてきたものに対して成果を出す事で自信が付いたことです
が、今あるものを組み合わせてきたに過ぎません。よって0から1を
生み出した上で成果を上げる事は出来ませんでした。しかしながら、
私は入会時から自分の持っているものを会に提供し、会やまちが良
くなっていく事を通じて、私自身の方向性を確認する事を目的とし
てきました。それは小田島理事長が2022年度第1回理事予定者会議
でお話をされた「来年の目標を設定し、１年が終わった時にその目標
が達成出来たかを確認して欲しい」という言葉でも同様の目標を設定
しました。青年会議所にとってそれが良い事なのかは分かりませんが、
私としての小さな成功体験が増え、その成功体験を次年度以降の委
員長に伝え、委員会運営の一助とする事が様々な機会を提供下さっ
た方々への恩返しだと信じております。とは言っても上手くいくこ
とばかりではなく、イレギュラーも多々ありメンバーの皆様にもご
迷惑をお掛けする事もございました。しかし委員長をやって大変だっ
た、辛かったという事ではなく、どうすれば大変ではなくなるのか
を私なりに勉強させて頂きましたので、今年度経験させて頂いた事
を今後にも生かしていきたいと思います。
結びに小田島理事長をはじめ、スタッフの皆様、ご協力下さいまし
たメンバーの皆様へ重ねて御礼を申し上げ、地域政策委員会委員会
報告とさせて頂きます。

青少年育成委員会報告

委員長　岩佐  敏充

　こだま青年会議所2022年度、小田島理事長の掲げる「考動」のス
ローガンのもと、青少年育成委員会の委員長として1年間全うするこ
とが出来ました。私たち、青少年育成委員会ではこだま地域の子ど
も達に対し「コミュニケーション力の向上」と「金融リテラシーの向
上」が将来を生き抜く力と考え、事業構築して参りました。諸先輩方
をはじめ、メンバーの皆様に支えて頂き、貴重な1年間を過ごすこと

が出来ました。本当にありがとうございました。

【4月第2例会】
『謎解きクエスト～未来を切り拓くにはコミュニケーションから～』
では、近年デジタル化が進み生活が便利になった一方で、文字や画
面を通じて情報共有する時代となり、人と人の関わりが苦手な子ど
も達が増えてきている時代背景から、子ども達が将来の時代変化に
対応できる人材になるにはコミュニケーション力をつけることが重
要であると考え、事業を行いました。参加された子どもたちからは「み
んなと協力すると、難しい問題も簡単に解けたと感じました」「はじ
めて話した子と協力し合えて楽しかった」「コミュニケーションをと
る力をつけていきたい」など多くのアンケートを頂きました。親御様
からは「ぜひまた開催してほしい」「家で子どもとの会話が増えまし
た」と御礼のメールを頂き、委員会としても目的を達成でき、開催し
て本当に良かったと感じることができました。。

【8月例会】
『お金について学ぼう～お金の大切さ、親への感謝～』では、インター
ネットや通信機器の進化に伴いお金や物に関する価値観が薄れてし
まっている子ども達が増えてきている。 親としても子供に対し、将
来お金に困ってほしくはないと思ってはいるものの金融に対しての
勉強を学んでこなかった方が多く、中々子どもに教えることができ
ない背景からお金というものに興味をもってもらい楽しみながらお
金の大切さ、ありがたさを親子で共有し、経済的視点を養うことが
できる。また、経済的視点を養うことで生き抜く力を高め、将来、
豊かな生活が送れる人材への育成を目的とし、こだま地域の小学生
の子ども達、保護者を対象に事業を行いました。(一般社団法人)日
本こどもの生き抜く力育成協会の講師の方をお招きし、お金の価値観、
お金の大切さ、働くことの面白さを学び、知ることで将来豊かな生
活が送れるようにとの想いから事業を行いました。参加された全員
の子ども達が「お金の大切さ」を学ぶことができた。「親への感謝」の
気持ちが高まったと回答がありました。また、全員の保護者の方達
が「子どもへのお金の学び」は大切だと感じたと回答もあり、「今後、
子どものために金融教育を始めたい。お金の使い方についても学ば
せたい」また、子どもから「パパママいつも働いてくれてありがとう」
の言葉をもらったとの声もいただく事ができ、委員会としても目的
を伝えられたと感じることができました。

【最後に】
　2度目の委員長を経験させていただき小田島理事長ありがとうござ
いました。1度目では難しかった委員会運営が今回はできたと感じて
おります。それができたのも委員会メンバー皆様のご協力と担当副
理事長が井上副理事長だったからだと感じております。生意気言っ
たことも多々ありましたが、助けていただき本当にありがとうござ
いました。最高の仲間と1年間運動できたこと。心から感謝いたします。
そして、1年間支えてくれたLOMメンバーの皆様本当にありがとう
ございました。

研修交流委員会報告

委員長　佐田  行範

2022年度は大変お世話になりました。初めての事が多く至らない場
面ばかりではございましたが、皆様の温かいご指導のおかげで、1年
間走り切ることが出来ました。誠に有難うございました。この１年
間を自信に変え新たな目標に向け邁進して参りますので、皆様のご
指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
私は研修交流委員会の委員長をお預かりする際、理事長から「やりた
い事をやりなさい」とお言葉をいただき、今の自分に何ができるのだ
ろう、地域、メンバーに対して何がやりたいのだろうと考動して参
りました。そこで地域住民が笑顔になる事業を行うことで、対内が
活気に溢れ、絆が強くなると確信し事業構築を致しました。３月例
会ではメンバーの研修交流の場として、BBQを行いました。懇親会
や食事会が困難な社会情勢の中ではありましたが、皆様の笑顔に触
れることができとても良い例会であったと感じました。そして11月
例会では委員会の集大成となる開通前式典花火を行いました。実行
委員会を通し、多くのメンバーと研修、交流しながら様々な課題に
立ち向かい、乗り越えて来ました。そして地域住民が笑顔になり、
メンバーの絆もより深くなったと確信しています。また関係諸団体
から称賛のお言葉をいただくことができ、地域にとってこだま青年
会議所は大切な存在であると改めて認識していただく機会となりま
した。そして2022年度のメンバーは私にとって大切な存在となりま
した。

研修交流委員会の目標としましては「みんな仲良く、みんな笑顔」を
テーマとし、委員会運動を行ってきました。私はその姿勢が全メン
バーそして地域住民に伝わり笑顔溢れる豊なまちになると信じたか
らです。委員会を行う度たくさんの意見を出し合いメンバーのお店
で交流をしてきました。誰かが笑顔でないときは他のメンバーが笑
顔にする良い関係が築けました。11月例会では委員会メンバー一人
一人が当事者意識を持ち事業に対し真剣に向き合っていただきまし
た。１年間本当に有難うございました。
　この一年を通し笑顔でいる大切さ、地域には活力溢れる企業や団
体があることに気づくことが出来ました。自分自身が大きく変わっ
たことは誰かを信じことが出来るようになりました。信念を持ち続
け仲間を信じれば何事も成し遂げられることに気づけた楽しい一年
でした。研修交流委員会の運動にご協力いただきましたメンバーの
皆様本当に有難うございました。

総務委員会報告

委員長　金井  大樹

　2022年度ご協力頂きました皆様、大変お世話になりました。総務
委員長として1年間を無事に終える事が出来ました事、ありがとうご
ざいました。
　報告を書くにあたり、1年を振り返りますと沢山の出来事があった
なと改めて思い返されます。
　5月例会では、メンバー個々の志向や行動に着目し、理念の共有と
題しまして、講師例会を行いました。理事長からの発信と、講師に
よるセルフカウンセリングにより、会に対しての理解を深め、自分
を見つめ直す機会になりました。
　12月例会では、卒業式を実施し、卒業生の想いや思い出をメンバー
に共有する機会を作り、迫る2023年度へ向けてスタートを切ること
が出来たと感じております。涙あり、笑いありの心に残る卒業式が
出来たと感じております。
　1年間、資料や議事録作成、会場準備など目まぐるしく進んでいく
青年会議所運動にしがみついていた1年間だったと今感じております。
始めは、自分一人で出来る事をこなしていければと甘い考えでしたが、

協力者がいて、みんなで作り上げて行く事に青年会議所運動の醍醐
味があるのだと今は考えが変わりました。
　個人としても2022年は、変化の多い一年でしたが、他の3委員会
委員長の変化、成長、結果を見て、悔しさもあり、誇れる仲間が出
来たと実感しております。
　2022年、至らぬ点、ご迷惑をお掛けした事が多くあったと思いま
すが、変化を共にしたメンバー、御協力頂きました皆様に再度感謝
を申し上げ、2022年度総務委員会委員長報告とさせて頂きます。本
当にありがとうございました。

出向者報告
埼玉ブロック協議会　LOM交流支援委員会

ＬＯＭ交流支援委員会　委員長　長沼　克

　2022年度、公益社団法人日本青年会議所関東地区埼玉ブロック協議
会ＬＯＭ交流支援委員会の委員長として出向させていただきました。
　まずは小田島理事長をはじめ、メンバーの皆様には多大なるご協
力をいただき、誠にありがとうございました。出向は1人では出来なく、
メンバーの協力あって出向できるものだと改めて感じたとともに、
こだま青年会議所の皆様には感謝御礼申し上げます。
今年は、限界を超えろ～一人一人の成長が持続可能な埼玉を創る～
のもとに、委員会として6事業・1運営を上程しました。
青少年事業であるＪＣカップ、政策事業である公開討論会、交流事
業であるスタートアップ埼玉ブロック2022、秋の大運動会、拡大褒
章事業、会頭訪問事業と多岐にわたる事業を構築させていただきま
した。
　毎週行われる会議に向けて議案の準備や委員会の設営・運営、事
業の準備等、多岐にわたる業務を行いながら感じたことは、自身の
成長はもとより、委員会メンバーにどういう経験や成長を与えられ
るか、新たな魅力を伝えられるかを考えながら1年間邁進して参りま
した。
　どのようなことが伝えられたかは分かりませんが、1年間お互いに
切磋琢磨しながら過ごしたメンバーとは、今後も支え合える大きな
絆が生まれたことは間違いありません。
　また、埼玉ブロック協議会の役員という役職で1年間活動させてい
ただきまして、たくさんの学びを得ることが出来ました。見えなかっ
たものが見えるようになり、感じれなかったことが感じれるように
なり、出来なかったことが出来るようになりました。当初はそういっ
た世界が見れるとは想像もしていませんでしたが、事業が終わるに
つれて、自身の成長を本当に感じることが出来ましたし、多角的に
物事を捉えることが出来るようになり、自身におけるこれからのビ
ジョンを描くことも出来ました。
　それは他のたくさんのメンバーと価値観を共有し、磨き合うこと
で生まれ、必ず成長につながり、出向の最大の魅力はここにあり、
と感じることが出来ました。
　そのような機会をいただけたことは本当に感謝しております。こ

の埼玉ブロック協議会の役員という貴重な経験から得たものをメン
バーに伝えていき、今後のこだま青年会議所の発展に寄与し、邁進
して参ります。1年間ご協力いただきまして本当にありがとうござい
ました。
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理事長報告

2022年度　理事長　小田島  寛之

　まず初めに2022年度公益社団法人こだま青年会議所の運動に対し
多くのご支援、ご協力、ご指導、ご鞭撻を賜り誠にありがとうござ
いました。
2022年度は、アフターコロナを見据え従来通りの青年会議所運動を
取り戻したいとの想いでスローガンを「考動」とし、明るい豊かなま
ちの実現に向けて、たくさんの議論をメンバーと交わし、事業を計
画しました。しかしながら、ウィズコロナの状態は改善せず、思い
描く通りの事業構築が出来ない時期もございました。
ご協力、ご支援いただきました、たくさんの方々に対し申し訳ない
という気持ちと、メンバーに対しても、動ききれない、盛り上がり
きれないという、もどかしい気持ちにさせてしまったことに対し、
私自身の力不足を痛感致しました。そんな中でも前を向き、今でき
る最善を尽くし、事業構築してくれたメンバーへの尊敬と感謝の想
いで溢れています。
青少年育成委員会では、コミュニケーションの重要性を再認識する
ための事業の開催、経済的視点を養うためのマネーセミナーの開催。
研修交流委員会では、神流川橋の開通前式典として、花火の打上げ。
地域政策委員会では、公開討論会の開催とドローン冊子「BRIGHT」の
発刊、総務委員会では、理念の共感を深めるための講師例会、笑い
と涙で溢れる卒業式。全員拡大では、14名の拡大をさせていただき
ました。
年初に掲げた、【経験による知識の集積】　【持続可能な地域の創造】
　【成長を享受出来る組織】　【次代のための会員拡大】の項目に対し
て、基本理念である「事上磨錬」のように、実際の行動や実践を通じ
て知識や精神を磨き、達成出来たと実感しております。
また、本年の大きな成果の１つとしては、コロナ禍しか経験出来て
いないメンバーとともに、青年会議所事業のスケール感や対象の意
識変革運動を実践出来たことだと考えております。支えていただき
ました、スタッフ、専務、委員長を始めとするメンバーには、本当
に感謝しかありません。本当にありがとうございました。
最後になりますが、私自身全力で駆け抜けた1年間ではございますが、
事業を通じ至らない点も多々あったかと存じます。こだま青年会議
所の運動に対し、ご理解、ご協力、ご尽力いただきました、先輩諸

兄姉の皆さま、関係諸団体の皆さま、行政関係者の皆さまへ重ねて
厚く御礼申し上げます。
1年間本当にありがとうございました。

副理事長報告

地域政策・拡大担当 担当副理事長　坂本  雄平

2022年度、小田島理事長のもと地域政策委員会の副理事長を務めさ
せて頂きました。「考動」のスローガンをもとに地域政策委員会は1こ
だま青年会議所の運動姿勢を行政や地域住民に示すことで、未来の
地域経済に変化を与えられるような事業を行う。2公開討論会や訪問
を通じ、行政の在り方を捉え事業構築を行う。3担当副理事長運営の
もと、5名の会員拡大をする。の3つの役割を頂きました。行政、地
域団体や住民がデジタルテクノロジーを各分野で取り入れ効率的な
活動が可能になれば少子高齢化が一段と進む地域内で暮らしやすく
持続可能な地域の実現に役立ちます。そのような取組が活発になり
地域内外へ波及していくことで将来的には特定の産業の研究機関や支
社などがこの地域へ移転し雇用の創出や人口の流入など地域経済に変
化が現れてくると考えます。そのような土壌をつくるきっかけづくり
として根岸委員長率いる地域政策委員会はドローンとこの地域の農業、
教育、観光という3つの資源を掛け合わせそれぞれワークショップを
行いアンケートやデータ収集を行いました。それらのデータをまとめ
この地域でドローン活用が有用であるという内容の本を作成し各所へ
周知まで繋げました。新型コロナウィルスへの対応を考慮しながら例
会構築を最後までやり遂げたことは根岸委員長はもとより多くのメン
バーが「考動」をしていった結果だと確信いたします。

【1月例会】
1月例会はデジタルツールを活用した本庄市長選立候補表明者公開討
論会を開催する予定でしたが各候補者と時勢を鑑み中止とさせて頂
きました。開催間際まで検討を重ね中止の判断はとても難しいもの
でした。一方で公開討論会について根岸委員長と地域政策委員会の
メンバーはより深く考えるきっかけになりました。公開討論会の意
義やしくみについて一段深い考察が可能になったことで今後のこだ

ま青年会議所の公開討論会運営に多く貢献できたと思います。その
ことはこの地域の住民が首長や議員を選択する機会を最大化するこ
とに繋がります。

【4月例会】
4月例会、上里町長選挙立候補表明者公開討論会の開催となりました。
会場はより多くの方達の目に触れてほしいとの思いからイオンタウン
上里としました。当日の内容を録画した後、動画配信という形で例会
を構築しました。今まで公開討論会にはない会場設定と動画配信とい
う難しい例会構築でしたが多くの方に当日の動画は届きました。また
あらゆる方々から良い面悪い面と反響も頂けたことが今までとは異な
る形で影響を残せたと思います。一方でアンケート回収件数が伸び悩
んだことや若年層への届け方は事前準備や回収までのしくみの部分で
多くの課題を引継ぎました。また商業施設での映像音声収録という難
しさも引継ぎます。現在ある技術を活用し地域資源とうまくさせるこ
とにより今より少し暮らしやすい地域の姿を行政や住民へ提案する試
みの第一歩として有意義な時間になったと感じます。

【10月例会】
10月例会先端技術の導入と地域資源の活用ではこの地域でのドロー
ン活用の有用性を説明するためにデータ収集やアンケート調査を行
うため農業、教育、観光に焦点をしぼり7月から8月末まで3日にわ
たって行ってきたワークショップを行いました。それらの収集した
データを「BRIGHT」という一冊の本にまとめ地域へ発表しました。例
会自体は有識者とメンバーを会場に集め「BRIGHT」の説明と吉田市長
をはじめ学術界からも多くのコメントを頂き映像収録という形にな
りました。その内容は本と共に映像としても残る形で多くの方に視
聴頂きました。また本は本例会に携わっていただいた多く方達と地
域の各団体、図書館などを中心とする公共施設に配布し一般の方々
にも目を通して頂けるように配布しました。例会後、各行政の首長
や農協へ委員長が説明しながら本を手渡す中で多くの方が前向きな
活用方法をお話していただけました。埼玉県とも引き続き連帯でき
るような関係性の中でしっかりと結果を出せた10月例会になったと
感じました。例会当日は多くの良い点もあった一方で細かな設えや
進行等で改善点もあったことを後世へつなげていただきました。今
後こだま地域でドローン活用の議論が活発になっていく土壌をつく
れること多くの方に引き続きご協力いただければと思います。

【最後に】
不安定な環境の中でも沢山の事を吸収し根岸委員長はBRIGHTの製本
を果たしました。自身の研究した結果と多くのメンバーに支えられ
て今後の地域に必要とされる成果物を残せたことはとても素晴らし
いことだと思います。皆様にはこれからこの本が多くの行政関係者
や地域団体、住民から読まれ地域の意識がどんどん進化していける
ようお力添えを頂ければと思います。また一年を通して委員会メン
バーはもとより多くのLOMメンバーととても強い絆を育めていたと
感じました。それは根岸委員長が今年しっかり踏ん張りメンバーが
共感してくれた結果かと思います。今後も上手くいかなかった経験
も含め多くの想いやメンバーへの感謝の気持ちを大切にしていって
いただければと思います。
最後に資料や例会設えなど細かいところまでこだわって取り組んで
いくことで事業に対しての姿勢を表現することもとても大切なこと
だと感じました。メンバーや関わっている人達から応援されている
という意識を自信に変え今後も励んでいっていただければ幸いです。
2022年度の副理事長という難しい役割を頂き沢山の事を勉強させて
頂きました。その機会を頂いた小田島理事長
には感謝の気持ちとまたご協力いただきましたすべての皆様に御礼
を申し上げ副理事長報告とさせていただきます。

副理事長報告

青少年育成委員会　担当副理事長　井上　峰

　こだま青年会議所2022年度、小田島理事長の掲げるスローガン～
考動～のもと、明るい豊かなまちの実現のため歩み出した54年目に
青少年育成委員会を担当させて頂き皆様に大変お世話になりました。
時代の変化を柔軟に捉え、昨今の時代背景の中、こだま地域を愛し
情熱を注ぐスタッフメンバー、そして岩佐委員長をはじめ、副委員長、
委員会メンバーにおかれましては1年間本当にお疲れ様でした。また
LOMメンバーと共に過ごせた時間は、気付きも多く生涯忘れること
のない大切な経験となりました。
 4月第2例会謎解きクエストでは、デジタル化が進み生活が便利に
なった一方で、文字や画面を通じて情報共有する時代となり人と人

の関わりが苦手な子ども達が増えてきている背景から未来を切り拓
くにはコミュニケーション力をつけることが重要であることを目的
とし、こだま地域の小学生4・5・6年生を対象に事業を行いました。
何度も委員会を行い議論を重ね事業に参加した子どもたちが、どう
変化するのかを考えました。コミュニケーションをとりながら問題
を解いていくという手法で参加された子どもたちからも「みんなと協
力すると、難しい問題も簡単に解けたと感じました」「はじめて話し
た子と協力しあえて楽しかった」「コミュニケーションをとる力をつ
けていきたい」などアンケートを頂き、委員会として目的を達成でき
たと強く感じました。
 8月例会　お金について学ぼう～お金の大切さ、親への感謝～では、
インターネットや通信機器の進化に伴いお金や物に関する価値感が
薄れてしまっている子ども達が増えてきている。 親としても子供に
対し、将来お金に困ってほしくはないと思ってはいるものの金融に
対しての勉強を学んでこなかったが故に中々教えることができない
背景からお金というものに興味をもってもらい楽しみながらお金の
大切さ、ありがたさを親子で共有し、経済的視点を養うことができる。
また、経済的視点を養うことで生き抜く力を高め、将来豊かな生活
が送れる人材への育成を目的とし、こだま地域の小学生全学年の子
どもたち、保護者を対象にし事業を行いました。一般社団法人　日
本こどもの生き抜く力育成協会の金井雅美様を講師でお招きし、お
店屋さんごっこという手法を用いて、働いてお金を得ることの疑似
体験を行い、お金は無限にあるものではないというお金の価値観、
お金の大切さ、働くことの面白さを学び、知ることで将来豊かな生
活が送れる第一歩となる内容で行わさせていただきました。本事業
を通じ、全員の子供達が「お金の大切さ」を学ぶことができた。「親へ
の感謝」の気持ちが高まったと回答があり、また本事業を通じ、全員
の保護者の方達が「子供へのお金の学び」は大切だと感じたと回答も
あり、「今後、子供のために金融教育を始めたい。お金の使い方につ
いても学ばせたい」など多数の意見をもらうことができ、青少年育成
委員会として目的を伝えられたと確信いたしました。
　1年を通し青少年育成委員会のメンバーと子供たちの未来について
語り合い共有した時間は卒業年の私にとっても貴重な1年でした。
また2022年度こだま青年会議所第54代小田島理事長におかれまして
も副理事長という役職に任命していただいた事に感謝いたします。
共に過ごした時間は私にとって本当に幸せでした。1年間ありがとう
ございました。

副理事長報告

総務・研修交流・拡大　担当副理事長　内藤  大河

2022年度総務委員会と研修交流委員会の担当副理事長として大変お
世話になりました。思い返せば金井委員長と佐田委員長にはご迷惑
をお掛けしっぱなしの1年間だったと感じます。金井委員長は放って
おいてもやってくれる委員長だからとあまりコミットできなかった
ですね。「あまり頼りたくない」と言っておりましたが、同時に「やり
きれなかった部分もあって後悔している」と仰っておりました。私自
身ももっと支えてあげれば良かったと後悔です。総務委員会は5月例
会と12月例会を開催しました。
5月例会は理念の共有について学ぶ事でメンバー個々で、仕事、JC運
動での活発化を図る。理念を共有する事で、青年会議所運動への理
解を深める。という2つの目的の基対内例会を開催しました。残念な
がら私が仕事のためweb参加となりましたが、とてもメンバーのた
めになる良い時間を過ごせたと感じます。報告で成果としても大成
功な検証となっております。
12月例会は卒業式を開催しました。本年はこだまの本拠地である本
庄商工会議所を会場としましたが、やはりホームでやる意義がとて
も感じられる内容だったと感じました。笑い・涙と卒業式らしい感
情や例年とは違ったスケジュールで行ったことも今後に繋がるとて
も有意義な時間であったと確信しました。
1年を通じて総務としての役割をしっかりと全うしていただきありが
とうございました。理事会や総会運営を円滑に進めていただき、また
議事録や各種資料もしっかりと纏めていただき感謝しかありません。
金井委員長は上を目指すべき人財であると確信しておりますので、今
後もJCライフを楽しんで邁進していただくようお願いします。また、
総務委員会メンバーの皆様も次年度様々な役職に就かれますが、益々
ご活躍させると確信しております。不甲斐ない副理事長だったと感じ
ておりますが、1年間担当させていただきありがとうございました！
そして研修交流委員会、佐田委員長1年間本当に頑張りました。予定
者の段階から「花火をやりたい！」その時からずっと走りっぱなしで
した。進んでは壁にぶつかりとその連続でした。時にはお互いに感
情的になり、委員長の想いを知りたいからと冷たく接した時もあれば、
私への不満を仰っていただきました。しかしながら心折れる事無く
常に前を向いて、とうとう花火が打ち上がった時は感動しました。

そんな思い出を記載させていただきます。
3月例会ではJCの交流を深めるための例会を開催しました。皆様の交
流と懇親を深め、面白い時間を過ごしながら最後に花火を打ち上げ
ました。その時に国交省の申請書類を学んだ事と11月例会に向けた
団結を深めた事が繋がった良い例会であったと確信しました。
11月例会では本当に苦労しながらやっとの想いで開催する事ができ
ました。会場に紆余曲折し、選定した際には様々な問題が発生し、
全メンバーのご協力が結集した例会になりました。例会後はメンバー
の笑顔、そして地域住民の笑顔が見られたまさに委員長が掲げた目
的が達せられた瞬間でした。ここでも書ききれないぐらいたくさん
の思い出がありましたね。
佐田委員長が思い描くような副理事長ではなかったかもしれません
が、想いを貫き通す姿は私自身も委員会メンバーも尊敬に値します。
そして何より今井副委員長がしっかりと支えていただいたおかげで
す。彼がいたからこそ事業を大成功に導いてくれました。感謝を忘
れず、次年度以降も活躍してください。また、研修交流委員会メンバー
の皆様は佐田委員長の背中をしっかりと見てきたと感じております。
その背中を見習い、今後のJCライフを邁進していただければ幸いです。
1年間ありがとうございました！
最後に小田島理事長、副理事長に指名していただきありがとうござ
いました！あなたの副理事長で良かった！スタートから迷惑をいっ
ぱい掛けましたがしっかり1年間JCに居れました（笑）多くは記載しま
せんが、尊敬すべき理事長です。本当にお世話になりました。そし
てスタッフの皆様卒業おめでとうございます！ 1名違う意味ですが。
皆様から教わった事を大切にしながらいつか年齢的な後輩に同じ事
を言えるような人間になりたいと感じております。今後はサポート
会員として後輩の後押ししながら坂本副理事長が帰ってこれる環境
づくりをしましょう。全ての皆様に感謝と御礼申し上げ副理事長報
告とさせていただきます。1年間本当にお世話になりました。

地域政策委員会報告

委員長　根岸  正典

　2022年度地域政策委員会の事業にご協力下さいまして、理事長を
はじめ理事の方々、坂本副理事長をはじめとします委員会の皆様、
誠にありがとうございました。1年間委員長職を全う出来たのも皆様
のご協力あっての事と存じます。
　振り返ると、１月例会本庄市長選挙立候補表明者公開討論会では
本庄市の首長を決める大切な選挙で、立候補予定者の考えを広く住
民に知って頂く機会を提供する事と投票率向上を目的とし準備して
参りました。今回の本庄市長選挙は選挙権が18歳以上になってから
初めて行う市長選挙となり、投票率向上が期待されている選挙でも
ありました。結果的には公開討論会対抗不在という形で中止となり
ましたが、投票が行われた平成30年の市長選挙と比べ投票率が2.62
ポイント向上し、市民の政治に対する関心はもちろんの事、メンバー
の意識向上にも繋がった事業であったと思います。
上里町長立候補表明者公開討論会ではイオンタウン上里の一部を使
用させて頂き、公開討論会目的で来場される方以外の住民の方々も
ターゲットとした事業を行い、立候補表明者4名の政策を聞いて頂き
ました。コーディネーターを含め、こだま青年会議所としても初め
て行う会場での公開討論会で不安も多々ありましたが、様々な方か
らご協力を賜りました結果、当日来場者210名、WEB視聴者274名、
計484名の一般参加者の動員をする事が出来ました。私個人としま
しては、例会終了後に数多くの公開討論会に携わってきたコーディ
ネーターの方が、コロナ禍であるのも関わらず過去の町長選挙公開
討論会の中で最も動員数が多かったとお話下さった事が1番の成果で
あり、今後の公開討論会の可能性を広げられた事業であったと思い
ました。
10月例会は先端技術、主にドローンを用いて既存の地域資源に活力
を与える事を目的としガイドブック「BRIGHT」を制作し発表致しまし
た。本書を制作するにあたり、農業、教育、観光の分野でワークショッ
プをそれぞれ開催し、各分野におけるドローンの有効性を検証して
参りました。検証の中でこだま地域の各首長から今後も地域の色を
生かしたドローン活用を推進していくとのお話があり、小田島理事
長が所信で掲げる「地域資源と新たな産業とのシナジーを創造する」
という目的の礎を築く事が出来たのではないかと自負致します。

私としましては2021年に基本方針を作成している段階から、ある程
度2022年度地域政策委員会の着地点を想像し、構想を練ってきまし
たが、良くも悪くも想像通りで大きく内容や結果が逸脱される事は
ありませんでした。良かった点はイメージしたものを１年間かけて
作り上げてきたものに対して成果を出す事で自信が付いたことです
が、今あるものを組み合わせてきたに過ぎません。よって0から1を
生み出した上で成果を上げる事は出来ませんでした。しかしながら、
私は入会時から自分の持っているものを会に提供し、会やまちが良
くなっていく事を通じて、私自身の方向性を確認する事を目的とし
てきました。それは小田島理事長が2022年度第1回理事予定者会議
でお話をされた「来年の目標を設定し、１年が終わった時にその目標
が達成出来たかを確認して欲しい」という言葉でも同様の目標を設定
しました。青年会議所にとってそれが良い事なのかは分かりませんが、
私としての小さな成功体験が増え、その成功体験を次年度以降の委
員長に伝え、委員会運営の一助とする事が様々な機会を提供下さっ
た方々への恩返しだと信じております。とは言っても上手くいくこ
とばかりではなく、イレギュラーも多々ありメンバーの皆様にもご
迷惑をお掛けする事もございました。しかし委員長をやって大変だっ
た、辛かったという事ではなく、どうすれば大変ではなくなるのか
を私なりに勉強させて頂きましたので、今年度経験させて頂いた事
を今後にも生かしていきたいと思います。
結びに小田島理事長をはじめ、スタッフの皆様、ご協力下さいまし
たメンバーの皆様へ重ねて御礼を申し上げ、地域政策委員会委員会
報告とさせて頂きます。

青少年育成委員会報告

委員長　岩佐  敏充

　こだま青年会議所2022年度、小田島理事長の掲げる「考動」のス
ローガンのもと、青少年育成委員会の委員長として1年間全うするこ
とが出来ました。私たち、青少年育成委員会ではこだま地域の子ど
も達に対し「コミュニケーション力の向上」と「金融リテラシーの向
上」が将来を生き抜く力と考え、事業構築して参りました。諸先輩方
をはじめ、メンバーの皆様に支えて頂き、貴重な1年間を過ごすこと

が出来ました。本当にありがとうございました。

【4月第2例会】
『謎解きクエスト～未来を切り拓くにはコミュニケーションから～』
では、近年デジタル化が進み生活が便利になった一方で、文字や画
面を通じて情報共有する時代となり、人と人の関わりが苦手な子ど
も達が増えてきている時代背景から、子ども達が将来の時代変化に
対応できる人材になるにはコミュニケーション力をつけることが重
要であると考え、事業を行いました。参加された子どもたちからは「み
んなと協力すると、難しい問題も簡単に解けたと感じました」「はじ
めて話した子と協力し合えて楽しかった」「コミュニケーションをと
る力をつけていきたい」など多くのアンケートを頂きました。親御様
からは「ぜひまた開催してほしい」「家で子どもとの会話が増えまし
た」と御礼のメールを頂き、委員会としても目的を達成でき、開催し
て本当に良かったと感じることができました。。

【8月例会】
『お金について学ぼう～お金の大切さ、親への感謝～』では、インター
ネットや通信機器の進化に伴いお金や物に関する価値観が薄れてし
まっている子ども達が増えてきている。 親としても子供に対し、将
来お金に困ってほしくはないと思ってはいるものの金融に対しての
勉強を学んでこなかった方が多く、中々子どもに教えることができ
ない背景からお金というものに興味をもってもらい楽しみながらお
金の大切さ、ありがたさを親子で共有し、経済的視点を養うことが
できる。また、経済的視点を養うことで生き抜く力を高め、将来、
豊かな生活が送れる人材への育成を目的とし、こだま地域の小学生
の子ども達、保護者を対象に事業を行いました。(一般社団法人)日
本こどもの生き抜く力育成協会の講師の方をお招きし、お金の価値観、
お金の大切さ、働くことの面白さを学び、知ることで将来豊かな生
活が送れるようにとの想いから事業を行いました。参加された全員
の子ども達が「お金の大切さ」を学ぶことができた。「親への感謝」の
気持ちが高まったと回答がありました。また、全員の保護者の方達
が「子どもへのお金の学び」は大切だと感じたと回答もあり、「今後、
子どものために金融教育を始めたい。お金の使い方についても学ば
せたい」また、子どもから「パパママいつも働いてくれてありがとう」
の言葉をもらったとの声もいただく事ができ、委員会としても目的
を伝えられたと感じることができました。

【最後に】
　2度目の委員長を経験させていただき小田島理事長ありがとうござ
いました。1度目では難しかった委員会運営が今回はできたと感じて
おります。それができたのも委員会メンバー皆様のご協力と担当副
理事長が井上副理事長だったからだと感じております。生意気言っ
たことも多々ありましたが、助けていただき本当にありがとうござ
いました。最高の仲間と1年間運動できたこと。心から感謝いたします。
そして、1年間支えてくれたLOMメンバーの皆様本当にありがとう
ございました。

研修交流委員会報告

委員長　佐田  行範

2022年度は大変お世話になりました。初めての事が多く至らない場
面ばかりではございましたが、皆様の温かいご指導のおかげで、1年
間走り切ることが出来ました。誠に有難うございました。この１年
間を自信に変え新たな目標に向け邁進して参りますので、皆様のご
指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
私は研修交流委員会の委員長をお預かりする際、理事長から「やりた
い事をやりなさい」とお言葉をいただき、今の自分に何ができるのだ
ろう、地域、メンバーに対して何がやりたいのだろうと考動して参
りました。そこで地域住民が笑顔になる事業を行うことで、対内が
活気に溢れ、絆が強くなると確信し事業構築を致しました。３月例
会ではメンバーの研修交流の場として、BBQを行いました。懇親会
や食事会が困難な社会情勢の中ではありましたが、皆様の笑顔に触
れることができとても良い例会であったと感じました。そして11月
例会では委員会の集大成となる開通前式典花火を行いました。実行
委員会を通し、多くのメンバーと研修、交流しながら様々な課題に
立ち向かい、乗り越えて来ました。そして地域住民が笑顔になり、
メンバーの絆もより深くなったと確信しています。また関係諸団体
から称賛のお言葉をいただくことができ、地域にとってこだま青年
会議所は大切な存在であると改めて認識していただく機会となりま
した。そして2022年度のメンバーは私にとって大切な存在となりま
した。

研修交流委員会の目標としましては「みんな仲良く、みんな笑顔」を
テーマとし、委員会運動を行ってきました。私はその姿勢が全メン
バーそして地域住民に伝わり笑顔溢れる豊なまちになると信じたか
らです。委員会を行う度たくさんの意見を出し合いメンバーのお店
で交流をしてきました。誰かが笑顔でないときは他のメンバーが笑
顔にする良い関係が築けました。11月例会では委員会メンバー一人
一人が当事者意識を持ち事業に対し真剣に向き合っていただきまし
た。１年間本当に有難うございました。
　この一年を通し笑顔でいる大切さ、地域には活力溢れる企業や団
体があることに気づくことが出来ました。自分自身が大きく変わっ
たことは誰かを信じことが出来るようになりました。信念を持ち続
け仲間を信じれば何事も成し遂げられることに気づけた楽しい一年
でした。研修交流委員会の運動にご協力いただきましたメンバーの
皆様本当に有難うございました。

総務委員会報告

委員長　金井  大樹

　2022年度ご協力頂きました皆様、大変お世話になりました。総務
委員長として1年間を無事に終える事が出来ました事、ありがとうご
ざいました。
　報告を書くにあたり、1年を振り返りますと沢山の出来事があった
なと改めて思い返されます。
　5月例会では、メンバー個々の志向や行動に着目し、理念の共有と
題しまして、講師例会を行いました。理事長からの発信と、講師に
よるセルフカウンセリングにより、会に対しての理解を深め、自分
を見つめ直す機会になりました。
　12月例会では、卒業式を実施し、卒業生の想いや思い出をメンバー
に共有する機会を作り、迫る2023年度へ向けてスタートを切ること
が出来たと感じております。涙あり、笑いありの心に残る卒業式が
出来たと感じております。
　1年間、資料や議事録作成、会場準備など目まぐるしく進んでいく
青年会議所運動にしがみついていた1年間だったと今感じております。
始めは、自分一人で出来る事をこなしていければと甘い考えでしたが、

協力者がいて、みんなで作り上げて行く事に青年会議所運動の醍醐
味があるのだと今は考えが変わりました。
　個人としても2022年は、変化の多い一年でしたが、他の3委員会
委員長の変化、成長、結果を見て、悔しさもあり、誇れる仲間が出
来たと実感しております。
　2022年、至らぬ点、ご迷惑をお掛けした事が多くあったと思いま
すが、変化を共にしたメンバー、御協力頂きました皆様に再度感謝
を申し上げ、2022年度総務委員会委員長報告とさせて頂きます。本
当にありがとうございました。

出向者報告
埼玉ブロック協議会　LOM交流支援委員会

ＬＯＭ交流支援委員会　委員長　長沼　克

　2022年度、公益社団法人日本青年会議所関東地区埼玉ブロック協議
会ＬＯＭ交流支援委員会の委員長として出向させていただきました。
　まずは小田島理事長をはじめ、メンバーの皆様には多大なるご協
力をいただき、誠にありがとうございました。出向は1人では出来なく、
メンバーの協力あって出向できるものだと改めて感じたとともに、
こだま青年会議所の皆様には感謝御礼申し上げます。
今年は、限界を超えろ～一人一人の成長が持続可能な埼玉を創る～
のもとに、委員会として6事業・1運営を上程しました。
青少年事業であるＪＣカップ、政策事業である公開討論会、交流事
業であるスタートアップ埼玉ブロック2022、秋の大運動会、拡大褒
章事業、会頭訪問事業と多岐にわたる事業を構築させていただきま
した。
　毎週行われる会議に向けて議案の準備や委員会の設営・運営、事
業の準備等、多岐にわたる業務を行いながら感じたことは、自身の
成長はもとより、委員会メンバーにどういう経験や成長を与えられ
るか、新たな魅力を伝えられるかを考えながら1年間邁進して参りま
した。
　どのようなことが伝えられたかは分かりませんが、1年間お互いに
切磋琢磨しながら過ごしたメンバーとは、今後も支え合える大きな
絆が生まれたことは間違いありません。
　また、埼玉ブロック協議会の役員という役職で1年間活動させてい
ただきまして、たくさんの学びを得ることが出来ました。見えなかっ
たものが見えるようになり、感じれなかったことが感じれるように
なり、出来なかったことが出来るようになりました。当初はそういっ
た世界が見れるとは想像もしていませんでしたが、事業が終わるに
つれて、自身の成長を本当に感じることが出来ましたし、多角的に
物事を捉えることが出来るようになり、自身におけるこれからのビ
ジョンを描くことも出来ました。
　それは他のたくさんのメンバーと価値観を共有し、磨き合うこと
で生まれ、必ず成長につながり、出向の最大の魅力はここにあり、
と感じることが出来ました。
　そのような機会をいただけたことは本当に感謝しております。こ

の埼玉ブロック協議会の役員という貴重な経験から得たものをメン
バーに伝えていき、今後のこだま青年会議所の発展に寄与し、邁進
して参ります。1年間ご協力いただきまして本当にありがとうござい
ました。
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理事長報告

2022年度　理事長　小田島  寛之

　まず初めに2022年度公益社団法人こだま青年会議所の運動に対し
多くのご支援、ご協力、ご指導、ご鞭撻を賜り誠にありがとうござ
いました。
2022年度は、アフターコロナを見据え従来通りの青年会議所運動を
取り戻したいとの想いでスローガンを「考動」とし、明るい豊かなま
ちの実現に向けて、たくさんの議論をメンバーと交わし、事業を計
画しました。しかしながら、ウィズコロナの状態は改善せず、思い
描く通りの事業構築が出来ない時期もございました。
ご協力、ご支援いただきました、たくさんの方々に対し申し訳ない
という気持ちと、メンバーに対しても、動ききれない、盛り上がり
きれないという、もどかしい気持ちにさせてしまったことに対し、
私自身の力不足を痛感致しました。そんな中でも前を向き、今でき
る最善を尽くし、事業構築してくれたメンバーへの尊敬と感謝の想
いで溢れています。
青少年育成委員会では、コミュニケーションの重要性を再認識する
ための事業の開催、経済的視点を養うためのマネーセミナーの開催。
研修交流委員会では、神流川橋の開通前式典として、花火の打上げ。
地域政策委員会では、公開討論会の開催とドローン冊子「BRIGHT」の
発刊、総務委員会では、理念の共感を深めるための講師例会、笑い
と涙で溢れる卒業式。全員拡大では、14名の拡大をさせていただき
ました。
年初に掲げた、【経験による知識の集積】　【持続可能な地域の創造】
　【成長を享受出来る組織】　【次代のための会員拡大】の項目に対し
て、基本理念である「事上磨錬」のように、実際の行動や実践を通じ
て知識や精神を磨き、達成出来たと実感しております。
また、本年の大きな成果の１つとしては、コロナ禍しか経験出来て
いないメンバーとともに、青年会議所事業のスケール感や対象の意
識変革運動を実践出来たことだと考えております。支えていただき
ました、スタッフ、専務、委員長を始めとするメンバーには、本当
に感謝しかありません。本当にありがとうございました。
最後になりますが、私自身全力で駆け抜けた1年間ではございますが、
事業を通じ至らない点も多々あったかと存じます。こだま青年会議
所の運動に対し、ご理解、ご協力、ご尽力いただきました、先輩諸

兄姉の皆さま、関係諸団体の皆さま、行政関係者の皆さまへ重ねて
厚く御礼申し上げます。
1年間本当にありがとうございました。

副理事長報告

地域政策・拡大担当 担当副理事長　坂本  雄平

2022年度、小田島理事長のもと地域政策委員会の副理事長を務めさ
せて頂きました。「考動」のスローガンをもとに地域政策委員会は1こ
だま青年会議所の運動姿勢を行政や地域住民に示すことで、未来の
地域経済に変化を与えられるような事業を行う。2公開討論会や訪問
を通じ、行政の在り方を捉え事業構築を行う。3担当副理事長運営の
もと、5名の会員拡大をする。の3つの役割を頂きました。行政、地
域団体や住民がデジタルテクノロジーを各分野で取り入れ効率的な
活動が可能になれば少子高齢化が一段と進む地域内で暮らしやすく
持続可能な地域の実現に役立ちます。そのような取組が活発になり
地域内外へ波及していくことで将来的には特定の産業の研究機関や支
社などがこの地域へ移転し雇用の創出や人口の流入など地域経済に変
化が現れてくると考えます。そのような土壌をつくるきっかけづくり
として根岸委員長率いる地域政策委員会はドローンとこの地域の農業、
教育、観光という3つの資源を掛け合わせそれぞれワークショップを
行いアンケートやデータ収集を行いました。それらのデータをまとめ
この地域でドローン活用が有用であるという内容の本を作成し各所へ
周知まで繋げました。新型コロナウィルスへの対応を考慮しながら例
会構築を最後までやり遂げたことは根岸委員長はもとより多くのメン
バーが「考動」をしていった結果だと確信いたします。

【1月例会】
1月例会はデジタルツールを活用した本庄市長選立候補表明者公開討
論会を開催する予定でしたが各候補者と時勢を鑑み中止とさせて頂
きました。開催間際まで検討を重ね中止の判断はとても難しいもの
でした。一方で公開討論会について根岸委員長と地域政策委員会の
メンバーはより深く考えるきっかけになりました。公開討論会の意
義やしくみについて一段深い考察が可能になったことで今後のこだ

ま青年会議所の公開討論会運営に多く貢献できたと思います。その
ことはこの地域の住民が首長や議員を選択する機会を最大化するこ
とに繋がります。

【4月例会】
4月例会、上里町長選挙立候補表明者公開討論会の開催となりました。
会場はより多くの方達の目に触れてほしいとの思いからイオンタウン
上里としました。当日の内容を録画した後、動画配信という形で例会
を構築しました。今まで公開討論会にはない会場設定と動画配信とい
う難しい例会構築でしたが多くの方に当日の動画は届きました。また
あらゆる方々から良い面悪い面と反響も頂けたことが今までとは異な
る形で影響を残せたと思います。一方でアンケート回収件数が伸び悩
んだことや若年層への届け方は事前準備や回収までのしくみの部分で
多くの課題を引継ぎました。また商業施設での映像音声収録という難
しさも引継ぎます。現在ある技術を活用し地域資源とうまくさせるこ
とにより今より少し暮らしやすい地域の姿を行政や住民へ提案する試
みの第一歩として有意義な時間になったと感じます。

【10月例会】
10月例会先端技術の導入と地域資源の活用ではこの地域でのドロー
ン活用の有用性を説明するためにデータ収集やアンケート調査を行
うため農業、教育、観光に焦点をしぼり7月から8月末まで3日にわ
たって行ってきたワークショップを行いました。それらの収集した
データを「BRIGHT」という一冊の本にまとめ地域へ発表しました。例
会自体は有識者とメンバーを会場に集め「BRIGHT」の説明と吉田市長
をはじめ学術界からも多くのコメントを頂き映像収録という形にな
りました。その内容は本と共に映像としても残る形で多くの方に視
聴頂きました。また本は本例会に携わっていただいた多く方達と地
域の各団体、図書館などを中心とする公共施設に配布し一般の方々
にも目を通して頂けるように配布しました。例会後、各行政の首長
や農協へ委員長が説明しながら本を手渡す中で多くの方が前向きな
活用方法をお話していただけました。埼玉県とも引き続き連帯でき
るような関係性の中でしっかりと結果を出せた10月例会になったと
感じました。例会当日は多くの良い点もあった一方で細かな設えや
進行等で改善点もあったことを後世へつなげていただきました。今
後こだま地域でドローン活用の議論が活発になっていく土壌をつく
れること多くの方に引き続きご協力いただければと思います。

【最後に】
不安定な環境の中でも沢山の事を吸収し根岸委員長はBRIGHTの製本
を果たしました。自身の研究した結果と多くのメンバーに支えられ
て今後の地域に必要とされる成果物を残せたことはとても素晴らし
いことだと思います。皆様にはこれからこの本が多くの行政関係者
や地域団体、住民から読まれ地域の意識がどんどん進化していける
ようお力添えを頂ければと思います。また一年を通して委員会メン
バーはもとより多くのLOMメンバーととても強い絆を育めていたと
感じました。それは根岸委員長が今年しっかり踏ん張りメンバーが
共感してくれた結果かと思います。今後も上手くいかなかった経験
も含め多くの想いやメンバーへの感謝の気持ちを大切にしていって
いただければと思います。
最後に資料や例会設えなど細かいところまでこだわって取り組んで
いくことで事業に対しての姿勢を表現することもとても大切なこと
だと感じました。メンバーや関わっている人達から応援されている
という意識を自信に変え今後も励んでいっていただければ幸いです。
2022年度の副理事長という難しい役割を頂き沢山の事を勉強させて
頂きました。その機会を頂いた小田島理事長
には感謝の気持ちとまたご協力いただきましたすべての皆様に御礼
を申し上げ副理事長報告とさせていただきます。

副理事長報告

青少年育成委員会　担当副理事長　井上　峰

　こだま青年会議所2022年度、小田島理事長の掲げるスローガン～
考動～のもと、明るい豊かなまちの実現のため歩み出した54年目に
青少年育成委員会を担当させて頂き皆様に大変お世話になりました。
時代の変化を柔軟に捉え、昨今の時代背景の中、こだま地域を愛し
情熱を注ぐスタッフメンバー、そして岩佐委員長をはじめ、副委員長、
委員会メンバーにおかれましては1年間本当にお疲れ様でした。また
LOMメンバーと共に過ごせた時間は、気付きも多く生涯忘れること
のない大切な経験となりました。
 4月第2例会謎解きクエストでは、デジタル化が進み生活が便利に
なった一方で、文字や画面を通じて情報共有する時代となり人と人

の関わりが苦手な子ども達が増えてきている背景から未来を切り拓
くにはコミュニケーション力をつけることが重要であることを目的
とし、こだま地域の小学生4・5・6年生を対象に事業を行いました。
何度も委員会を行い議論を重ね事業に参加した子どもたちが、どう
変化するのかを考えました。コミュニケーションをとりながら問題
を解いていくという手法で参加された子どもたちからも「みんなと協
力すると、難しい問題も簡単に解けたと感じました」「はじめて話し
た子と協力しあえて楽しかった」「コミュニケーションをとる力をつ
けていきたい」などアンケートを頂き、委員会として目的を達成でき
たと強く感じました。
 8月例会　お金について学ぼう～お金の大切さ、親への感謝～では、
インターネットや通信機器の進化に伴いお金や物に関する価値感が
薄れてしまっている子ども達が増えてきている。 親としても子供に
対し、将来お金に困ってほしくはないと思ってはいるものの金融に
対しての勉強を学んでこなかったが故に中々教えることができない
背景からお金というものに興味をもってもらい楽しみながらお金の
大切さ、ありがたさを親子で共有し、経済的視点を養うことができる。
また、経済的視点を養うことで生き抜く力を高め、将来豊かな生活
が送れる人材への育成を目的とし、こだま地域の小学生全学年の子
どもたち、保護者を対象にし事業を行いました。一般社団法人　日
本こどもの生き抜く力育成協会の金井雅美様を講師でお招きし、お
店屋さんごっこという手法を用いて、働いてお金を得ることの疑似
体験を行い、お金は無限にあるものではないというお金の価値観、
お金の大切さ、働くことの面白さを学び、知ることで将来豊かな生
活が送れる第一歩となる内容で行わさせていただきました。本事業
を通じ、全員の子供達が「お金の大切さ」を学ぶことができた。「親へ
の感謝」の気持ちが高まったと回答があり、また本事業を通じ、全員
の保護者の方達が「子供へのお金の学び」は大切だと感じたと回答も
あり、「今後、子供のために金融教育を始めたい。お金の使い方につ
いても学ばせたい」など多数の意見をもらうことができ、青少年育成
委員会として目的を伝えられたと確信いたしました。
　1年を通し青少年育成委員会のメンバーと子供たちの未来について
語り合い共有した時間は卒業年の私にとっても貴重な1年でした。
また2022年度こだま青年会議所第54代小田島理事長におかれまして
も副理事長という役職に任命していただいた事に感謝いたします。
共に過ごした時間は私にとって本当に幸せでした。1年間ありがとう
ございました。

副理事長報告

総務・研修交流・拡大　担当副理事長　内藤  大河

2022年度総務委員会と研修交流委員会の担当副理事長として大変お
世話になりました。思い返せば金井委員長と佐田委員長にはご迷惑
をお掛けしっぱなしの1年間だったと感じます。金井委員長は放って
おいてもやってくれる委員長だからとあまりコミットできなかった
ですね。「あまり頼りたくない」と言っておりましたが、同時に「やり
きれなかった部分もあって後悔している」と仰っておりました。私自
身ももっと支えてあげれば良かったと後悔です。総務委員会は5月例
会と12月例会を開催しました。
5月例会は理念の共有について学ぶ事でメンバー個々で、仕事、JC運
動での活発化を図る。理念を共有する事で、青年会議所運動への理
解を深める。という2つの目的の基対内例会を開催しました。残念な
がら私が仕事のためweb参加となりましたが、とてもメンバーのた
めになる良い時間を過ごせたと感じます。報告で成果としても大成
功な検証となっております。
12月例会は卒業式を開催しました。本年はこだまの本拠地である本
庄商工会議所を会場としましたが、やはりホームでやる意義がとて
も感じられる内容だったと感じました。笑い・涙と卒業式らしい感
情や例年とは違ったスケジュールで行ったことも今後に繋がるとて
も有意義な時間であったと確信しました。
1年を通じて総務としての役割をしっかりと全うしていただきありが
とうございました。理事会や総会運営を円滑に進めていただき、また
議事録や各種資料もしっかりと纏めていただき感謝しかありません。
金井委員長は上を目指すべき人財であると確信しておりますので、今
後もJCライフを楽しんで邁進していただくようお願いします。また、
総務委員会メンバーの皆様も次年度様々な役職に就かれますが、益々
ご活躍させると確信しております。不甲斐ない副理事長だったと感じ
ておりますが、1年間担当させていただきありがとうございました！
そして研修交流委員会、佐田委員長1年間本当に頑張りました。予定
者の段階から「花火をやりたい！」その時からずっと走りっぱなしで
した。進んでは壁にぶつかりとその連続でした。時にはお互いに感
情的になり、委員長の想いを知りたいからと冷たく接した時もあれば、
私への不満を仰っていただきました。しかしながら心折れる事無く
常に前を向いて、とうとう花火が打ち上がった時は感動しました。

そんな思い出を記載させていただきます。
3月例会ではJCの交流を深めるための例会を開催しました。皆様の交
流と懇親を深め、面白い時間を過ごしながら最後に花火を打ち上げ
ました。その時に国交省の申請書類を学んだ事と11月例会に向けた
団結を深めた事が繋がった良い例会であったと確信しました。
11月例会では本当に苦労しながらやっとの想いで開催する事ができ
ました。会場に紆余曲折し、選定した際には様々な問題が発生し、
全メンバーのご協力が結集した例会になりました。例会後はメンバー
の笑顔、そして地域住民の笑顔が見られたまさに委員長が掲げた目
的が達せられた瞬間でした。ここでも書ききれないぐらいたくさん
の思い出がありましたね。
佐田委員長が思い描くような副理事長ではなかったかもしれません
が、想いを貫き通す姿は私自身も委員会メンバーも尊敬に値します。
そして何より今井副委員長がしっかりと支えていただいたおかげで
す。彼がいたからこそ事業を大成功に導いてくれました。感謝を忘
れず、次年度以降も活躍してください。また、研修交流委員会メンバー
の皆様は佐田委員長の背中をしっかりと見てきたと感じております。
その背中を見習い、今後のJCライフを邁進していただければ幸いです。
1年間ありがとうございました！
最後に小田島理事長、副理事長に指名していただきありがとうござ
いました！あなたの副理事長で良かった！スタートから迷惑をいっ
ぱい掛けましたがしっかり1年間JCに居れました（笑）多くは記載しま
せんが、尊敬すべき理事長です。本当にお世話になりました。そし
てスタッフの皆様卒業おめでとうございます！ 1名違う意味ですが。
皆様から教わった事を大切にしながらいつか年齢的な後輩に同じ事
を言えるような人間になりたいと感じております。今後はサポート
会員として後輩の後押ししながら坂本副理事長が帰ってこれる環境
づくりをしましょう。全ての皆様に感謝と御礼申し上げ副理事長報
告とさせていただきます。1年間本当にお世話になりました。

地域政策委員会報告

委員長　根岸  正典

　2022年度地域政策委員会の事業にご協力下さいまして、理事長を
はじめ理事の方々、坂本副理事長をはじめとします委員会の皆様、
誠にありがとうございました。1年間委員長職を全う出来たのも皆様
のご協力あっての事と存じます。
　振り返ると、１月例会本庄市長選挙立候補表明者公開討論会では
本庄市の首長を決める大切な選挙で、立候補予定者の考えを広く住
民に知って頂く機会を提供する事と投票率向上を目的とし準備して
参りました。今回の本庄市長選挙は選挙権が18歳以上になってから
初めて行う市長選挙となり、投票率向上が期待されている選挙でも
ありました。結果的には公開討論会対抗不在という形で中止となり
ましたが、投票が行われた平成30年の市長選挙と比べ投票率が2.62
ポイント向上し、市民の政治に対する関心はもちろんの事、メンバー
の意識向上にも繋がった事業であったと思います。
上里町長立候補表明者公開討論会ではイオンタウン上里の一部を使
用させて頂き、公開討論会目的で来場される方以外の住民の方々も
ターゲットとした事業を行い、立候補表明者4名の政策を聞いて頂き
ました。コーディネーターを含め、こだま青年会議所としても初め
て行う会場での公開討論会で不安も多々ありましたが、様々な方か
らご協力を賜りました結果、当日来場者210名、WEB視聴者274名、
計484名の一般参加者の動員をする事が出来ました。私個人としま
しては、例会終了後に数多くの公開討論会に携わってきたコーディ
ネーターの方が、コロナ禍であるのも関わらず過去の町長選挙公開
討論会の中で最も動員数が多かったとお話下さった事が1番の成果で
あり、今後の公開討論会の可能性を広げられた事業であったと思い
ました。
10月例会は先端技術、主にドローンを用いて既存の地域資源に活力
を与える事を目的としガイドブック「BRIGHT」を制作し発表致しまし
た。本書を制作するにあたり、農業、教育、観光の分野でワークショッ
プをそれぞれ開催し、各分野におけるドローンの有効性を検証して
参りました。検証の中でこだま地域の各首長から今後も地域の色を
生かしたドローン活用を推進していくとのお話があり、小田島理事
長が所信で掲げる「地域資源と新たな産業とのシナジーを創造する」
という目的の礎を築く事が出来たのではないかと自負致します。

私としましては2021年に基本方針を作成している段階から、ある程
度2022年度地域政策委員会の着地点を想像し、構想を練ってきまし
たが、良くも悪くも想像通りで大きく内容や結果が逸脱される事は
ありませんでした。良かった点はイメージしたものを１年間かけて
作り上げてきたものに対して成果を出す事で自信が付いたことです
が、今あるものを組み合わせてきたに過ぎません。よって0から1を
生み出した上で成果を上げる事は出来ませんでした。しかしながら、
私は入会時から自分の持っているものを会に提供し、会やまちが良
くなっていく事を通じて、私自身の方向性を確認する事を目的とし
てきました。それは小田島理事長が2022年度第1回理事予定者会議
でお話をされた「来年の目標を設定し、１年が終わった時にその目標
が達成出来たかを確認して欲しい」という言葉でも同様の目標を設定
しました。青年会議所にとってそれが良い事なのかは分かりませんが、
私としての小さな成功体験が増え、その成功体験を次年度以降の委
員長に伝え、委員会運営の一助とする事が様々な機会を提供下さっ
た方々への恩返しだと信じております。とは言っても上手くいくこ
とばかりではなく、イレギュラーも多々ありメンバーの皆様にもご
迷惑をお掛けする事もございました。しかし委員長をやって大変だっ
た、辛かったという事ではなく、どうすれば大変ではなくなるのか
を私なりに勉強させて頂きましたので、今年度経験させて頂いた事
を今後にも生かしていきたいと思います。
結びに小田島理事長をはじめ、スタッフの皆様、ご協力下さいまし
たメンバーの皆様へ重ねて御礼を申し上げ、地域政策委員会委員会
報告とさせて頂きます。

青少年育成委員会報告

委員長　岩佐  敏充

　こだま青年会議所2022年度、小田島理事長の掲げる「考動」のス
ローガンのもと、青少年育成委員会の委員長として1年間全うするこ
とが出来ました。私たち、青少年育成委員会ではこだま地域の子ど
も達に対し「コミュニケーション力の向上」と「金融リテラシーの向
上」が将来を生き抜く力と考え、事業構築して参りました。諸先輩方
をはじめ、メンバーの皆様に支えて頂き、貴重な1年間を過ごすこと

が出来ました。本当にありがとうございました。

【4月第2例会】
『謎解きクエスト～未来を切り拓くにはコミュニケーションから～』
では、近年デジタル化が進み生活が便利になった一方で、文字や画
面を通じて情報共有する時代となり、人と人の関わりが苦手な子ど
も達が増えてきている時代背景から、子ども達が将来の時代変化に
対応できる人材になるにはコミュニケーション力をつけることが重
要であると考え、事業を行いました。参加された子どもたちからは「み
んなと協力すると、難しい問題も簡単に解けたと感じました」「はじ
めて話した子と協力し合えて楽しかった」「コミュニケーションをと
る力をつけていきたい」など多くのアンケートを頂きました。親御様
からは「ぜひまた開催してほしい」「家で子どもとの会話が増えまし
た」と御礼のメールを頂き、委員会としても目的を達成でき、開催し
て本当に良かったと感じることができました。。

【8月例会】
『お金について学ぼう～お金の大切さ、親への感謝～』では、インター
ネットや通信機器の進化に伴いお金や物に関する価値観が薄れてし
まっている子ども達が増えてきている。 親としても子供に対し、将
来お金に困ってほしくはないと思ってはいるものの金融に対しての
勉強を学んでこなかった方が多く、中々子どもに教えることができ
ない背景からお金というものに興味をもってもらい楽しみながらお
金の大切さ、ありがたさを親子で共有し、経済的視点を養うことが
できる。また、経済的視点を養うことで生き抜く力を高め、将来、
豊かな生活が送れる人材への育成を目的とし、こだま地域の小学生
の子ども達、保護者を対象に事業を行いました。(一般社団法人)日
本こどもの生き抜く力育成協会の講師の方をお招きし、お金の価値観、
お金の大切さ、働くことの面白さを学び、知ることで将来豊かな生
活が送れるようにとの想いから事業を行いました。参加された全員
の子ども達が「お金の大切さ」を学ぶことができた。「親への感謝」の
気持ちが高まったと回答がありました。また、全員の保護者の方達
が「子どもへのお金の学び」は大切だと感じたと回答もあり、「今後、
子どものために金融教育を始めたい。お金の使い方についても学ば
せたい」また、子どもから「パパママいつも働いてくれてありがとう」
の言葉をもらったとの声もいただく事ができ、委員会としても目的
を伝えられたと感じることができました。

【最後に】
　2度目の委員長を経験させていただき小田島理事長ありがとうござ
いました。1度目では難しかった委員会運営が今回はできたと感じて
おります。それができたのも委員会メンバー皆様のご協力と担当副
理事長が井上副理事長だったからだと感じております。生意気言っ
たことも多々ありましたが、助けていただき本当にありがとうござ
いました。最高の仲間と1年間運動できたこと。心から感謝いたします。
そして、1年間支えてくれたLOMメンバーの皆様本当にありがとう
ございました。

研修交流委員会報告

委員長　佐田  行範

2022年度は大変お世話になりました。初めての事が多く至らない場
面ばかりではございましたが、皆様の温かいご指導のおかげで、1年
間走り切ることが出来ました。誠に有難うございました。この１年
間を自信に変え新たな目標に向け邁進して参りますので、皆様のご
指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
私は研修交流委員会の委員長をお預かりする際、理事長から「やりた
い事をやりなさい」とお言葉をいただき、今の自分に何ができるのだ
ろう、地域、メンバーに対して何がやりたいのだろうと考動して参
りました。そこで地域住民が笑顔になる事業を行うことで、対内が
活気に溢れ、絆が強くなると確信し事業構築を致しました。３月例
会ではメンバーの研修交流の場として、BBQを行いました。懇親会
や食事会が困難な社会情勢の中ではありましたが、皆様の笑顔に触
れることができとても良い例会であったと感じました。そして11月
例会では委員会の集大成となる開通前式典花火を行いました。実行
委員会を通し、多くのメンバーと研修、交流しながら様々な課題に
立ち向かい、乗り越えて来ました。そして地域住民が笑顔になり、
メンバーの絆もより深くなったと確信しています。また関係諸団体
から称賛のお言葉をいただくことができ、地域にとってこだま青年
会議所は大切な存在であると改めて認識していただく機会となりま
した。そして2022年度のメンバーは私にとって大切な存在となりま
した。

研修交流委員会の目標としましては「みんな仲良く、みんな笑顔」を
テーマとし、委員会運動を行ってきました。私はその姿勢が全メン
バーそして地域住民に伝わり笑顔溢れる豊なまちになると信じたか
らです。委員会を行う度たくさんの意見を出し合いメンバーのお店
で交流をしてきました。誰かが笑顔でないときは他のメンバーが笑
顔にする良い関係が築けました。11月例会では委員会メンバー一人
一人が当事者意識を持ち事業に対し真剣に向き合っていただきまし
た。１年間本当に有難うございました。
　この一年を通し笑顔でいる大切さ、地域には活力溢れる企業や団
体があることに気づくことが出来ました。自分自身が大きく変わっ
たことは誰かを信じことが出来るようになりました。信念を持ち続
け仲間を信じれば何事も成し遂げられることに気づけた楽しい一年
でした。研修交流委員会の運動にご協力いただきましたメンバーの
皆様本当に有難うございました。

総務委員会報告

委員長　金井  大樹

　2022年度ご協力頂きました皆様、大変お世話になりました。総務
委員長として1年間を無事に終える事が出来ました事、ありがとうご
ざいました。
　報告を書くにあたり、1年を振り返りますと沢山の出来事があった
なと改めて思い返されます。
　5月例会では、メンバー個々の志向や行動に着目し、理念の共有と
題しまして、講師例会を行いました。理事長からの発信と、講師に
よるセルフカウンセリングにより、会に対しての理解を深め、自分
を見つめ直す機会になりました。
　12月例会では、卒業式を実施し、卒業生の想いや思い出をメンバー
に共有する機会を作り、迫る2023年度へ向けてスタートを切ること
が出来たと感じております。涙あり、笑いありの心に残る卒業式が
出来たと感じております。
　1年間、資料や議事録作成、会場準備など目まぐるしく進んでいく
青年会議所運動にしがみついていた1年間だったと今感じております。
始めは、自分一人で出来る事をこなしていければと甘い考えでしたが、

協力者がいて、みんなで作り上げて行く事に青年会議所運動の醍醐
味があるのだと今は考えが変わりました。
　個人としても2022年は、変化の多い一年でしたが、他の3委員会
委員長の変化、成長、結果を見て、悔しさもあり、誇れる仲間が出
来たと実感しております。
　2022年、至らぬ点、ご迷惑をお掛けした事が多くあったと思いま
すが、変化を共にしたメンバー、御協力頂きました皆様に再度感謝
を申し上げ、2022年度総務委員会委員長報告とさせて頂きます。本
当にありがとうございました。

出向者報告
埼玉ブロック協議会　LOM交流支援委員会

ＬＯＭ交流支援委員会　委員長　長沼　克

　2022年度、公益社団法人日本青年会議所関東地区埼玉ブロック協議
会ＬＯＭ交流支援委員会の委員長として出向させていただきました。
　まずは小田島理事長をはじめ、メンバーの皆様には多大なるご協
力をいただき、誠にありがとうございました。出向は1人では出来なく、
メンバーの協力あって出向できるものだと改めて感じたとともに、
こだま青年会議所の皆様には感謝御礼申し上げます。
今年は、限界を超えろ～一人一人の成長が持続可能な埼玉を創る～
のもとに、委員会として6事業・1運営を上程しました。
青少年事業であるＪＣカップ、政策事業である公開討論会、交流事
業であるスタートアップ埼玉ブロック2022、秋の大運動会、拡大褒
章事業、会頭訪問事業と多岐にわたる事業を構築させていただきま
した。
　毎週行われる会議に向けて議案の準備や委員会の設営・運営、事
業の準備等、多岐にわたる業務を行いながら感じたことは、自身の
成長はもとより、委員会メンバーにどういう経験や成長を与えられ
るか、新たな魅力を伝えられるかを考えながら1年間邁進して参りま
した。
　どのようなことが伝えられたかは分かりませんが、1年間お互いに
切磋琢磨しながら過ごしたメンバーとは、今後も支え合える大きな
絆が生まれたことは間違いありません。
　また、埼玉ブロック協議会の役員という役職で1年間活動させてい
ただきまして、たくさんの学びを得ることが出来ました。見えなかっ
たものが見えるようになり、感じれなかったことが感じれるように
なり、出来なかったことが出来るようになりました。当初はそういっ
た世界が見れるとは想像もしていませんでしたが、事業が終わるに
つれて、自身の成長を本当に感じることが出来ましたし、多角的に
物事を捉えることが出来るようになり、自身におけるこれからのビ
ジョンを描くことも出来ました。
　それは他のたくさんのメンバーと価値観を共有し、磨き合うこと
で生まれ、必ず成長につながり、出向の最大の魅力はここにあり、
と感じることが出来ました。
　そのような機会をいただけたことは本当に感謝しております。こ

の埼玉ブロック協議会の役員という貴重な経験から得たものをメン
バーに伝えていき、今後のこだま青年会議所の発展に寄与し、邁進
して参ります。1年間ご協力いただきまして本当にありがとうござい
ました。
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理事長報告

2022年度　理事長　小田島  寛之

　まず初めに2022年度公益社団法人こだま青年会議所の運動に対し
多くのご支援、ご協力、ご指導、ご鞭撻を賜り誠にありがとうござ
いました。
2022年度は、アフターコロナを見据え従来通りの青年会議所運動を
取り戻したいとの想いでスローガンを「考動」とし、明るい豊かなま
ちの実現に向けて、たくさんの議論をメンバーと交わし、事業を計
画しました。しかしながら、ウィズコロナの状態は改善せず、思い
描く通りの事業構築が出来ない時期もございました。
ご協力、ご支援いただきました、たくさんの方々に対し申し訳ない
という気持ちと、メンバーに対しても、動ききれない、盛り上がり
きれないという、もどかしい気持ちにさせてしまったことに対し、
私自身の力不足を痛感致しました。そんな中でも前を向き、今でき
る最善を尽くし、事業構築してくれたメンバーへの尊敬と感謝の想
いで溢れています。
青少年育成委員会では、コミュニケーションの重要性を再認識する
ための事業の開催、経済的視点を養うためのマネーセミナーの開催。
研修交流委員会では、神流川橋の開通前式典として、花火の打上げ。
地域政策委員会では、公開討論会の開催とドローン冊子「BRIGHT」の
発刊、総務委員会では、理念の共感を深めるための講師例会、笑い
と涙で溢れる卒業式。全員拡大では、14名の拡大をさせていただき
ました。
年初に掲げた、【経験による知識の集積】　【持続可能な地域の創造】
　【成長を享受出来る組織】　【次代のための会員拡大】の項目に対し
て、基本理念である「事上磨錬」のように、実際の行動や実践を通じ
て知識や精神を磨き、達成出来たと実感しております。
また、本年の大きな成果の１つとしては、コロナ禍しか経験出来て
いないメンバーとともに、青年会議所事業のスケール感や対象の意
識変革運動を実践出来たことだと考えております。支えていただき
ました、スタッフ、専務、委員長を始めとするメンバーには、本当
に感謝しかありません。本当にありがとうございました。
最後になりますが、私自身全力で駆け抜けた1年間ではございますが、
事業を通じ至らない点も多々あったかと存じます。こだま青年会議
所の運動に対し、ご理解、ご協力、ご尽力いただきました、先輩諸

兄姉の皆さま、関係諸団体の皆さま、行政関係者の皆さまへ重ねて
厚く御礼申し上げます。
1年間本当にありがとうございました。

副理事長報告

地域政策・拡大担当 担当副理事長　坂本  雄平

2022年度、小田島理事長のもと地域政策委員会の副理事長を務めさ
せて頂きました。「考動」のスローガンをもとに地域政策委員会は1こ
だま青年会議所の運動姿勢を行政や地域住民に示すことで、未来の
地域経済に変化を与えられるような事業を行う。2公開討論会や訪問
を通じ、行政の在り方を捉え事業構築を行う。3担当副理事長運営の
もと、5名の会員拡大をする。の3つの役割を頂きました。行政、地
域団体や住民がデジタルテクノロジーを各分野で取り入れ効率的な
活動が可能になれば少子高齢化が一段と進む地域内で暮らしやすく
持続可能な地域の実現に役立ちます。そのような取組が活発になり
地域内外へ波及していくことで将来的には特定の産業の研究機関や支
社などがこの地域へ移転し雇用の創出や人口の流入など地域経済に変
化が現れてくると考えます。そのような土壌をつくるきっかけづくり
として根岸委員長率いる地域政策委員会はドローンとこの地域の農業、
教育、観光という3つの資源を掛け合わせそれぞれワークショップを
行いアンケートやデータ収集を行いました。それらのデータをまとめ
この地域でドローン活用が有用であるという内容の本を作成し各所へ
周知まで繋げました。新型コロナウィルスへの対応を考慮しながら例
会構築を最後までやり遂げたことは根岸委員長はもとより多くのメン
バーが「考動」をしていった結果だと確信いたします。

【1月例会】
1月例会はデジタルツールを活用した本庄市長選立候補表明者公開討
論会を開催する予定でしたが各候補者と時勢を鑑み中止とさせて頂
きました。開催間際まで検討を重ね中止の判断はとても難しいもの
でした。一方で公開討論会について根岸委員長と地域政策委員会の
メンバーはより深く考えるきっかけになりました。公開討論会の意
義やしくみについて一段深い考察が可能になったことで今後のこだ

ま青年会議所の公開討論会運営に多く貢献できたと思います。その
ことはこの地域の住民が首長や議員を選択する機会を最大化するこ
とに繋がります。

【4月例会】
4月例会、上里町長選挙立候補表明者公開討論会の開催となりました。
会場はより多くの方達の目に触れてほしいとの思いからイオンタウン
上里としました。当日の内容を録画した後、動画配信という形で例会
を構築しました。今まで公開討論会にはない会場設定と動画配信とい
う難しい例会構築でしたが多くの方に当日の動画は届きました。また
あらゆる方々から良い面悪い面と反響も頂けたことが今までとは異な
る形で影響を残せたと思います。一方でアンケート回収件数が伸び悩
んだことや若年層への届け方は事前準備や回収までのしくみの部分で
多くの課題を引継ぎました。また商業施設での映像音声収録という難
しさも引継ぎます。現在ある技術を活用し地域資源とうまくさせるこ
とにより今より少し暮らしやすい地域の姿を行政や住民へ提案する試
みの第一歩として有意義な時間になったと感じます。

【10月例会】
10月例会先端技術の導入と地域資源の活用ではこの地域でのドロー
ン活用の有用性を説明するためにデータ収集やアンケート調査を行
うため農業、教育、観光に焦点をしぼり7月から8月末まで3日にわ
たって行ってきたワークショップを行いました。それらの収集した
データを「BRIGHT」という一冊の本にまとめ地域へ発表しました。例
会自体は有識者とメンバーを会場に集め「BRIGHT」の説明と吉田市長
をはじめ学術界からも多くのコメントを頂き映像収録という形にな
りました。その内容は本と共に映像としても残る形で多くの方に視
聴頂きました。また本は本例会に携わっていただいた多く方達と地
域の各団体、図書館などを中心とする公共施設に配布し一般の方々
にも目を通して頂けるように配布しました。例会後、各行政の首長
や農協へ委員長が説明しながら本を手渡す中で多くの方が前向きな
活用方法をお話していただけました。埼玉県とも引き続き連帯でき
るような関係性の中でしっかりと結果を出せた10月例会になったと
感じました。例会当日は多くの良い点もあった一方で細かな設えや
進行等で改善点もあったことを後世へつなげていただきました。今
後こだま地域でドローン活用の議論が活発になっていく土壌をつく
れること多くの方に引き続きご協力いただければと思います。

【最後に】
不安定な環境の中でも沢山の事を吸収し根岸委員長はBRIGHTの製本
を果たしました。自身の研究した結果と多くのメンバーに支えられ
て今後の地域に必要とされる成果物を残せたことはとても素晴らし
いことだと思います。皆様にはこれからこの本が多くの行政関係者
や地域団体、住民から読まれ地域の意識がどんどん進化していける
ようお力添えを頂ければと思います。また一年を通して委員会メン
バーはもとより多くのLOMメンバーととても強い絆を育めていたと
感じました。それは根岸委員長が今年しっかり踏ん張りメンバーが
共感してくれた結果かと思います。今後も上手くいかなかった経験
も含め多くの想いやメンバーへの感謝の気持ちを大切にしていって
いただければと思います。
最後に資料や例会設えなど細かいところまでこだわって取り組んで
いくことで事業に対しての姿勢を表現することもとても大切なこと
だと感じました。メンバーや関わっている人達から応援されている
という意識を自信に変え今後も励んでいっていただければ幸いです。
2022年度の副理事長という難しい役割を頂き沢山の事を勉強させて
頂きました。その機会を頂いた小田島理事長
には感謝の気持ちとまたご協力いただきましたすべての皆様に御礼
を申し上げ副理事長報告とさせていただきます。

副理事長報告

青少年育成委員会　担当副理事長　井上　峰

　こだま青年会議所2022年度、小田島理事長の掲げるスローガン～
考動～のもと、明るい豊かなまちの実現のため歩み出した54年目に
青少年育成委員会を担当させて頂き皆様に大変お世話になりました。
時代の変化を柔軟に捉え、昨今の時代背景の中、こだま地域を愛し
情熱を注ぐスタッフメンバー、そして岩佐委員長をはじめ、副委員長、
委員会メンバーにおかれましては1年間本当にお疲れ様でした。また
LOMメンバーと共に過ごせた時間は、気付きも多く生涯忘れること
のない大切な経験となりました。
 4月第2例会謎解きクエストでは、デジタル化が進み生活が便利に
なった一方で、文字や画面を通じて情報共有する時代となり人と人

の関わりが苦手な子ども達が増えてきている背景から未来を切り拓
くにはコミュニケーション力をつけることが重要であることを目的
とし、こだま地域の小学生4・5・6年生を対象に事業を行いました。
何度も委員会を行い議論を重ね事業に参加した子どもたちが、どう
変化するのかを考えました。コミュニケーションをとりながら問題
を解いていくという手法で参加された子どもたちからも「みんなと協
力すると、難しい問題も簡単に解けたと感じました」「はじめて話し
た子と協力しあえて楽しかった」「コミュニケーションをとる力をつ
けていきたい」などアンケートを頂き、委員会として目的を達成でき
たと強く感じました。
 8月例会　お金について学ぼう～お金の大切さ、親への感謝～では、
インターネットや通信機器の進化に伴いお金や物に関する価値感が
薄れてしまっている子ども達が増えてきている。 親としても子供に
対し、将来お金に困ってほしくはないと思ってはいるものの金融に
対しての勉強を学んでこなかったが故に中々教えることができない
背景からお金というものに興味をもってもらい楽しみながらお金の
大切さ、ありがたさを親子で共有し、経済的視点を養うことができる。
また、経済的視点を養うことで生き抜く力を高め、将来豊かな生活
が送れる人材への育成を目的とし、こだま地域の小学生全学年の子
どもたち、保護者を対象にし事業を行いました。一般社団法人　日
本こどもの生き抜く力育成協会の金井雅美様を講師でお招きし、お
店屋さんごっこという手法を用いて、働いてお金を得ることの疑似
体験を行い、お金は無限にあるものではないというお金の価値観、
お金の大切さ、働くことの面白さを学び、知ることで将来豊かな生
活が送れる第一歩となる内容で行わさせていただきました。本事業
を通じ、全員の子供達が「お金の大切さ」を学ぶことができた。「親へ
の感謝」の気持ちが高まったと回答があり、また本事業を通じ、全員
の保護者の方達が「子供へのお金の学び」は大切だと感じたと回答も
あり、「今後、子供のために金融教育を始めたい。お金の使い方につ
いても学ばせたい」など多数の意見をもらうことができ、青少年育成
委員会として目的を伝えられたと確信いたしました。
　1年を通し青少年育成委員会のメンバーと子供たちの未来について
語り合い共有した時間は卒業年の私にとっても貴重な1年でした。
また2022年度こだま青年会議所第54代小田島理事長におかれまして
も副理事長という役職に任命していただいた事に感謝いたします。
共に過ごした時間は私にとって本当に幸せでした。1年間ありがとう
ございました。

副理事長報告

総務・研修交流・拡大　担当副理事長　内藤  大河

2022年度総務委員会と研修交流委員会の担当副理事長として大変お
世話になりました。思い返せば金井委員長と佐田委員長にはご迷惑
をお掛けしっぱなしの1年間だったと感じます。金井委員長は放って
おいてもやってくれる委員長だからとあまりコミットできなかった
ですね。「あまり頼りたくない」と言っておりましたが、同時に「やり
きれなかった部分もあって後悔している」と仰っておりました。私自
身ももっと支えてあげれば良かったと後悔です。総務委員会は5月例
会と12月例会を開催しました。
5月例会は理念の共有について学ぶ事でメンバー個々で、仕事、JC運
動での活発化を図る。理念を共有する事で、青年会議所運動への理
解を深める。という2つの目的の基対内例会を開催しました。残念な
がら私が仕事のためweb参加となりましたが、とてもメンバーのた
めになる良い時間を過ごせたと感じます。報告で成果としても大成
功な検証となっております。
12月例会は卒業式を開催しました。本年はこだまの本拠地である本
庄商工会議所を会場としましたが、やはりホームでやる意義がとて
も感じられる内容だったと感じました。笑い・涙と卒業式らしい感
情や例年とは違ったスケジュールで行ったことも今後に繋がるとて
も有意義な時間であったと確信しました。
1年を通じて総務としての役割をしっかりと全うしていただきありが
とうございました。理事会や総会運営を円滑に進めていただき、また
議事録や各種資料もしっかりと纏めていただき感謝しかありません。
金井委員長は上を目指すべき人財であると確信しておりますので、今
後もJCライフを楽しんで邁進していただくようお願いします。また、
総務委員会メンバーの皆様も次年度様々な役職に就かれますが、益々
ご活躍させると確信しております。不甲斐ない副理事長だったと感じ
ておりますが、1年間担当させていただきありがとうございました！
そして研修交流委員会、佐田委員長1年間本当に頑張りました。予定
者の段階から「花火をやりたい！」その時からずっと走りっぱなしで
した。進んでは壁にぶつかりとその連続でした。時にはお互いに感
情的になり、委員長の想いを知りたいからと冷たく接した時もあれば、
私への不満を仰っていただきました。しかしながら心折れる事無く
常に前を向いて、とうとう花火が打ち上がった時は感動しました。

そんな思い出を記載させていただきます。
3月例会ではJCの交流を深めるための例会を開催しました。皆様の交
流と懇親を深め、面白い時間を過ごしながら最後に花火を打ち上げ
ました。その時に国交省の申請書類を学んだ事と11月例会に向けた
団結を深めた事が繋がった良い例会であったと確信しました。
11月例会では本当に苦労しながらやっとの想いで開催する事ができ
ました。会場に紆余曲折し、選定した際には様々な問題が発生し、
全メンバーのご協力が結集した例会になりました。例会後はメンバー
の笑顔、そして地域住民の笑顔が見られたまさに委員長が掲げた目
的が達せられた瞬間でした。ここでも書ききれないぐらいたくさん
の思い出がありましたね。
佐田委員長が思い描くような副理事長ではなかったかもしれません
が、想いを貫き通す姿は私自身も委員会メンバーも尊敬に値します。
そして何より今井副委員長がしっかりと支えていただいたおかげで
す。彼がいたからこそ事業を大成功に導いてくれました。感謝を忘
れず、次年度以降も活躍してください。また、研修交流委員会メンバー
の皆様は佐田委員長の背中をしっかりと見てきたと感じております。
その背中を見習い、今後のJCライフを邁進していただければ幸いです。
1年間ありがとうございました！
最後に小田島理事長、副理事長に指名していただきありがとうござ
いました！あなたの副理事長で良かった！スタートから迷惑をいっ
ぱい掛けましたがしっかり1年間JCに居れました（笑）多くは記載しま
せんが、尊敬すべき理事長です。本当にお世話になりました。そし
てスタッフの皆様卒業おめでとうございます！ 1名違う意味ですが。
皆様から教わった事を大切にしながらいつか年齢的な後輩に同じ事
を言えるような人間になりたいと感じております。今後はサポート
会員として後輩の後押ししながら坂本副理事長が帰ってこれる環境
づくりをしましょう。全ての皆様に感謝と御礼申し上げ副理事長報
告とさせていただきます。1年間本当にお世話になりました。

地域政策委員会報告

委員長　根岸  正典

　2022年度地域政策委員会の事業にご協力下さいまして、理事長を
はじめ理事の方々、坂本副理事長をはじめとします委員会の皆様、
誠にありがとうございました。1年間委員長職を全う出来たのも皆様
のご協力あっての事と存じます。
　振り返ると、１月例会本庄市長選挙立候補表明者公開討論会では
本庄市の首長を決める大切な選挙で、立候補予定者の考えを広く住
民に知って頂く機会を提供する事と投票率向上を目的とし準備して
参りました。今回の本庄市長選挙は選挙権が18歳以上になってから
初めて行う市長選挙となり、投票率向上が期待されている選挙でも
ありました。結果的には公開討論会対抗不在という形で中止となり
ましたが、投票が行われた平成30年の市長選挙と比べ投票率が2.62
ポイント向上し、市民の政治に対する関心はもちろんの事、メンバー
の意識向上にも繋がった事業であったと思います。
上里町長立候補表明者公開討論会ではイオンタウン上里の一部を使
用させて頂き、公開討論会目的で来場される方以外の住民の方々も
ターゲットとした事業を行い、立候補表明者4名の政策を聞いて頂き
ました。コーディネーターを含め、こだま青年会議所としても初め
て行う会場での公開討論会で不安も多々ありましたが、様々な方か
らご協力を賜りました結果、当日来場者210名、WEB視聴者274名、
計484名の一般参加者の動員をする事が出来ました。私個人としま
しては、例会終了後に数多くの公開討論会に携わってきたコーディ
ネーターの方が、コロナ禍であるのも関わらず過去の町長選挙公開
討論会の中で最も動員数が多かったとお話下さった事が1番の成果で
あり、今後の公開討論会の可能性を広げられた事業であったと思い
ました。
10月例会は先端技術、主にドローンを用いて既存の地域資源に活力
を与える事を目的としガイドブック「BRIGHT」を制作し発表致しまし
た。本書を制作するにあたり、農業、教育、観光の分野でワークショッ
プをそれぞれ開催し、各分野におけるドローンの有効性を検証して
参りました。検証の中でこだま地域の各首長から今後も地域の色を
生かしたドローン活用を推進していくとのお話があり、小田島理事
長が所信で掲げる「地域資源と新たな産業とのシナジーを創造する」
という目的の礎を築く事が出来たのではないかと自負致します。

私としましては2021年に基本方針を作成している段階から、ある程
度2022年度地域政策委員会の着地点を想像し、構想を練ってきまし
たが、良くも悪くも想像通りで大きく内容や結果が逸脱される事は
ありませんでした。良かった点はイメージしたものを１年間かけて
作り上げてきたものに対して成果を出す事で自信が付いたことです
が、今あるものを組み合わせてきたに過ぎません。よって0から1を
生み出した上で成果を上げる事は出来ませんでした。しかしながら、
私は入会時から自分の持っているものを会に提供し、会やまちが良
くなっていく事を通じて、私自身の方向性を確認する事を目的とし
てきました。それは小田島理事長が2022年度第1回理事予定者会議
でお話をされた「来年の目標を設定し、１年が終わった時にその目標
が達成出来たかを確認して欲しい」という言葉でも同様の目標を設定
しました。青年会議所にとってそれが良い事なのかは分かりませんが、
私としての小さな成功体験が増え、その成功体験を次年度以降の委
員長に伝え、委員会運営の一助とする事が様々な機会を提供下さっ
た方々への恩返しだと信じております。とは言っても上手くいくこ
とばかりではなく、イレギュラーも多々ありメンバーの皆様にもご
迷惑をお掛けする事もございました。しかし委員長をやって大変だっ
た、辛かったという事ではなく、どうすれば大変ではなくなるのか
を私なりに勉強させて頂きましたので、今年度経験させて頂いた事
を今後にも生かしていきたいと思います。
結びに小田島理事長をはじめ、スタッフの皆様、ご協力下さいまし
たメンバーの皆様へ重ねて御礼を申し上げ、地域政策委員会委員会
報告とさせて頂きます。

青少年育成委員会報告

委員長　岩佐  敏充

　こだま青年会議所2022年度、小田島理事長の掲げる「考動」のス
ローガンのもと、青少年育成委員会の委員長として1年間全うするこ
とが出来ました。私たち、青少年育成委員会ではこだま地域の子ど
も達に対し「コミュニケーション力の向上」と「金融リテラシーの向
上」が将来を生き抜く力と考え、事業構築して参りました。諸先輩方
をはじめ、メンバーの皆様に支えて頂き、貴重な1年間を過ごすこと

が出来ました。本当にありがとうございました。

【4月第2例会】
『謎解きクエスト～未来を切り拓くにはコミュニケーションから～』
では、近年デジタル化が進み生活が便利になった一方で、文字や画
面を通じて情報共有する時代となり、人と人の関わりが苦手な子ど
も達が増えてきている時代背景から、子ども達が将来の時代変化に
対応できる人材になるにはコミュニケーション力をつけることが重
要であると考え、事業を行いました。参加された子どもたちからは「み
んなと協力すると、難しい問題も簡単に解けたと感じました」「はじ
めて話した子と協力し合えて楽しかった」「コミュニケーションをと
る力をつけていきたい」など多くのアンケートを頂きました。親御様
からは「ぜひまた開催してほしい」「家で子どもとの会話が増えまし
た」と御礼のメールを頂き、委員会としても目的を達成でき、開催し
て本当に良かったと感じることができました。。

【8月例会】
『お金について学ぼう～お金の大切さ、親への感謝～』では、インター
ネットや通信機器の進化に伴いお金や物に関する価値観が薄れてし
まっている子ども達が増えてきている。 親としても子供に対し、将
来お金に困ってほしくはないと思ってはいるものの金融に対しての
勉強を学んでこなかった方が多く、中々子どもに教えることができ
ない背景からお金というものに興味をもってもらい楽しみながらお
金の大切さ、ありがたさを親子で共有し、経済的視点を養うことが
できる。また、経済的視点を養うことで生き抜く力を高め、将来、
豊かな生活が送れる人材への育成を目的とし、こだま地域の小学生
の子ども達、保護者を対象に事業を行いました。(一般社団法人)日
本こどもの生き抜く力育成協会の講師の方をお招きし、お金の価値観、
お金の大切さ、働くことの面白さを学び、知ることで将来豊かな生
活が送れるようにとの想いから事業を行いました。参加された全員
の子ども達が「お金の大切さ」を学ぶことができた。「親への感謝」の
気持ちが高まったと回答がありました。また、全員の保護者の方達
が「子どもへのお金の学び」は大切だと感じたと回答もあり、「今後、
子どものために金融教育を始めたい。お金の使い方についても学ば
せたい」また、子どもから「パパママいつも働いてくれてありがとう」
の言葉をもらったとの声もいただく事ができ、委員会としても目的
を伝えられたと感じることができました。

【最後に】
　2度目の委員長を経験させていただき小田島理事長ありがとうござ
いました。1度目では難しかった委員会運営が今回はできたと感じて
おります。それができたのも委員会メンバー皆様のご協力と担当副
理事長が井上副理事長だったからだと感じております。生意気言っ
たことも多々ありましたが、助けていただき本当にありがとうござ
いました。最高の仲間と1年間運動できたこと。心から感謝いたします。
そして、1年間支えてくれたLOMメンバーの皆様本当にありがとう
ございました。

研修交流委員会報告

委員長　佐田  行範

2022年度は大変お世話になりました。初めての事が多く至らない場
面ばかりではございましたが、皆様の温かいご指導のおかげで、1年
間走り切ることが出来ました。誠に有難うございました。この１年
間を自信に変え新たな目標に向け邁進して参りますので、皆様のご
指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
私は研修交流委員会の委員長をお預かりする際、理事長から「やりた
い事をやりなさい」とお言葉をいただき、今の自分に何ができるのだ
ろう、地域、メンバーに対して何がやりたいのだろうと考動して参
りました。そこで地域住民が笑顔になる事業を行うことで、対内が
活気に溢れ、絆が強くなると確信し事業構築を致しました。３月例
会ではメンバーの研修交流の場として、BBQを行いました。懇親会
や食事会が困難な社会情勢の中ではありましたが、皆様の笑顔に触
れることができとても良い例会であったと感じました。そして11月
例会では委員会の集大成となる開通前式典花火を行いました。実行
委員会を通し、多くのメンバーと研修、交流しながら様々な課題に
立ち向かい、乗り越えて来ました。そして地域住民が笑顔になり、
メンバーの絆もより深くなったと確信しています。また関係諸団体
から称賛のお言葉をいただくことができ、地域にとってこだま青年
会議所は大切な存在であると改めて認識していただく機会となりま
した。そして2022年度のメンバーは私にとって大切な存在となりま
した。

研修交流委員会の目標としましては「みんな仲良く、みんな笑顔」を
テーマとし、委員会運動を行ってきました。私はその姿勢が全メン
バーそして地域住民に伝わり笑顔溢れる豊なまちになると信じたか
らです。委員会を行う度たくさんの意見を出し合いメンバーのお店
で交流をしてきました。誰かが笑顔でないときは他のメンバーが笑
顔にする良い関係が築けました。11月例会では委員会メンバー一人
一人が当事者意識を持ち事業に対し真剣に向き合っていただきまし
た。１年間本当に有難うございました。
　この一年を通し笑顔でいる大切さ、地域には活力溢れる企業や団
体があることに気づくことが出来ました。自分自身が大きく変わっ
たことは誰かを信じことが出来るようになりました。信念を持ち続
け仲間を信じれば何事も成し遂げられることに気づけた楽しい一年
でした。研修交流委員会の運動にご協力いただきましたメンバーの
皆様本当に有難うございました。

総務委員会報告

委員長　金井  大樹

　2022年度ご協力頂きました皆様、大変お世話になりました。総務
委員長として1年間を無事に終える事が出来ました事、ありがとうご
ざいました。
　報告を書くにあたり、1年を振り返りますと沢山の出来事があった
なと改めて思い返されます。
　5月例会では、メンバー個々の志向や行動に着目し、理念の共有と
題しまして、講師例会を行いました。理事長からの発信と、講師に
よるセルフカウンセリングにより、会に対しての理解を深め、自分
を見つめ直す機会になりました。
　12月例会では、卒業式を実施し、卒業生の想いや思い出をメンバー
に共有する機会を作り、迫る2023年度へ向けてスタートを切ること
が出来たと感じております。涙あり、笑いありの心に残る卒業式が
出来たと感じております。
　1年間、資料や議事録作成、会場準備など目まぐるしく進んでいく
青年会議所運動にしがみついていた1年間だったと今感じております。
始めは、自分一人で出来る事をこなしていければと甘い考えでしたが、

協力者がいて、みんなで作り上げて行く事に青年会議所運動の醍醐
味があるのだと今は考えが変わりました。
　個人としても2022年は、変化の多い一年でしたが、他の3委員会
委員長の変化、成長、結果を見て、悔しさもあり、誇れる仲間が出
来たと実感しております。
　2022年、至らぬ点、ご迷惑をお掛けした事が多くあったと思いま
すが、変化を共にしたメンバー、御協力頂きました皆様に再度感謝
を申し上げ、2022年度総務委員会委員長報告とさせて頂きます。本
当にありがとうございました。

出向者報告
埼玉ブロック協議会　LOM交流支援委員会

ＬＯＭ交流支援委員会　委員長　長沼　克

　2022年度、公益社団法人日本青年会議所関東地区埼玉ブロック協議
会ＬＯＭ交流支援委員会の委員長として出向させていただきました。
　まずは小田島理事長をはじめ、メンバーの皆様には多大なるご協
力をいただき、誠にありがとうございました。出向は1人では出来なく、
メンバーの協力あって出向できるものだと改めて感じたとともに、
こだま青年会議所の皆様には感謝御礼申し上げます。
今年は、限界を超えろ～一人一人の成長が持続可能な埼玉を創る～
のもとに、委員会として6事業・1運営を上程しました。
青少年事業であるＪＣカップ、政策事業である公開討論会、交流事
業であるスタートアップ埼玉ブロック2022、秋の大運動会、拡大褒
章事業、会頭訪問事業と多岐にわたる事業を構築させていただきま
した。
　毎週行われる会議に向けて議案の準備や委員会の設営・運営、事
業の準備等、多岐にわたる業務を行いながら感じたことは、自身の
成長はもとより、委員会メンバーにどういう経験や成長を与えられ
るか、新たな魅力を伝えられるかを考えながら1年間邁進して参りま
した。
　どのようなことが伝えられたかは分かりませんが、1年間お互いに
切磋琢磨しながら過ごしたメンバーとは、今後も支え合える大きな
絆が生まれたことは間違いありません。
　また、埼玉ブロック協議会の役員という役職で1年間活動させてい
ただきまして、たくさんの学びを得ることが出来ました。見えなかっ
たものが見えるようになり、感じれなかったことが感じれるように
なり、出来なかったことが出来るようになりました。当初はそういっ
た世界が見れるとは想像もしていませんでしたが、事業が終わるに
つれて、自身の成長を本当に感じることが出来ましたし、多角的に
物事を捉えることが出来るようになり、自身におけるこれからのビ
ジョンを描くことも出来ました。
　それは他のたくさんのメンバーと価値観を共有し、磨き合うこと
で生まれ、必ず成長につながり、出向の最大の魅力はここにあり、
と感じることが出来ました。
　そのような機会をいただけたことは本当に感謝しております。こ

の埼玉ブロック協議会の役員という貴重な経験から得たものをメン
バーに伝えていき、今後のこだま青年会議所の発展に寄与し、邁進
して参ります。1年間ご協力いただきまして本当にありがとうござい
ました。
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理事長報告

2022年度　理事長　小田島  寛之

　まず初めに2022年度公益社団法人こだま青年会議所の運動に対し
多くのご支援、ご協力、ご指導、ご鞭撻を賜り誠にありがとうござ
いました。
2022年度は、アフターコロナを見据え従来通りの青年会議所運動を
取り戻したいとの想いでスローガンを「考動」とし、明るい豊かなま
ちの実現に向けて、たくさんの議論をメンバーと交わし、事業を計
画しました。しかしながら、ウィズコロナの状態は改善せず、思い
描く通りの事業構築が出来ない時期もございました。
ご協力、ご支援いただきました、たくさんの方々に対し申し訳ない
という気持ちと、メンバーに対しても、動ききれない、盛り上がり
きれないという、もどかしい気持ちにさせてしまったことに対し、
私自身の力不足を痛感致しました。そんな中でも前を向き、今でき
る最善を尽くし、事業構築してくれたメンバーへの尊敬と感謝の想
いで溢れています。
青少年育成委員会では、コミュニケーションの重要性を再認識する
ための事業の開催、経済的視点を養うためのマネーセミナーの開催。
研修交流委員会では、神流川橋の開通前式典として、花火の打上げ。
地域政策委員会では、公開討論会の開催とドローン冊子「BRIGHT」の
発刊、総務委員会では、理念の共感を深めるための講師例会、笑い
と涙で溢れる卒業式。全員拡大では、14名の拡大をさせていただき
ました。
年初に掲げた、【経験による知識の集積】　【持続可能な地域の創造】
　【成長を享受出来る組織】　【次代のための会員拡大】の項目に対し
て、基本理念である「事上磨錬」のように、実際の行動や実践を通じ
て知識や精神を磨き、達成出来たと実感しております。
また、本年の大きな成果の１つとしては、コロナ禍しか経験出来て
いないメンバーとともに、青年会議所事業のスケール感や対象の意
識変革運動を実践出来たことだと考えております。支えていただき
ました、スタッフ、専務、委員長を始めとするメンバーには、本当
に感謝しかありません。本当にありがとうございました。
最後になりますが、私自身全力で駆け抜けた1年間ではございますが、
事業を通じ至らない点も多々あったかと存じます。こだま青年会議
所の運動に対し、ご理解、ご協力、ご尽力いただきました、先輩諸

兄姉の皆さま、関係諸団体の皆さま、行政関係者の皆さまへ重ねて
厚く御礼申し上げます。
1年間本当にありがとうございました。

副理事長報告

地域政策・拡大担当 担当副理事長　坂本  雄平

2022年度、小田島理事長のもと地域政策委員会の副理事長を務めさ
せて頂きました。「考動」のスローガンをもとに地域政策委員会は1こ
だま青年会議所の運動姿勢を行政や地域住民に示すことで、未来の
地域経済に変化を与えられるような事業を行う。2公開討論会や訪問
を通じ、行政の在り方を捉え事業構築を行う。3担当副理事長運営の
もと、5名の会員拡大をする。の3つの役割を頂きました。行政、地
域団体や住民がデジタルテクノロジーを各分野で取り入れ効率的な
活動が可能になれば少子高齢化が一段と進む地域内で暮らしやすく
持続可能な地域の実現に役立ちます。そのような取組が活発になり
地域内外へ波及していくことで将来的には特定の産業の研究機関や支
社などがこの地域へ移転し雇用の創出や人口の流入など地域経済に変
化が現れてくると考えます。そのような土壌をつくるきっかけづくり
として根岸委員長率いる地域政策委員会はドローンとこの地域の農業、
教育、観光という3つの資源を掛け合わせそれぞれワークショップを
行いアンケートやデータ収集を行いました。それらのデータをまとめ
この地域でドローン活用が有用であるという内容の本を作成し各所へ
周知まで繋げました。新型コロナウィルスへの対応を考慮しながら例
会構築を最後までやり遂げたことは根岸委員長はもとより多くのメン
バーが「考動」をしていった結果だと確信いたします。

【1月例会】
1月例会はデジタルツールを活用した本庄市長選立候補表明者公開討
論会を開催する予定でしたが各候補者と時勢を鑑み中止とさせて頂
きました。開催間際まで検討を重ね中止の判断はとても難しいもの
でした。一方で公開討論会について根岸委員長と地域政策委員会の
メンバーはより深く考えるきっかけになりました。公開討論会の意
義やしくみについて一段深い考察が可能になったことで今後のこだ

ま青年会議所の公開討論会運営に多く貢献できたと思います。その
ことはこの地域の住民が首長や議員を選択する機会を最大化するこ
とに繋がります。

【4月例会】
4月例会、上里町長選挙立候補表明者公開討論会の開催となりました。
会場はより多くの方達の目に触れてほしいとの思いからイオンタウン
上里としました。当日の内容を録画した後、動画配信という形で例会
を構築しました。今まで公開討論会にはない会場設定と動画配信とい
う難しい例会構築でしたが多くの方に当日の動画は届きました。また
あらゆる方々から良い面悪い面と反響も頂けたことが今までとは異な
る形で影響を残せたと思います。一方でアンケート回収件数が伸び悩
んだことや若年層への届け方は事前準備や回収までのしくみの部分で
多くの課題を引継ぎました。また商業施設での映像音声収録という難
しさも引継ぎます。現在ある技術を活用し地域資源とうまくさせるこ
とにより今より少し暮らしやすい地域の姿を行政や住民へ提案する試
みの第一歩として有意義な時間になったと感じます。

【10月例会】
10月例会先端技術の導入と地域資源の活用ではこの地域でのドロー
ン活用の有用性を説明するためにデータ収集やアンケート調査を行
うため農業、教育、観光に焦点をしぼり7月から8月末まで3日にわ
たって行ってきたワークショップを行いました。それらの収集した
データを「BRIGHT」という一冊の本にまとめ地域へ発表しました。例
会自体は有識者とメンバーを会場に集め「BRIGHT」の説明と吉田市長
をはじめ学術界からも多くのコメントを頂き映像収録という形にな
りました。その内容は本と共に映像としても残る形で多くの方に視
聴頂きました。また本は本例会に携わっていただいた多く方達と地
域の各団体、図書館などを中心とする公共施設に配布し一般の方々
にも目を通して頂けるように配布しました。例会後、各行政の首長
や農協へ委員長が説明しながら本を手渡す中で多くの方が前向きな
活用方法をお話していただけました。埼玉県とも引き続き連帯でき
るような関係性の中でしっかりと結果を出せた10月例会になったと
感じました。例会当日は多くの良い点もあった一方で細かな設えや
進行等で改善点もあったことを後世へつなげていただきました。今
後こだま地域でドローン活用の議論が活発になっていく土壌をつく
れること多くの方に引き続きご協力いただければと思います。

【最後に】
不安定な環境の中でも沢山の事を吸収し根岸委員長はBRIGHTの製本
を果たしました。自身の研究した結果と多くのメンバーに支えられ
て今後の地域に必要とされる成果物を残せたことはとても素晴らし
いことだと思います。皆様にはこれからこの本が多くの行政関係者
や地域団体、住民から読まれ地域の意識がどんどん進化していける
ようお力添えを頂ければと思います。また一年を通して委員会メン
バーはもとより多くのLOMメンバーととても強い絆を育めていたと
感じました。それは根岸委員長が今年しっかり踏ん張りメンバーが
共感してくれた結果かと思います。今後も上手くいかなかった経験
も含め多くの想いやメンバーへの感謝の気持ちを大切にしていって
いただければと思います。
最後に資料や例会設えなど細かいところまでこだわって取り組んで
いくことで事業に対しての姿勢を表現することもとても大切なこと
だと感じました。メンバーや関わっている人達から応援されている
という意識を自信に変え今後も励んでいっていただければ幸いです。
2022年度の副理事長という難しい役割を頂き沢山の事を勉強させて
頂きました。その機会を頂いた小田島理事長
には感謝の気持ちとまたご協力いただきましたすべての皆様に御礼
を申し上げ副理事長報告とさせていただきます。

副理事長報告

青少年育成委員会　担当副理事長　井上　峰

　こだま青年会議所2022年度、小田島理事長の掲げるスローガン～
考動～のもと、明るい豊かなまちの実現のため歩み出した54年目に
青少年育成委員会を担当させて頂き皆様に大変お世話になりました。
時代の変化を柔軟に捉え、昨今の時代背景の中、こだま地域を愛し
情熱を注ぐスタッフメンバー、そして岩佐委員長をはじめ、副委員長、
委員会メンバーにおかれましては1年間本当にお疲れ様でした。また
LOMメンバーと共に過ごせた時間は、気付きも多く生涯忘れること
のない大切な経験となりました。
 4月第2例会謎解きクエストでは、デジタル化が進み生活が便利に
なった一方で、文字や画面を通じて情報共有する時代となり人と人

の関わりが苦手な子ども達が増えてきている背景から未来を切り拓
くにはコミュニケーション力をつけることが重要であることを目的
とし、こだま地域の小学生4・5・6年生を対象に事業を行いました。
何度も委員会を行い議論を重ね事業に参加した子どもたちが、どう
変化するのかを考えました。コミュニケーションをとりながら問題
を解いていくという手法で参加された子どもたちからも「みんなと協
力すると、難しい問題も簡単に解けたと感じました」「はじめて話し
た子と協力しあえて楽しかった」「コミュニケーションをとる力をつ
けていきたい」などアンケートを頂き、委員会として目的を達成でき
たと強く感じました。
 8月例会　お金について学ぼう～お金の大切さ、親への感謝～では、
インターネットや通信機器の進化に伴いお金や物に関する価値感が
薄れてしまっている子ども達が増えてきている。 親としても子供に
対し、将来お金に困ってほしくはないと思ってはいるものの金融に
対しての勉強を学んでこなかったが故に中々教えることができない
背景からお金というものに興味をもってもらい楽しみながらお金の
大切さ、ありがたさを親子で共有し、経済的視点を養うことができる。
また、経済的視点を養うことで生き抜く力を高め、将来豊かな生活
が送れる人材への育成を目的とし、こだま地域の小学生全学年の子
どもたち、保護者を対象にし事業を行いました。一般社団法人　日
本こどもの生き抜く力育成協会の金井雅美様を講師でお招きし、お
店屋さんごっこという手法を用いて、働いてお金を得ることの疑似
体験を行い、お金は無限にあるものではないというお金の価値観、
お金の大切さ、働くことの面白さを学び、知ることで将来豊かな生
活が送れる第一歩となる内容で行わさせていただきました。本事業
を通じ、全員の子供達が「お金の大切さ」を学ぶことができた。「親へ
の感謝」の気持ちが高まったと回答があり、また本事業を通じ、全員
の保護者の方達が「子供へのお金の学び」は大切だと感じたと回答も
あり、「今後、子供のために金融教育を始めたい。お金の使い方につ
いても学ばせたい」など多数の意見をもらうことができ、青少年育成
委員会として目的を伝えられたと確信いたしました。
　1年を通し青少年育成委員会のメンバーと子供たちの未来について
語り合い共有した時間は卒業年の私にとっても貴重な1年でした。
また2022年度こだま青年会議所第54代小田島理事長におかれまして
も副理事長という役職に任命していただいた事に感謝いたします。
共に過ごした時間は私にとって本当に幸せでした。1年間ありがとう
ございました。

副理事長報告

総務・研修交流・拡大　担当副理事長　内藤  大河

2022年度総務委員会と研修交流委員会の担当副理事長として大変お
世話になりました。思い返せば金井委員長と佐田委員長にはご迷惑
をお掛けしっぱなしの1年間だったと感じます。金井委員長は放って
おいてもやってくれる委員長だからとあまりコミットできなかった
ですね。「あまり頼りたくない」と言っておりましたが、同時に「やり
きれなかった部分もあって後悔している」と仰っておりました。私自
身ももっと支えてあげれば良かったと後悔です。総務委員会は5月例
会と12月例会を開催しました。
5月例会は理念の共有について学ぶ事でメンバー個々で、仕事、JC運
動での活発化を図る。理念を共有する事で、青年会議所運動への理
解を深める。という2つの目的の基対内例会を開催しました。残念な
がら私が仕事のためweb参加となりましたが、とてもメンバーのた
めになる良い時間を過ごせたと感じます。報告で成果としても大成
功な検証となっております。
12月例会は卒業式を開催しました。本年はこだまの本拠地である本
庄商工会議所を会場としましたが、やはりホームでやる意義がとて
も感じられる内容だったと感じました。笑い・涙と卒業式らしい感
情や例年とは違ったスケジュールで行ったことも今後に繋がるとて
も有意義な時間であったと確信しました。
1年を通じて総務としての役割をしっかりと全うしていただきありが
とうございました。理事会や総会運営を円滑に進めていただき、また
議事録や各種資料もしっかりと纏めていただき感謝しかありません。
金井委員長は上を目指すべき人財であると確信しておりますので、今
後もJCライフを楽しんで邁進していただくようお願いします。また、
総務委員会メンバーの皆様も次年度様々な役職に就かれますが、益々
ご活躍させると確信しております。不甲斐ない副理事長だったと感じ
ておりますが、1年間担当させていただきありがとうございました！
そして研修交流委員会、佐田委員長1年間本当に頑張りました。予定
者の段階から「花火をやりたい！」その時からずっと走りっぱなしで
した。進んでは壁にぶつかりとその連続でした。時にはお互いに感
情的になり、委員長の想いを知りたいからと冷たく接した時もあれば、
私への不満を仰っていただきました。しかしながら心折れる事無く
常に前を向いて、とうとう花火が打ち上がった時は感動しました。

そんな思い出を記載させていただきます。
3月例会ではJCの交流を深めるための例会を開催しました。皆様の交
流と懇親を深め、面白い時間を過ごしながら最後に花火を打ち上げ
ました。その時に国交省の申請書類を学んだ事と11月例会に向けた
団結を深めた事が繋がった良い例会であったと確信しました。
11月例会では本当に苦労しながらやっとの想いで開催する事ができ
ました。会場に紆余曲折し、選定した際には様々な問題が発生し、
全メンバーのご協力が結集した例会になりました。例会後はメンバー
の笑顔、そして地域住民の笑顔が見られたまさに委員長が掲げた目
的が達せられた瞬間でした。ここでも書ききれないぐらいたくさん
の思い出がありましたね。
佐田委員長が思い描くような副理事長ではなかったかもしれません
が、想いを貫き通す姿は私自身も委員会メンバーも尊敬に値します。
そして何より今井副委員長がしっかりと支えていただいたおかげで
す。彼がいたからこそ事業を大成功に導いてくれました。感謝を忘
れず、次年度以降も活躍してください。また、研修交流委員会メンバー
の皆様は佐田委員長の背中をしっかりと見てきたと感じております。
その背中を見習い、今後のJCライフを邁進していただければ幸いです。
1年間ありがとうございました！
最後に小田島理事長、副理事長に指名していただきありがとうござ
いました！あなたの副理事長で良かった！スタートから迷惑をいっ
ぱい掛けましたがしっかり1年間JCに居れました（笑）多くは記載しま
せんが、尊敬すべき理事長です。本当にお世話になりました。そし
てスタッフの皆様卒業おめでとうございます！ 1名違う意味ですが。
皆様から教わった事を大切にしながらいつか年齢的な後輩に同じ事
を言えるような人間になりたいと感じております。今後はサポート
会員として後輩の後押ししながら坂本副理事長が帰ってこれる環境
づくりをしましょう。全ての皆様に感謝と御礼申し上げ副理事長報
告とさせていただきます。1年間本当にお世話になりました。

地域政策委員会報告

委員長　根岸  正典

　2022年度地域政策委員会の事業にご協力下さいまして、理事長を
はじめ理事の方々、坂本副理事長をはじめとします委員会の皆様、
誠にありがとうございました。1年間委員長職を全う出来たのも皆様
のご協力あっての事と存じます。
　振り返ると、１月例会本庄市長選挙立候補表明者公開討論会では
本庄市の首長を決める大切な選挙で、立候補予定者の考えを広く住
民に知って頂く機会を提供する事と投票率向上を目的とし準備して
参りました。今回の本庄市長選挙は選挙権が18歳以上になってから
初めて行う市長選挙となり、投票率向上が期待されている選挙でも
ありました。結果的には公開討論会対抗不在という形で中止となり
ましたが、投票が行われた平成30年の市長選挙と比べ投票率が2.62
ポイント向上し、市民の政治に対する関心はもちろんの事、メンバー
の意識向上にも繋がった事業であったと思います。
上里町長立候補表明者公開討論会ではイオンタウン上里の一部を使
用させて頂き、公開討論会目的で来場される方以外の住民の方々も
ターゲットとした事業を行い、立候補表明者4名の政策を聞いて頂き
ました。コーディネーターを含め、こだま青年会議所としても初め
て行う会場での公開討論会で不安も多々ありましたが、様々な方か
らご協力を賜りました結果、当日来場者210名、WEB視聴者274名、
計484名の一般参加者の動員をする事が出来ました。私個人としま
しては、例会終了後に数多くの公開討論会に携わってきたコーディ
ネーターの方が、コロナ禍であるのも関わらず過去の町長選挙公開
討論会の中で最も動員数が多かったとお話下さった事が1番の成果で
あり、今後の公開討論会の可能性を広げられた事業であったと思い
ました。
10月例会は先端技術、主にドローンを用いて既存の地域資源に活力
を与える事を目的としガイドブック「BRIGHT」を制作し発表致しまし
た。本書を制作するにあたり、農業、教育、観光の分野でワークショッ
プをそれぞれ開催し、各分野におけるドローンの有効性を検証して
参りました。検証の中でこだま地域の各首長から今後も地域の色を
生かしたドローン活用を推進していくとのお話があり、小田島理事
長が所信で掲げる「地域資源と新たな産業とのシナジーを創造する」
という目的の礎を築く事が出来たのではないかと自負致します。

私としましては2021年に基本方針を作成している段階から、ある程
度2022年度地域政策委員会の着地点を想像し、構想を練ってきまし
たが、良くも悪くも想像通りで大きく内容や結果が逸脱される事は
ありませんでした。良かった点はイメージしたものを１年間かけて
作り上げてきたものに対して成果を出す事で自信が付いたことです
が、今あるものを組み合わせてきたに過ぎません。よって0から1を
生み出した上で成果を上げる事は出来ませんでした。しかしながら、
私は入会時から自分の持っているものを会に提供し、会やまちが良
くなっていく事を通じて、私自身の方向性を確認する事を目的とし
てきました。それは小田島理事長が2022年度第1回理事予定者会議
でお話をされた「来年の目標を設定し、１年が終わった時にその目標
が達成出来たかを確認して欲しい」という言葉でも同様の目標を設定
しました。青年会議所にとってそれが良い事なのかは分かりませんが、
私としての小さな成功体験が増え、その成功体験を次年度以降の委
員長に伝え、委員会運営の一助とする事が様々な機会を提供下さっ
た方々への恩返しだと信じております。とは言っても上手くいくこ
とばかりではなく、イレギュラーも多々ありメンバーの皆様にもご
迷惑をお掛けする事もございました。しかし委員長をやって大変だっ
た、辛かったという事ではなく、どうすれば大変ではなくなるのか
を私なりに勉強させて頂きましたので、今年度経験させて頂いた事
を今後にも生かしていきたいと思います。
結びに小田島理事長をはじめ、スタッフの皆様、ご協力下さいまし
たメンバーの皆様へ重ねて御礼を申し上げ、地域政策委員会委員会
報告とさせて頂きます。

青少年育成委員会報告

委員長　岩佐  敏充

　こだま青年会議所2022年度、小田島理事長の掲げる「考動」のス
ローガンのもと、青少年育成委員会の委員長として1年間全うするこ
とが出来ました。私たち、青少年育成委員会ではこだま地域の子ど
も達に対し「コミュニケーション力の向上」と「金融リテラシーの向
上」が将来を生き抜く力と考え、事業構築して参りました。諸先輩方
をはじめ、メンバーの皆様に支えて頂き、貴重な1年間を過ごすこと

が出来ました。本当にありがとうございました。

【4月第2例会】
『謎解きクエスト～未来を切り拓くにはコミュニケーションから～』
では、近年デジタル化が進み生活が便利になった一方で、文字や画
面を通じて情報共有する時代となり、人と人の関わりが苦手な子ど
も達が増えてきている時代背景から、子ども達が将来の時代変化に
対応できる人材になるにはコミュニケーション力をつけることが重
要であると考え、事業を行いました。参加された子どもたちからは「み
んなと協力すると、難しい問題も簡単に解けたと感じました」「はじ
めて話した子と協力し合えて楽しかった」「コミュニケーションをと
る力をつけていきたい」など多くのアンケートを頂きました。親御様
からは「ぜひまた開催してほしい」「家で子どもとの会話が増えまし
た」と御礼のメールを頂き、委員会としても目的を達成でき、開催し
て本当に良かったと感じることができました。。

【8月例会】
『お金について学ぼう～お金の大切さ、親への感謝～』では、インター
ネットや通信機器の進化に伴いお金や物に関する価値観が薄れてし
まっている子ども達が増えてきている。 親としても子供に対し、将
来お金に困ってほしくはないと思ってはいるものの金融に対しての
勉強を学んでこなかった方が多く、中々子どもに教えることができ
ない背景からお金というものに興味をもってもらい楽しみながらお
金の大切さ、ありがたさを親子で共有し、経済的視点を養うことが
できる。また、経済的視点を養うことで生き抜く力を高め、将来、
豊かな生活が送れる人材への育成を目的とし、こだま地域の小学生
の子ども達、保護者を対象に事業を行いました。(一般社団法人)日
本こどもの生き抜く力育成協会の講師の方をお招きし、お金の価値観、
お金の大切さ、働くことの面白さを学び、知ることで将来豊かな生
活が送れるようにとの想いから事業を行いました。参加された全員
の子ども達が「お金の大切さ」を学ぶことができた。「親への感謝」の
気持ちが高まったと回答がありました。また、全員の保護者の方達
が「子どもへのお金の学び」は大切だと感じたと回答もあり、「今後、
子どものために金融教育を始めたい。お金の使い方についても学ば
せたい」また、子どもから「パパママいつも働いてくれてありがとう」
の言葉をもらったとの声もいただく事ができ、委員会としても目的
を伝えられたと感じることができました。

【最後に】
　2度目の委員長を経験させていただき小田島理事長ありがとうござ
いました。1度目では難しかった委員会運営が今回はできたと感じて
おります。それができたのも委員会メンバー皆様のご協力と担当副
理事長が井上副理事長だったからだと感じております。生意気言っ
たことも多々ありましたが、助けていただき本当にありがとうござ
いました。最高の仲間と1年間運動できたこと。心から感謝いたします。
そして、1年間支えてくれたLOMメンバーの皆様本当にありがとう
ございました。

研修交流委員会報告

委員長　佐田  行範

2022年度は大変お世話になりました。初めての事が多く至らない場
面ばかりではございましたが、皆様の温かいご指導のおかげで、1年
間走り切ることが出来ました。誠に有難うございました。この１年
間を自信に変え新たな目標に向け邁進して参りますので、皆様のご
指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
私は研修交流委員会の委員長をお預かりする際、理事長から「やりた
い事をやりなさい」とお言葉をいただき、今の自分に何ができるのだ
ろう、地域、メンバーに対して何がやりたいのだろうと考動して参
りました。そこで地域住民が笑顔になる事業を行うことで、対内が
活気に溢れ、絆が強くなると確信し事業構築を致しました。３月例
会ではメンバーの研修交流の場として、BBQを行いました。懇親会
や食事会が困難な社会情勢の中ではありましたが、皆様の笑顔に触
れることができとても良い例会であったと感じました。そして11月
例会では委員会の集大成となる開通前式典花火を行いました。実行
委員会を通し、多くのメンバーと研修、交流しながら様々な課題に
立ち向かい、乗り越えて来ました。そして地域住民が笑顔になり、
メンバーの絆もより深くなったと確信しています。また関係諸団体
から称賛のお言葉をいただくことができ、地域にとってこだま青年
会議所は大切な存在であると改めて認識していただく機会となりま
した。そして2022年度のメンバーは私にとって大切な存在となりま
した。

研修交流委員会の目標としましては「みんな仲良く、みんな笑顔」を
テーマとし、委員会運動を行ってきました。私はその姿勢が全メン
バーそして地域住民に伝わり笑顔溢れる豊なまちになると信じたか
らです。委員会を行う度たくさんの意見を出し合いメンバーのお店
で交流をしてきました。誰かが笑顔でないときは他のメンバーが笑
顔にする良い関係が築けました。11月例会では委員会メンバー一人
一人が当事者意識を持ち事業に対し真剣に向き合っていただきまし
た。１年間本当に有難うございました。
　この一年を通し笑顔でいる大切さ、地域には活力溢れる企業や団
体があることに気づくことが出来ました。自分自身が大きく変わっ
たことは誰かを信じことが出来るようになりました。信念を持ち続
け仲間を信じれば何事も成し遂げられることに気づけた楽しい一年
でした。研修交流委員会の運動にご協力いただきましたメンバーの
皆様本当に有難うございました。

総務委員会報告

委員長　金井  大樹

　2022年度ご協力頂きました皆様、大変お世話になりました。総務
委員長として1年間を無事に終える事が出来ました事、ありがとうご
ざいました。
　報告を書くにあたり、1年を振り返りますと沢山の出来事があった
なと改めて思い返されます。
　5月例会では、メンバー個々の志向や行動に着目し、理念の共有と
題しまして、講師例会を行いました。理事長からの発信と、講師に
よるセルフカウンセリングにより、会に対しての理解を深め、自分
を見つめ直す機会になりました。
　12月例会では、卒業式を実施し、卒業生の想いや思い出をメンバー
に共有する機会を作り、迫る2023年度へ向けてスタートを切ること
が出来たと感じております。涙あり、笑いありの心に残る卒業式が
出来たと感じております。
　1年間、資料や議事録作成、会場準備など目まぐるしく進んでいく
青年会議所運動にしがみついていた1年間だったと今感じております。
始めは、自分一人で出来る事をこなしていければと甘い考えでしたが、

協力者がいて、みんなで作り上げて行く事に青年会議所運動の醍醐
味があるのだと今は考えが変わりました。
　個人としても2022年は、変化の多い一年でしたが、他の3委員会
委員長の変化、成長、結果を見て、悔しさもあり、誇れる仲間が出
来たと実感しております。
　2022年、至らぬ点、ご迷惑をお掛けした事が多くあったと思いま
すが、変化を共にしたメンバー、御協力頂きました皆様に再度感謝
を申し上げ、2022年度総務委員会委員長報告とさせて頂きます。本
当にありがとうございました。

出向者報告
埼玉ブロック協議会　LOM交流支援委員会

ＬＯＭ交流支援委員会　委員長　長沼　克

　2022年度、公益社団法人日本青年会議所関東地区埼玉ブロック協議
会ＬＯＭ交流支援委員会の委員長として出向させていただきました。
　まずは小田島理事長をはじめ、メンバーの皆様には多大なるご協
力をいただき、誠にありがとうございました。出向は1人では出来なく、
メンバーの協力あって出向できるものだと改めて感じたとともに、
こだま青年会議所の皆様には感謝御礼申し上げます。
今年は、限界を超えろ～一人一人の成長が持続可能な埼玉を創る～
のもとに、委員会として6事業・1運営を上程しました。
青少年事業であるＪＣカップ、政策事業である公開討論会、交流事
業であるスタートアップ埼玉ブロック2022、秋の大運動会、拡大褒
章事業、会頭訪問事業と多岐にわたる事業を構築させていただきま
した。
　毎週行われる会議に向けて議案の準備や委員会の設営・運営、事
業の準備等、多岐にわたる業務を行いながら感じたことは、自身の
成長はもとより、委員会メンバーにどういう経験や成長を与えられ
るか、新たな魅力を伝えられるかを考えながら1年間邁進して参りま
した。
　どのようなことが伝えられたかは分かりませんが、1年間お互いに
切磋琢磨しながら過ごしたメンバーとは、今後も支え合える大きな
絆が生まれたことは間違いありません。
　また、埼玉ブロック協議会の役員という役職で1年間活動させてい
ただきまして、たくさんの学びを得ることが出来ました。見えなかっ
たものが見えるようになり、感じれなかったことが感じれるように
なり、出来なかったことが出来るようになりました。当初はそういっ
た世界が見れるとは想像もしていませんでしたが、事業が終わるに
つれて、自身の成長を本当に感じることが出来ましたし、多角的に
物事を捉えることが出来るようになり、自身におけるこれからのビ
ジョンを描くことも出来ました。
　それは他のたくさんのメンバーと価値観を共有し、磨き合うこと
で生まれ、必ず成長につながり、出向の最大の魅力はここにあり、
と感じることが出来ました。
　そのような機会をいただけたことは本当に感謝しております。こ

の埼玉ブロック協議会の役員という貴重な経験から得たものをメン
バーに伝えていき、今後のこだま青年会議所の発展に寄与し、邁進
して参ります。1年間ご協力いただきまして本当にありがとうござい
ました。
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理事長報告

2022年度　理事長　小田島  寛之

　まず初めに2022年度公益社団法人こだま青年会議所の運動に対し
多くのご支援、ご協力、ご指導、ご鞭撻を賜り誠にありがとうござ
いました。
2022年度は、アフターコロナを見据え従来通りの青年会議所運動を
取り戻したいとの想いでスローガンを「考動」とし、明るい豊かなま
ちの実現に向けて、たくさんの議論をメンバーと交わし、事業を計
画しました。しかしながら、ウィズコロナの状態は改善せず、思い
描く通りの事業構築が出来ない時期もございました。
ご協力、ご支援いただきました、たくさんの方々に対し申し訳ない
という気持ちと、メンバーに対しても、動ききれない、盛り上がり
きれないという、もどかしい気持ちにさせてしまったことに対し、
私自身の力不足を痛感致しました。そんな中でも前を向き、今でき
る最善を尽くし、事業構築してくれたメンバーへの尊敬と感謝の想
いで溢れています。
青少年育成委員会では、コミュニケーションの重要性を再認識する
ための事業の開催、経済的視点を養うためのマネーセミナーの開催。
研修交流委員会では、神流川橋の開通前式典として、花火の打上げ。
地域政策委員会では、公開討論会の開催とドローン冊子「BRIGHT」の
発刊、総務委員会では、理念の共感を深めるための講師例会、笑い
と涙で溢れる卒業式。全員拡大では、14名の拡大をさせていただき
ました。
年初に掲げた、【経験による知識の集積】　【持続可能な地域の創造】
　【成長を享受出来る組織】　【次代のための会員拡大】の項目に対し
て、基本理念である「事上磨錬」のように、実際の行動や実践を通じ
て知識や精神を磨き、達成出来たと実感しております。
また、本年の大きな成果の１つとしては、コロナ禍しか経験出来て
いないメンバーとともに、青年会議所事業のスケール感や対象の意
識変革運動を実践出来たことだと考えております。支えていただき
ました、スタッフ、専務、委員長を始めとするメンバーには、本当
に感謝しかありません。本当にありがとうございました。
最後になりますが、私自身全力で駆け抜けた1年間ではございますが、
事業を通じ至らない点も多々あったかと存じます。こだま青年会議
所の運動に対し、ご理解、ご協力、ご尽力いただきました、先輩諸

兄姉の皆さま、関係諸団体の皆さま、行政関係者の皆さまへ重ねて
厚く御礼申し上げます。
1年間本当にありがとうございました。

副理事長報告

地域政策・拡大担当 担当副理事長　坂本  雄平

2022年度、小田島理事長のもと地域政策委員会の副理事長を務めさ
せて頂きました。「考動」のスローガンをもとに地域政策委員会は1こ
だま青年会議所の運動姿勢を行政や地域住民に示すことで、未来の
地域経済に変化を与えられるような事業を行う。2公開討論会や訪問
を通じ、行政の在り方を捉え事業構築を行う。3担当副理事長運営の
もと、5名の会員拡大をする。の3つの役割を頂きました。行政、地
域団体や住民がデジタルテクノロジーを各分野で取り入れ効率的な
活動が可能になれば少子高齢化が一段と進む地域内で暮らしやすく
持続可能な地域の実現に役立ちます。そのような取組が活発になり
地域内外へ波及していくことで将来的には特定の産業の研究機関や支
社などがこの地域へ移転し雇用の創出や人口の流入など地域経済に変
化が現れてくると考えます。そのような土壌をつくるきっかけづくり
として根岸委員長率いる地域政策委員会はドローンとこの地域の農業、
教育、観光という3つの資源を掛け合わせそれぞれワークショップを
行いアンケートやデータ収集を行いました。それらのデータをまとめ
この地域でドローン活用が有用であるという内容の本を作成し各所へ
周知まで繋げました。新型コロナウィルスへの対応を考慮しながら例
会構築を最後までやり遂げたことは根岸委員長はもとより多くのメン
バーが「考動」をしていった結果だと確信いたします。

【1月例会】
1月例会はデジタルツールを活用した本庄市長選立候補表明者公開討
論会を開催する予定でしたが各候補者と時勢を鑑み中止とさせて頂
きました。開催間際まで検討を重ね中止の判断はとても難しいもの
でした。一方で公開討論会について根岸委員長と地域政策委員会の
メンバーはより深く考えるきっかけになりました。公開討論会の意
義やしくみについて一段深い考察が可能になったことで今後のこだ

ま青年会議所の公開討論会運営に多く貢献できたと思います。その
ことはこの地域の住民が首長や議員を選択する機会を最大化するこ
とに繋がります。

【4月例会】
4月例会、上里町長選挙立候補表明者公開討論会の開催となりました。
会場はより多くの方達の目に触れてほしいとの思いからイオンタウン
上里としました。当日の内容を録画した後、動画配信という形で例会
を構築しました。今まで公開討論会にはない会場設定と動画配信とい
う難しい例会構築でしたが多くの方に当日の動画は届きました。また
あらゆる方々から良い面悪い面と反響も頂けたことが今までとは異な
る形で影響を残せたと思います。一方でアンケート回収件数が伸び悩
んだことや若年層への届け方は事前準備や回収までのしくみの部分で
多くの課題を引継ぎました。また商業施設での映像音声収録という難
しさも引継ぎます。現在ある技術を活用し地域資源とうまくさせるこ
とにより今より少し暮らしやすい地域の姿を行政や住民へ提案する試
みの第一歩として有意義な時間になったと感じます。

【10月例会】
10月例会先端技術の導入と地域資源の活用ではこの地域でのドロー
ン活用の有用性を説明するためにデータ収集やアンケート調査を行
うため農業、教育、観光に焦点をしぼり7月から8月末まで3日にわ
たって行ってきたワークショップを行いました。それらの収集した
データを「BRIGHT」という一冊の本にまとめ地域へ発表しました。例
会自体は有識者とメンバーを会場に集め「BRIGHT」の説明と吉田市長
をはじめ学術界からも多くのコメントを頂き映像収録という形にな
りました。その内容は本と共に映像としても残る形で多くの方に視
聴頂きました。また本は本例会に携わっていただいた多く方達と地
域の各団体、図書館などを中心とする公共施設に配布し一般の方々
にも目を通して頂けるように配布しました。例会後、各行政の首長
や農協へ委員長が説明しながら本を手渡す中で多くの方が前向きな
活用方法をお話していただけました。埼玉県とも引き続き連帯でき
るような関係性の中でしっかりと結果を出せた10月例会になったと
感じました。例会当日は多くの良い点もあった一方で細かな設えや
進行等で改善点もあったことを後世へつなげていただきました。今
後こだま地域でドローン活用の議論が活発になっていく土壌をつく
れること多くの方に引き続きご協力いただければと思います。

【最後に】
不安定な環境の中でも沢山の事を吸収し根岸委員長はBRIGHTの製本
を果たしました。自身の研究した結果と多くのメンバーに支えられ
て今後の地域に必要とされる成果物を残せたことはとても素晴らし
いことだと思います。皆様にはこれからこの本が多くの行政関係者
や地域団体、住民から読まれ地域の意識がどんどん進化していける
ようお力添えを頂ければと思います。また一年を通して委員会メン
バーはもとより多くのLOMメンバーととても強い絆を育めていたと
感じました。それは根岸委員長が今年しっかり踏ん張りメンバーが
共感してくれた結果かと思います。今後も上手くいかなかった経験
も含め多くの想いやメンバーへの感謝の気持ちを大切にしていって
いただければと思います。
最後に資料や例会設えなど細かいところまでこだわって取り組んで
いくことで事業に対しての姿勢を表現することもとても大切なこと
だと感じました。メンバーや関わっている人達から応援されている
という意識を自信に変え今後も励んでいっていただければ幸いです。
2022年度の副理事長という難しい役割を頂き沢山の事を勉強させて
頂きました。その機会を頂いた小田島理事長
には感謝の気持ちとまたご協力いただきましたすべての皆様に御礼
を申し上げ副理事長報告とさせていただきます。

副理事長報告

青少年育成委員会　担当副理事長　井上　峰

　こだま青年会議所2022年度、小田島理事長の掲げるスローガン～
考動～のもと、明るい豊かなまちの実現のため歩み出した54年目に
青少年育成委員会を担当させて頂き皆様に大変お世話になりました。
時代の変化を柔軟に捉え、昨今の時代背景の中、こだま地域を愛し
情熱を注ぐスタッフメンバー、そして岩佐委員長をはじめ、副委員長、
委員会メンバーにおかれましては1年間本当にお疲れ様でした。また
LOMメンバーと共に過ごせた時間は、気付きも多く生涯忘れること
のない大切な経験となりました。
 4月第2例会謎解きクエストでは、デジタル化が進み生活が便利に
なった一方で、文字や画面を通じて情報共有する時代となり人と人

の関わりが苦手な子ども達が増えてきている背景から未来を切り拓
くにはコミュニケーション力をつけることが重要であることを目的
とし、こだま地域の小学生4・5・6年生を対象に事業を行いました。
何度も委員会を行い議論を重ね事業に参加した子どもたちが、どう
変化するのかを考えました。コミュニケーションをとりながら問題
を解いていくという手法で参加された子どもたちからも「みんなと協
力すると、難しい問題も簡単に解けたと感じました」「はじめて話し
た子と協力しあえて楽しかった」「コミュニケーションをとる力をつ
けていきたい」などアンケートを頂き、委員会として目的を達成でき
たと強く感じました。
 8月例会　お金について学ぼう～お金の大切さ、親への感謝～では、
インターネットや通信機器の進化に伴いお金や物に関する価値感が
薄れてしまっている子ども達が増えてきている。 親としても子供に
対し、将来お金に困ってほしくはないと思ってはいるものの金融に
対しての勉強を学んでこなかったが故に中々教えることができない
背景からお金というものに興味をもってもらい楽しみながらお金の
大切さ、ありがたさを親子で共有し、経済的視点を養うことができる。
また、経済的視点を養うことで生き抜く力を高め、将来豊かな生活
が送れる人材への育成を目的とし、こだま地域の小学生全学年の子
どもたち、保護者を対象にし事業を行いました。一般社団法人　日
本こどもの生き抜く力育成協会の金井雅美様を講師でお招きし、お
店屋さんごっこという手法を用いて、働いてお金を得ることの疑似
体験を行い、お金は無限にあるものではないというお金の価値観、
お金の大切さ、働くことの面白さを学び、知ることで将来豊かな生
活が送れる第一歩となる内容で行わさせていただきました。本事業
を通じ、全員の子供達が「お金の大切さ」を学ぶことができた。「親へ
の感謝」の気持ちが高まったと回答があり、また本事業を通じ、全員
の保護者の方達が「子供へのお金の学び」は大切だと感じたと回答も
あり、「今後、子供のために金融教育を始めたい。お金の使い方につ
いても学ばせたい」など多数の意見をもらうことができ、青少年育成
委員会として目的を伝えられたと確信いたしました。
　1年を通し青少年育成委員会のメンバーと子供たちの未来について
語り合い共有した時間は卒業年の私にとっても貴重な1年でした。
また2022年度こだま青年会議所第54代小田島理事長におかれまして
も副理事長という役職に任命していただいた事に感謝いたします。
共に過ごした時間は私にとって本当に幸せでした。1年間ありがとう
ございました。

副理事長報告

総務・研修交流・拡大　担当副理事長　内藤  大河

2022年度総務委員会と研修交流委員会の担当副理事長として大変お
世話になりました。思い返せば金井委員長と佐田委員長にはご迷惑
をお掛けしっぱなしの1年間だったと感じます。金井委員長は放って
おいてもやってくれる委員長だからとあまりコミットできなかった
ですね。「あまり頼りたくない」と言っておりましたが、同時に「やり
きれなかった部分もあって後悔している」と仰っておりました。私自
身ももっと支えてあげれば良かったと後悔です。総務委員会は5月例
会と12月例会を開催しました。
5月例会は理念の共有について学ぶ事でメンバー個々で、仕事、JC運
動での活発化を図る。理念を共有する事で、青年会議所運動への理
解を深める。という2つの目的の基対内例会を開催しました。残念な
がら私が仕事のためweb参加となりましたが、とてもメンバーのた
めになる良い時間を過ごせたと感じます。報告で成果としても大成
功な検証となっております。
12月例会は卒業式を開催しました。本年はこだまの本拠地である本
庄商工会議所を会場としましたが、やはりホームでやる意義がとて
も感じられる内容だったと感じました。笑い・涙と卒業式らしい感
情や例年とは違ったスケジュールで行ったことも今後に繋がるとて
も有意義な時間であったと確信しました。
1年を通じて総務としての役割をしっかりと全うしていただきありが
とうございました。理事会や総会運営を円滑に進めていただき、また
議事録や各種資料もしっかりと纏めていただき感謝しかありません。
金井委員長は上を目指すべき人財であると確信しておりますので、今
後もJCライフを楽しんで邁進していただくようお願いします。また、
総務委員会メンバーの皆様も次年度様々な役職に就かれますが、益々
ご活躍させると確信しております。不甲斐ない副理事長だったと感じ
ておりますが、1年間担当させていただきありがとうございました！
そして研修交流委員会、佐田委員長1年間本当に頑張りました。予定
者の段階から「花火をやりたい！」その時からずっと走りっぱなしで
した。進んでは壁にぶつかりとその連続でした。時にはお互いに感
情的になり、委員長の想いを知りたいからと冷たく接した時もあれば、
私への不満を仰っていただきました。しかしながら心折れる事無く
常に前を向いて、とうとう花火が打ち上がった時は感動しました。

そんな思い出を記載させていただきます。
3月例会ではJCの交流を深めるための例会を開催しました。皆様の交
流と懇親を深め、面白い時間を過ごしながら最後に花火を打ち上げ
ました。その時に国交省の申請書類を学んだ事と11月例会に向けた
団結を深めた事が繋がった良い例会であったと確信しました。
11月例会では本当に苦労しながらやっとの想いで開催する事ができ
ました。会場に紆余曲折し、選定した際には様々な問題が発生し、
全メンバーのご協力が結集した例会になりました。例会後はメンバー
の笑顔、そして地域住民の笑顔が見られたまさに委員長が掲げた目
的が達せられた瞬間でした。ここでも書ききれないぐらいたくさん
の思い出がありましたね。
佐田委員長が思い描くような副理事長ではなかったかもしれません
が、想いを貫き通す姿は私自身も委員会メンバーも尊敬に値します。
そして何より今井副委員長がしっかりと支えていただいたおかげで
す。彼がいたからこそ事業を大成功に導いてくれました。感謝を忘
れず、次年度以降も活躍してください。また、研修交流委員会メンバー
の皆様は佐田委員長の背中をしっかりと見てきたと感じております。
その背中を見習い、今後のJCライフを邁進していただければ幸いです。
1年間ありがとうございました！
最後に小田島理事長、副理事長に指名していただきありがとうござ
いました！あなたの副理事長で良かった！スタートから迷惑をいっ
ぱい掛けましたがしっかり1年間JCに居れました（笑）多くは記載しま
せんが、尊敬すべき理事長です。本当にお世話になりました。そし
てスタッフの皆様卒業おめでとうございます！ 1名違う意味ですが。
皆様から教わった事を大切にしながらいつか年齢的な後輩に同じ事
を言えるような人間になりたいと感じております。今後はサポート
会員として後輩の後押ししながら坂本副理事長が帰ってこれる環境
づくりをしましょう。全ての皆様に感謝と御礼申し上げ副理事長報
告とさせていただきます。1年間本当にお世話になりました。

地域政策委員会報告

委員長　根岸  正典

　2022年度地域政策委員会の事業にご協力下さいまして、理事長を
はじめ理事の方々、坂本副理事長をはじめとします委員会の皆様、
誠にありがとうございました。1年間委員長職を全う出来たのも皆様
のご協力あっての事と存じます。
　振り返ると、１月例会本庄市長選挙立候補表明者公開討論会では
本庄市の首長を決める大切な選挙で、立候補予定者の考えを広く住
民に知って頂く機会を提供する事と投票率向上を目的とし準備して
参りました。今回の本庄市長選挙は選挙権が18歳以上になってから
初めて行う市長選挙となり、投票率向上が期待されている選挙でも
ありました。結果的には公開討論会対抗不在という形で中止となり
ましたが、投票が行われた平成30年の市長選挙と比べ投票率が2.62
ポイント向上し、市民の政治に対する関心はもちろんの事、メンバー
の意識向上にも繋がった事業であったと思います。
上里町長立候補表明者公開討論会ではイオンタウン上里の一部を使
用させて頂き、公開討論会目的で来場される方以外の住民の方々も
ターゲットとした事業を行い、立候補表明者4名の政策を聞いて頂き
ました。コーディネーターを含め、こだま青年会議所としても初め
て行う会場での公開討論会で不安も多々ありましたが、様々な方か
らご協力を賜りました結果、当日来場者210名、WEB視聴者274名、
計484名の一般参加者の動員をする事が出来ました。私個人としま
しては、例会終了後に数多くの公開討論会に携わってきたコーディ
ネーターの方が、コロナ禍であるのも関わらず過去の町長選挙公開
討論会の中で最も動員数が多かったとお話下さった事が1番の成果で
あり、今後の公開討論会の可能性を広げられた事業であったと思い
ました。
10月例会は先端技術、主にドローンを用いて既存の地域資源に活力
を与える事を目的としガイドブック「BRIGHT」を制作し発表致しまし
た。本書を制作するにあたり、農業、教育、観光の分野でワークショッ
プをそれぞれ開催し、各分野におけるドローンの有効性を検証して
参りました。検証の中でこだま地域の各首長から今後も地域の色を
生かしたドローン活用を推進していくとのお話があり、小田島理事
長が所信で掲げる「地域資源と新たな産業とのシナジーを創造する」
という目的の礎を築く事が出来たのではないかと自負致します。

私としましては2021年に基本方針を作成している段階から、ある程
度2022年度地域政策委員会の着地点を想像し、構想を練ってきまし
たが、良くも悪くも想像通りで大きく内容や結果が逸脱される事は
ありませんでした。良かった点はイメージしたものを１年間かけて
作り上げてきたものに対して成果を出す事で自信が付いたことです
が、今あるものを組み合わせてきたに過ぎません。よって0から1を
生み出した上で成果を上げる事は出来ませんでした。しかしながら、
私は入会時から自分の持っているものを会に提供し、会やまちが良
くなっていく事を通じて、私自身の方向性を確認する事を目的とし
てきました。それは小田島理事長が2022年度第1回理事予定者会議
でお話をされた「来年の目標を設定し、１年が終わった時にその目標
が達成出来たかを確認して欲しい」という言葉でも同様の目標を設定
しました。青年会議所にとってそれが良い事なのかは分かりませんが、
私としての小さな成功体験が増え、その成功体験を次年度以降の委
員長に伝え、委員会運営の一助とする事が様々な機会を提供下さっ
た方々への恩返しだと信じております。とは言っても上手くいくこ
とばかりではなく、イレギュラーも多々ありメンバーの皆様にもご
迷惑をお掛けする事もございました。しかし委員長をやって大変だっ
た、辛かったという事ではなく、どうすれば大変ではなくなるのか
を私なりに勉強させて頂きましたので、今年度経験させて頂いた事
を今後にも生かしていきたいと思います。
結びに小田島理事長をはじめ、スタッフの皆様、ご協力下さいまし
たメンバーの皆様へ重ねて御礼を申し上げ、地域政策委員会委員会
報告とさせて頂きます。

青少年育成委員会報告

委員長　岩佐  敏充

　こだま青年会議所2022年度、小田島理事長の掲げる「考動」のス
ローガンのもと、青少年育成委員会の委員長として1年間全うするこ
とが出来ました。私たち、青少年育成委員会ではこだま地域の子ど
も達に対し「コミュニケーション力の向上」と「金融リテラシーの向
上」が将来を生き抜く力と考え、事業構築して参りました。諸先輩方
をはじめ、メンバーの皆様に支えて頂き、貴重な1年間を過ごすこと

が出来ました。本当にありがとうございました。

【4月第2例会】
『謎解きクエスト～未来を切り拓くにはコミュニケーションから～』
では、近年デジタル化が進み生活が便利になった一方で、文字や画
面を通じて情報共有する時代となり、人と人の関わりが苦手な子ど
も達が増えてきている時代背景から、子ども達が将来の時代変化に
対応できる人材になるにはコミュニケーション力をつけることが重
要であると考え、事業を行いました。参加された子どもたちからは「み
んなと協力すると、難しい問題も簡単に解けたと感じました」「はじ
めて話した子と協力し合えて楽しかった」「コミュニケーションをと
る力をつけていきたい」など多くのアンケートを頂きました。親御様
からは「ぜひまた開催してほしい」「家で子どもとの会話が増えまし
た」と御礼のメールを頂き、委員会としても目的を達成でき、開催し
て本当に良かったと感じることができました。。

【8月例会】
『お金について学ぼう～お金の大切さ、親への感謝～』では、インター
ネットや通信機器の進化に伴いお金や物に関する価値観が薄れてし
まっている子ども達が増えてきている。 親としても子供に対し、将
来お金に困ってほしくはないと思ってはいるものの金融に対しての
勉強を学んでこなかった方が多く、中々子どもに教えることができ
ない背景からお金というものに興味をもってもらい楽しみながらお
金の大切さ、ありがたさを親子で共有し、経済的視点を養うことが
できる。また、経済的視点を養うことで生き抜く力を高め、将来、
豊かな生活が送れる人材への育成を目的とし、こだま地域の小学生
の子ども達、保護者を対象に事業を行いました。(一般社団法人)日
本こどもの生き抜く力育成協会の講師の方をお招きし、お金の価値観、
お金の大切さ、働くことの面白さを学び、知ることで将来豊かな生
活が送れるようにとの想いから事業を行いました。参加された全員
の子ども達が「お金の大切さ」を学ぶことができた。「親への感謝」の
気持ちが高まったと回答がありました。また、全員の保護者の方達
が「子どもへのお金の学び」は大切だと感じたと回答もあり、「今後、
子どものために金融教育を始めたい。お金の使い方についても学ば
せたい」また、子どもから「パパママいつも働いてくれてありがとう」
の言葉をもらったとの声もいただく事ができ、委員会としても目的
を伝えられたと感じることができました。

【最後に】
　2度目の委員長を経験させていただき小田島理事長ありがとうござ
いました。1度目では難しかった委員会運営が今回はできたと感じて
おります。それができたのも委員会メンバー皆様のご協力と担当副
理事長が井上副理事長だったからだと感じております。生意気言っ
たことも多々ありましたが、助けていただき本当にありがとうござ
いました。最高の仲間と1年間運動できたこと。心から感謝いたします。
そして、1年間支えてくれたLOMメンバーの皆様本当にありがとう
ございました。

研修交流委員会報告

委員長　佐田  行範

2022年度は大変お世話になりました。初めての事が多く至らない場
面ばかりではございましたが、皆様の温かいご指導のおかげで、1年
間走り切ることが出来ました。誠に有難うございました。この１年
間を自信に変え新たな目標に向け邁進して参りますので、皆様のご
指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
私は研修交流委員会の委員長をお預かりする際、理事長から「やりた
い事をやりなさい」とお言葉をいただき、今の自分に何ができるのだ
ろう、地域、メンバーに対して何がやりたいのだろうと考動して参
りました。そこで地域住民が笑顔になる事業を行うことで、対内が
活気に溢れ、絆が強くなると確信し事業構築を致しました。３月例
会ではメンバーの研修交流の場として、BBQを行いました。懇親会
や食事会が困難な社会情勢の中ではありましたが、皆様の笑顔に触
れることができとても良い例会であったと感じました。そして11月
例会では委員会の集大成となる開通前式典花火を行いました。実行
委員会を通し、多くのメンバーと研修、交流しながら様々な課題に
立ち向かい、乗り越えて来ました。そして地域住民が笑顔になり、
メンバーの絆もより深くなったと確信しています。また関係諸団体
から称賛のお言葉をいただくことができ、地域にとってこだま青年
会議所は大切な存在であると改めて認識していただく機会となりま
した。そして2022年度のメンバーは私にとって大切な存在となりま
した。

研修交流委員会の目標としましては「みんな仲良く、みんな笑顔」を
テーマとし、委員会運動を行ってきました。私はその姿勢が全メン
バーそして地域住民に伝わり笑顔溢れる豊なまちになると信じたか
らです。委員会を行う度たくさんの意見を出し合いメンバーのお店
で交流をしてきました。誰かが笑顔でないときは他のメンバーが笑
顔にする良い関係が築けました。11月例会では委員会メンバー一人
一人が当事者意識を持ち事業に対し真剣に向き合っていただきまし
た。１年間本当に有難うございました。
　この一年を通し笑顔でいる大切さ、地域には活力溢れる企業や団
体があることに気づくことが出来ました。自分自身が大きく変わっ
たことは誰かを信じことが出来るようになりました。信念を持ち続
け仲間を信じれば何事も成し遂げられることに気づけた楽しい一年
でした。研修交流委員会の運動にご協力いただきましたメンバーの
皆様本当に有難うございました。

総務委員会報告

委員長　金井  大樹

　2022年度ご協力頂きました皆様、大変お世話になりました。総務
委員長として1年間を無事に終える事が出来ました事、ありがとうご
ざいました。
　報告を書くにあたり、1年を振り返りますと沢山の出来事があった
なと改めて思い返されます。
　5月例会では、メンバー個々の志向や行動に着目し、理念の共有と
題しまして、講師例会を行いました。理事長からの発信と、講師に
よるセルフカウンセリングにより、会に対しての理解を深め、自分
を見つめ直す機会になりました。
　12月例会では、卒業式を実施し、卒業生の想いや思い出をメンバー
に共有する機会を作り、迫る2023年度へ向けてスタートを切ること
が出来たと感じております。涙あり、笑いありの心に残る卒業式が
出来たと感じております。
　1年間、資料や議事録作成、会場準備など目まぐるしく進んでいく
青年会議所運動にしがみついていた1年間だったと今感じております。
始めは、自分一人で出来る事をこなしていければと甘い考えでしたが、

協力者がいて、みんなで作り上げて行く事に青年会議所運動の醍醐
味があるのだと今は考えが変わりました。
　個人としても2022年は、変化の多い一年でしたが、他の3委員会
委員長の変化、成長、結果を見て、悔しさもあり、誇れる仲間が出
来たと実感しております。
　2022年、至らぬ点、ご迷惑をお掛けした事が多くあったと思いま
すが、変化を共にしたメンバー、御協力頂きました皆様に再度感謝
を申し上げ、2022年度総務委員会委員長報告とさせて頂きます。本
当にありがとうございました。

出向者報告
埼玉ブロック協議会　LOM交流支援委員会

ＬＯＭ交流支援委員会　委員長　長沼　克

　2022年度、公益社団法人日本青年会議所関東地区埼玉ブロック協議
会ＬＯＭ交流支援委員会の委員長として出向させていただきました。
　まずは小田島理事長をはじめ、メンバーの皆様には多大なるご協
力をいただき、誠にありがとうございました。出向は1人では出来なく、
メンバーの協力あって出向できるものだと改めて感じたとともに、
こだま青年会議所の皆様には感謝御礼申し上げます。
今年は、限界を超えろ～一人一人の成長が持続可能な埼玉を創る～
のもとに、委員会として6事業・1運営を上程しました。
青少年事業であるＪＣカップ、政策事業である公開討論会、交流事
業であるスタートアップ埼玉ブロック2022、秋の大運動会、拡大褒
章事業、会頭訪問事業と多岐にわたる事業を構築させていただきま
した。
　毎週行われる会議に向けて議案の準備や委員会の設営・運営、事
業の準備等、多岐にわたる業務を行いながら感じたことは、自身の
成長はもとより、委員会メンバーにどういう経験や成長を与えられ
るか、新たな魅力を伝えられるかを考えながら1年間邁進して参りま
した。
　どのようなことが伝えられたかは分かりませんが、1年間お互いに
切磋琢磨しながら過ごしたメンバーとは、今後も支え合える大きな
絆が生まれたことは間違いありません。
　また、埼玉ブロック協議会の役員という役職で1年間活動させてい
ただきまして、たくさんの学びを得ることが出来ました。見えなかっ
たものが見えるようになり、感じれなかったことが感じれるように
なり、出来なかったことが出来るようになりました。当初はそういっ
た世界が見れるとは想像もしていませんでしたが、事業が終わるに
つれて、自身の成長を本当に感じることが出来ましたし、多角的に
物事を捉えることが出来るようになり、自身におけるこれからのビ
ジョンを描くことも出来ました。
　それは他のたくさんのメンバーと価値観を共有し、磨き合うこと
で生まれ、必ず成長につながり、出向の最大の魅力はここにあり、
と感じることが出来ました。
　そのような機会をいただけたことは本当に感謝しております。こ

の埼玉ブロック協議会の役員という貴重な経験から得たものをメン
バーに伝えていき、今後のこだま青年会議所の発展に寄与し、邁進
して参ります。1年間ご協力いただきまして本当にありがとうござい
ました。
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理事長報告

2022年度　理事長　小田島  寛之

　まず初めに2022年度公益社団法人こだま青年会議所の運動に対し
多くのご支援、ご協力、ご指導、ご鞭撻を賜り誠にありがとうござ
いました。
2022年度は、アフターコロナを見据え従来通りの青年会議所運動を
取り戻したいとの想いでスローガンを「考動」とし、明るい豊かなま
ちの実現に向けて、たくさんの議論をメンバーと交わし、事業を計
画しました。しかしながら、ウィズコロナの状態は改善せず、思い
描く通りの事業構築が出来ない時期もございました。
ご協力、ご支援いただきました、たくさんの方々に対し申し訳ない
という気持ちと、メンバーに対しても、動ききれない、盛り上がり
きれないという、もどかしい気持ちにさせてしまったことに対し、
私自身の力不足を痛感致しました。そんな中でも前を向き、今でき
る最善を尽くし、事業構築してくれたメンバーへの尊敬と感謝の想
いで溢れています。
青少年育成委員会では、コミュニケーションの重要性を再認識する
ための事業の開催、経済的視点を養うためのマネーセミナーの開催。
研修交流委員会では、神流川橋の開通前式典として、花火の打上げ。
地域政策委員会では、公開討論会の開催とドローン冊子「BRIGHT」の
発刊、総務委員会では、理念の共感を深めるための講師例会、笑い
と涙で溢れる卒業式。全員拡大では、14名の拡大をさせていただき
ました。
年初に掲げた、【経験による知識の集積】　【持続可能な地域の創造】
　【成長を享受出来る組織】　【次代のための会員拡大】の項目に対し
て、基本理念である「事上磨錬」のように、実際の行動や実践を通じ
て知識や精神を磨き、達成出来たと実感しております。
また、本年の大きな成果の１つとしては、コロナ禍しか経験出来て
いないメンバーとともに、青年会議所事業のスケール感や対象の意
識変革運動を実践出来たことだと考えております。支えていただき
ました、スタッフ、専務、委員長を始めとするメンバーには、本当
に感謝しかありません。本当にありがとうございました。
最後になりますが、私自身全力で駆け抜けた1年間ではございますが、
事業を通じ至らない点も多々あったかと存じます。こだま青年会議
所の運動に対し、ご理解、ご協力、ご尽力いただきました、先輩諸

兄姉の皆さま、関係諸団体の皆さま、行政関係者の皆さまへ重ねて
厚く御礼申し上げます。
1年間本当にありがとうございました。

副理事長報告

地域政策・拡大担当 担当副理事長　坂本  雄平

2022年度、小田島理事長のもと地域政策委員会の副理事長を務めさ
せて頂きました。「考動」のスローガンをもとに地域政策委員会は1こ
だま青年会議所の運動姿勢を行政や地域住民に示すことで、未来の
地域経済に変化を与えられるような事業を行う。2公開討論会や訪問
を通じ、行政の在り方を捉え事業構築を行う。3担当副理事長運営の
もと、5名の会員拡大をする。の3つの役割を頂きました。行政、地
域団体や住民がデジタルテクノロジーを各分野で取り入れ効率的な
活動が可能になれば少子高齢化が一段と進む地域内で暮らしやすく
持続可能な地域の実現に役立ちます。そのような取組が活発になり
地域内外へ波及していくことで将来的には特定の産業の研究機関や支
社などがこの地域へ移転し雇用の創出や人口の流入など地域経済に変
化が現れてくると考えます。そのような土壌をつくるきっかけづくり
として根岸委員長率いる地域政策委員会はドローンとこの地域の農業、
教育、観光という3つの資源を掛け合わせそれぞれワークショップを
行いアンケートやデータ収集を行いました。それらのデータをまとめ
この地域でドローン活用が有用であるという内容の本を作成し各所へ
周知まで繋げました。新型コロナウィルスへの対応を考慮しながら例
会構築を最後までやり遂げたことは根岸委員長はもとより多くのメン
バーが「考動」をしていった結果だと確信いたします。

【1月例会】
1月例会はデジタルツールを活用した本庄市長選立候補表明者公開討
論会を開催する予定でしたが各候補者と時勢を鑑み中止とさせて頂
きました。開催間際まで検討を重ね中止の判断はとても難しいもの
でした。一方で公開討論会について根岸委員長と地域政策委員会の
メンバーはより深く考えるきっかけになりました。公開討論会の意
義やしくみについて一段深い考察が可能になったことで今後のこだ

ま青年会議所の公開討論会運営に多く貢献できたと思います。その
ことはこの地域の住民が首長や議員を選択する機会を最大化するこ
とに繋がります。

【4月例会】
4月例会、上里町長選挙立候補表明者公開討論会の開催となりました。
会場はより多くの方達の目に触れてほしいとの思いからイオンタウン
上里としました。当日の内容を録画した後、動画配信という形で例会
を構築しました。今まで公開討論会にはない会場設定と動画配信とい
う難しい例会構築でしたが多くの方に当日の動画は届きました。また
あらゆる方々から良い面悪い面と反響も頂けたことが今までとは異な
る形で影響を残せたと思います。一方でアンケート回収件数が伸び悩
んだことや若年層への届け方は事前準備や回収までのしくみの部分で
多くの課題を引継ぎました。また商業施設での映像音声収録という難
しさも引継ぎます。現在ある技術を活用し地域資源とうまくさせるこ
とにより今より少し暮らしやすい地域の姿を行政や住民へ提案する試
みの第一歩として有意義な時間になったと感じます。

【10月例会】
10月例会先端技術の導入と地域資源の活用ではこの地域でのドロー
ン活用の有用性を説明するためにデータ収集やアンケート調査を行
うため農業、教育、観光に焦点をしぼり7月から8月末まで3日にわ
たって行ってきたワークショップを行いました。それらの収集した
データを「BRIGHT」という一冊の本にまとめ地域へ発表しました。例
会自体は有識者とメンバーを会場に集め「BRIGHT」の説明と吉田市長
をはじめ学術界からも多くのコメントを頂き映像収録という形にな
りました。その内容は本と共に映像としても残る形で多くの方に視
聴頂きました。また本は本例会に携わっていただいた多く方達と地
域の各団体、図書館などを中心とする公共施設に配布し一般の方々
にも目を通して頂けるように配布しました。例会後、各行政の首長
や農協へ委員長が説明しながら本を手渡す中で多くの方が前向きな
活用方法をお話していただけました。埼玉県とも引き続き連帯でき
るような関係性の中でしっかりと結果を出せた10月例会になったと
感じました。例会当日は多くの良い点もあった一方で細かな設えや
進行等で改善点もあったことを後世へつなげていただきました。今
後こだま地域でドローン活用の議論が活発になっていく土壌をつく
れること多くの方に引き続きご協力いただければと思います。

【最後に】
不安定な環境の中でも沢山の事を吸収し根岸委員長はBRIGHTの製本
を果たしました。自身の研究した結果と多くのメンバーに支えられ
て今後の地域に必要とされる成果物を残せたことはとても素晴らし
いことだと思います。皆様にはこれからこの本が多くの行政関係者
や地域団体、住民から読まれ地域の意識がどんどん進化していける
ようお力添えを頂ければと思います。また一年を通して委員会メン
バーはもとより多くのLOMメンバーととても強い絆を育めていたと
感じました。それは根岸委員長が今年しっかり踏ん張りメンバーが
共感してくれた結果かと思います。今後も上手くいかなかった経験
も含め多くの想いやメンバーへの感謝の気持ちを大切にしていって
いただければと思います。
最後に資料や例会設えなど細かいところまでこだわって取り組んで
いくことで事業に対しての姿勢を表現することもとても大切なこと
だと感じました。メンバーや関わっている人達から応援されている
という意識を自信に変え今後も励んでいっていただければ幸いです。
2022年度の副理事長という難しい役割を頂き沢山の事を勉強させて
頂きました。その機会を頂いた小田島理事長
には感謝の気持ちとまたご協力いただきましたすべての皆様に御礼
を申し上げ副理事長報告とさせていただきます。

副理事長報告

青少年育成委員会　担当副理事長　井上　峰

　こだま青年会議所2022年度、小田島理事長の掲げるスローガン～
考動～のもと、明るい豊かなまちの実現のため歩み出した54年目に
青少年育成委員会を担当させて頂き皆様に大変お世話になりました。
時代の変化を柔軟に捉え、昨今の時代背景の中、こだま地域を愛し
情熱を注ぐスタッフメンバー、そして岩佐委員長をはじめ、副委員長、
委員会メンバーにおかれましては1年間本当にお疲れ様でした。また
LOMメンバーと共に過ごせた時間は、気付きも多く生涯忘れること
のない大切な経験となりました。
 4月第2例会謎解きクエストでは、デジタル化が進み生活が便利に
なった一方で、文字や画面を通じて情報共有する時代となり人と人

の関わりが苦手な子ども達が増えてきている背景から未来を切り拓
くにはコミュニケーション力をつけることが重要であることを目的
とし、こだま地域の小学生4・5・6年生を対象に事業を行いました。
何度も委員会を行い議論を重ね事業に参加した子どもたちが、どう
変化するのかを考えました。コミュニケーションをとりながら問題
を解いていくという手法で参加された子どもたちからも「みんなと協
力すると、難しい問題も簡単に解けたと感じました」「はじめて話し
た子と協力しあえて楽しかった」「コミュニケーションをとる力をつ
けていきたい」などアンケートを頂き、委員会として目的を達成でき
たと強く感じました。
 8月例会　お金について学ぼう～お金の大切さ、親への感謝～では、
インターネットや通信機器の進化に伴いお金や物に関する価値感が
薄れてしまっている子ども達が増えてきている。 親としても子供に
対し、将来お金に困ってほしくはないと思ってはいるものの金融に
対しての勉強を学んでこなかったが故に中々教えることができない
背景からお金というものに興味をもってもらい楽しみながらお金の
大切さ、ありがたさを親子で共有し、経済的視点を養うことができる。
また、経済的視点を養うことで生き抜く力を高め、将来豊かな生活
が送れる人材への育成を目的とし、こだま地域の小学生全学年の子
どもたち、保護者を対象にし事業を行いました。一般社団法人　日
本こどもの生き抜く力育成協会の金井雅美様を講師でお招きし、お
店屋さんごっこという手法を用いて、働いてお金を得ることの疑似
体験を行い、お金は無限にあるものではないというお金の価値観、
お金の大切さ、働くことの面白さを学び、知ることで将来豊かな生
活が送れる第一歩となる内容で行わさせていただきました。本事業
を通じ、全員の子供達が「お金の大切さ」を学ぶことができた。「親へ
の感謝」の気持ちが高まったと回答があり、また本事業を通じ、全員
の保護者の方達が「子供へのお金の学び」は大切だと感じたと回答も
あり、「今後、子供のために金融教育を始めたい。お金の使い方につ
いても学ばせたい」など多数の意見をもらうことができ、青少年育成
委員会として目的を伝えられたと確信いたしました。
　1年を通し青少年育成委員会のメンバーと子供たちの未来について
語り合い共有した時間は卒業年の私にとっても貴重な1年でした。
また2022年度こだま青年会議所第54代小田島理事長におかれまして
も副理事長という役職に任命していただいた事に感謝いたします。
共に過ごした時間は私にとって本当に幸せでした。1年間ありがとう
ございました。

副理事長報告

総務・研修交流・拡大　担当副理事長　内藤  大河

2022年度総務委員会と研修交流委員会の担当副理事長として大変お
世話になりました。思い返せば金井委員長と佐田委員長にはご迷惑
をお掛けしっぱなしの1年間だったと感じます。金井委員長は放って
おいてもやってくれる委員長だからとあまりコミットできなかった
ですね。「あまり頼りたくない」と言っておりましたが、同時に「やり
きれなかった部分もあって後悔している」と仰っておりました。私自
身ももっと支えてあげれば良かったと後悔です。総務委員会は5月例
会と12月例会を開催しました。
5月例会は理念の共有について学ぶ事でメンバー個々で、仕事、JC運
動での活発化を図る。理念を共有する事で、青年会議所運動への理
解を深める。という2つの目的の基対内例会を開催しました。残念な
がら私が仕事のためweb参加となりましたが、とてもメンバーのた
めになる良い時間を過ごせたと感じます。報告で成果としても大成
功な検証となっております。
12月例会は卒業式を開催しました。本年はこだまの本拠地である本
庄商工会議所を会場としましたが、やはりホームでやる意義がとて
も感じられる内容だったと感じました。笑い・涙と卒業式らしい感
情や例年とは違ったスケジュールで行ったことも今後に繋がるとて
も有意義な時間であったと確信しました。
1年を通じて総務としての役割をしっかりと全うしていただきありが
とうございました。理事会や総会運営を円滑に進めていただき、また
議事録や各種資料もしっかりと纏めていただき感謝しかありません。
金井委員長は上を目指すべき人財であると確信しておりますので、今
後もJCライフを楽しんで邁進していただくようお願いします。また、
総務委員会メンバーの皆様も次年度様々な役職に就かれますが、益々
ご活躍させると確信しております。不甲斐ない副理事長だったと感じ
ておりますが、1年間担当させていただきありがとうございました！
そして研修交流委員会、佐田委員長1年間本当に頑張りました。予定
者の段階から「花火をやりたい！」その時からずっと走りっぱなしで
した。進んでは壁にぶつかりとその連続でした。時にはお互いに感
情的になり、委員長の想いを知りたいからと冷たく接した時もあれば、
私への不満を仰っていただきました。しかしながら心折れる事無く
常に前を向いて、とうとう花火が打ち上がった時は感動しました。

そんな思い出を記載させていただきます。
3月例会ではJCの交流を深めるための例会を開催しました。皆様の交
流と懇親を深め、面白い時間を過ごしながら最後に花火を打ち上げ
ました。その時に国交省の申請書類を学んだ事と11月例会に向けた
団結を深めた事が繋がった良い例会であったと確信しました。
11月例会では本当に苦労しながらやっとの想いで開催する事ができ
ました。会場に紆余曲折し、選定した際には様々な問題が発生し、
全メンバーのご協力が結集した例会になりました。例会後はメンバー
の笑顔、そして地域住民の笑顔が見られたまさに委員長が掲げた目
的が達せられた瞬間でした。ここでも書ききれないぐらいたくさん
の思い出がありましたね。
佐田委員長が思い描くような副理事長ではなかったかもしれません
が、想いを貫き通す姿は私自身も委員会メンバーも尊敬に値します。
そして何より今井副委員長がしっかりと支えていただいたおかげで
す。彼がいたからこそ事業を大成功に導いてくれました。感謝を忘
れず、次年度以降も活躍してください。また、研修交流委員会メンバー
の皆様は佐田委員長の背中をしっかりと見てきたと感じております。
その背中を見習い、今後のJCライフを邁進していただければ幸いです。
1年間ありがとうございました！
最後に小田島理事長、副理事長に指名していただきありがとうござ
いました！あなたの副理事長で良かった！スタートから迷惑をいっ
ぱい掛けましたがしっかり1年間JCに居れました（笑）多くは記載しま
せんが、尊敬すべき理事長です。本当にお世話になりました。そし
てスタッフの皆様卒業おめでとうございます！ 1名違う意味ですが。
皆様から教わった事を大切にしながらいつか年齢的な後輩に同じ事
を言えるような人間になりたいと感じております。今後はサポート
会員として後輩の後押ししながら坂本副理事長が帰ってこれる環境
づくりをしましょう。全ての皆様に感謝と御礼申し上げ副理事長報
告とさせていただきます。1年間本当にお世話になりました。

地域政策委員会報告

委員長　根岸  正典

　2022年度地域政策委員会の事業にご協力下さいまして、理事長を
はじめ理事の方々、坂本副理事長をはじめとします委員会の皆様、
誠にありがとうございました。1年間委員長職を全う出来たのも皆様
のご協力あっての事と存じます。
　振り返ると、１月例会本庄市長選挙立候補表明者公開討論会では
本庄市の首長を決める大切な選挙で、立候補予定者の考えを広く住
民に知って頂く機会を提供する事と投票率向上を目的とし準備して
参りました。今回の本庄市長選挙は選挙権が18歳以上になってから
初めて行う市長選挙となり、投票率向上が期待されている選挙でも
ありました。結果的には公開討論会対抗不在という形で中止となり
ましたが、投票が行われた平成30年の市長選挙と比べ投票率が2.62
ポイント向上し、市民の政治に対する関心はもちろんの事、メンバー
の意識向上にも繋がった事業であったと思います。
上里町長立候補表明者公開討論会ではイオンタウン上里の一部を使
用させて頂き、公開討論会目的で来場される方以外の住民の方々も
ターゲットとした事業を行い、立候補表明者4名の政策を聞いて頂き
ました。コーディネーターを含め、こだま青年会議所としても初め
て行う会場での公開討論会で不安も多々ありましたが、様々な方か
らご協力を賜りました結果、当日来場者210名、WEB視聴者274名、
計484名の一般参加者の動員をする事が出来ました。私個人としま
しては、例会終了後に数多くの公開討論会に携わってきたコーディ
ネーターの方が、コロナ禍であるのも関わらず過去の町長選挙公開
討論会の中で最も動員数が多かったとお話下さった事が1番の成果で
あり、今後の公開討論会の可能性を広げられた事業であったと思い
ました。
10月例会は先端技術、主にドローンを用いて既存の地域資源に活力
を与える事を目的としガイドブック「BRIGHT」を制作し発表致しまし
た。本書を制作するにあたり、農業、教育、観光の分野でワークショッ
プをそれぞれ開催し、各分野におけるドローンの有効性を検証して
参りました。検証の中でこだま地域の各首長から今後も地域の色を
生かしたドローン活用を推進していくとのお話があり、小田島理事
長が所信で掲げる「地域資源と新たな産業とのシナジーを創造する」
という目的の礎を築く事が出来たのではないかと自負致します。

私としましては2021年に基本方針を作成している段階から、ある程
度2022年度地域政策委員会の着地点を想像し、構想を練ってきまし
たが、良くも悪くも想像通りで大きく内容や結果が逸脱される事は
ありませんでした。良かった点はイメージしたものを１年間かけて
作り上げてきたものに対して成果を出す事で自信が付いたことです
が、今あるものを組み合わせてきたに過ぎません。よって0から1を
生み出した上で成果を上げる事は出来ませんでした。しかしながら、
私は入会時から自分の持っているものを会に提供し、会やまちが良
くなっていく事を通じて、私自身の方向性を確認する事を目的とし
てきました。それは小田島理事長が2022年度第1回理事予定者会議
でお話をされた「来年の目標を設定し、１年が終わった時にその目標
が達成出来たかを確認して欲しい」という言葉でも同様の目標を設定
しました。青年会議所にとってそれが良い事なのかは分かりませんが、
私としての小さな成功体験が増え、その成功体験を次年度以降の委
員長に伝え、委員会運営の一助とする事が様々な機会を提供下さっ
た方々への恩返しだと信じております。とは言っても上手くいくこ
とばかりではなく、イレギュラーも多々ありメンバーの皆様にもご
迷惑をお掛けする事もございました。しかし委員長をやって大変だっ
た、辛かったという事ではなく、どうすれば大変ではなくなるのか
を私なりに勉強させて頂きましたので、今年度経験させて頂いた事
を今後にも生かしていきたいと思います。
結びに小田島理事長をはじめ、スタッフの皆様、ご協力下さいまし
たメンバーの皆様へ重ねて御礼を申し上げ、地域政策委員会委員会
報告とさせて頂きます。

青少年育成委員会報告

委員長　岩佐  敏充

　こだま青年会議所2022年度、小田島理事長の掲げる「考動」のス
ローガンのもと、青少年育成委員会の委員長として1年間全うするこ
とが出来ました。私たち、青少年育成委員会ではこだま地域の子ど
も達に対し「コミュニケーション力の向上」と「金融リテラシーの向
上」が将来を生き抜く力と考え、事業構築して参りました。諸先輩方
をはじめ、メンバーの皆様に支えて頂き、貴重な1年間を過ごすこと

が出来ました。本当にありがとうございました。

【4月第2例会】
『謎解きクエスト～未来を切り拓くにはコミュニケーションから～』
では、近年デジタル化が進み生活が便利になった一方で、文字や画
面を通じて情報共有する時代となり、人と人の関わりが苦手な子ど
も達が増えてきている時代背景から、子ども達が将来の時代変化に
対応できる人材になるにはコミュニケーション力をつけることが重
要であると考え、事業を行いました。参加された子どもたちからは「み
んなと協力すると、難しい問題も簡単に解けたと感じました」「はじ
めて話した子と協力し合えて楽しかった」「コミュニケーションをと
る力をつけていきたい」など多くのアンケートを頂きました。親御様
からは「ぜひまた開催してほしい」「家で子どもとの会話が増えまし
た」と御礼のメールを頂き、委員会としても目的を達成でき、開催し
て本当に良かったと感じることができました。。

【8月例会】
『お金について学ぼう～お金の大切さ、親への感謝～』では、インター
ネットや通信機器の進化に伴いお金や物に関する価値観が薄れてし
まっている子ども達が増えてきている。 親としても子供に対し、将
来お金に困ってほしくはないと思ってはいるものの金融に対しての
勉強を学んでこなかった方が多く、中々子どもに教えることができ
ない背景からお金というものに興味をもってもらい楽しみながらお
金の大切さ、ありがたさを親子で共有し、経済的視点を養うことが
できる。また、経済的視点を養うことで生き抜く力を高め、将来、
豊かな生活が送れる人材への育成を目的とし、こだま地域の小学生
の子ども達、保護者を対象に事業を行いました。(一般社団法人)日
本こどもの生き抜く力育成協会の講師の方をお招きし、お金の価値観、
お金の大切さ、働くことの面白さを学び、知ることで将来豊かな生
活が送れるようにとの想いから事業を行いました。参加された全員
の子ども達が「お金の大切さ」を学ぶことができた。「親への感謝」の
気持ちが高まったと回答がありました。また、全員の保護者の方達
が「子どもへのお金の学び」は大切だと感じたと回答もあり、「今後、
子どものために金融教育を始めたい。お金の使い方についても学ば
せたい」また、子どもから「パパママいつも働いてくれてありがとう」
の言葉をもらったとの声もいただく事ができ、委員会としても目的
を伝えられたと感じることができました。

【最後に】
　2度目の委員長を経験させていただき小田島理事長ありがとうござ
いました。1度目では難しかった委員会運営が今回はできたと感じて
おります。それができたのも委員会メンバー皆様のご協力と担当副
理事長が井上副理事長だったからだと感じております。生意気言っ
たことも多々ありましたが、助けていただき本当にありがとうござ
いました。最高の仲間と1年間運動できたこと。心から感謝いたします。
そして、1年間支えてくれたLOMメンバーの皆様本当にありがとう
ございました。

研修交流委員会報告

委員長　佐田  行範

2022年度は大変お世話になりました。初めての事が多く至らない場
面ばかりではございましたが、皆様の温かいご指導のおかげで、1年
間走り切ることが出来ました。誠に有難うございました。この１年
間を自信に変え新たな目標に向け邁進して参りますので、皆様のご
指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
私は研修交流委員会の委員長をお預かりする際、理事長から「やりた
い事をやりなさい」とお言葉をいただき、今の自分に何ができるのだ
ろう、地域、メンバーに対して何がやりたいのだろうと考動して参
りました。そこで地域住民が笑顔になる事業を行うことで、対内が
活気に溢れ、絆が強くなると確信し事業構築を致しました。３月例
会ではメンバーの研修交流の場として、BBQを行いました。懇親会
や食事会が困難な社会情勢の中ではありましたが、皆様の笑顔に触
れることができとても良い例会であったと感じました。そして11月
例会では委員会の集大成となる開通前式典花火を行いました。実行
委員会を通し、多くのメンバーと研修、交流しながら様々な課題に
立ち向かい、乗り越えて来ました。そして地域住民が笑顔になり、
メンバーの絆もより深くなったと確信しています。また関係諸団体
から称賛のお言葉をいただくことができ、地域にとってこだま青年
会議所は大切な存在であると改めて認識していただく機会となりま
した。そして2022年度のメンバーは私にとって大切な存在となりま
した。

研修交流委員会の目標としましては「みんな仲良く、みんな笑顔」を
テーマとし、委員会運動を行ってきました。私はその姿勢が全メン
バーそして地域住民に伝わり笑顔溢れる豊なまちになると信じたか
らです。委員会を行う度たくさんの意見を出し合いメンバーのお店
で交流をしてきました。誰かが笑顔でないときは他のメンバーが笑
顔にする良い関係が築けました。11月例会では委員会メンバー一人
一人が当事者意識を持ち事業に対し真剣に向き合っていただきまし
た。１年間本当に有難うございました。
　この一年を通し笑顔でいる大切さ、地域には活力溢れる企業や団
体があることに気づくことが出来ました。自分自身が大きく変わっ
たことは誰かを信じことが出来るようになりました。信念を持ち続
け仲間を信じれば何事も成し遂げられることに気づけた楽しい一年
でした。研修交流委員会の運動にご協力いただきましたメンバーの
皆様本当に有難うございました。

総務委員会報告

委員長　金井  大樹

　2022年度ご協力頂きました皆様、大変お世話になりました。総務
委員長として1年間を無事に終える事が出来ました事、ありがとうご
ざいました。
　報告を書くにあたり、1年を振り返りますと沢山の出来事があった
なと改めて思い返されます。
　5月例会では、メンバー個々の志向や行動に着目し、理念の共有と
題しまして、講師例会を行いました。理事長からの発信と、講師に
よるセルフカウンセリングにより、会に対しての理解を深め、自分
を見つめ直す機会になりました。
　12月例会では、卒業式を実施し、卒業生の想いや思い出をメンバー
に共有する機会を作り、迫る2023年度へ向けてスタートを切ること
が出来たと感じております。涙あり、笑いありの心に残る卒業式が
出来たと感じております。
　1年間、資料や議事録作成、会場準備など目まぐるしく進んでいく
青年会議所運動にしがみついていた1年間だったと今感じております。
始めは、自分一人で出来る事をこなしていければと甘い考えでしたが、

協力者がいて、みんなで作り上げて行く事に青年会議所運動の醍醐
味があるのだと今は考えが変わりました。
　個人としても2022年は、変化の多い一年でしたが、他の3委員会
委員長の変化、成長、結果を見て、悔しさもあり、誇れる仲間が出
来たと実感しております。
　2022年、至らぬ点、ご迷惑をお掛けした事が多くあったと思いま
すが、変化を共にしたメンバー、御協力頂きました皆様に再度感謝
を申し上げ、2022年度総務委員会委員長報告とさせて頂きます。本
当にありがとうございました。

出向者報告
埼玉ブロック協議会　LOM交流支援委員会

ＬＯＭ交流支援委員会　委員長　長沼　克

　2022年度、公益社団法人日本青年会議所関東地区埼玉ブロック協議
会ＬＯＭ交流支援委員会の委員長として出向させていただきました。
　まずは小田島理事長をはじめ、メンバーの皆様には多大なるご協
力をいただき、誠にありがとうございました。出向は1人では出来なく、
メンバーの協力あって出向できるものだと改めて感じたとともに、
こだま青年会議所の皆様には感謝御礼申し上げます。
今年は、限界を超えろ～一人一人の成長が持続可能な埼玉を創る～
のもとに、委員会として6事業・1運営を上程しました。
青少年事業であるＪＣカップ、政策事業である公開討論会、交流事
業であるスタートアップ埼玉ブロック2022、秋の大運動会、拡大褒
章事業、会頭訪問事業と多岐にわたる事業を構築させていただきま
した。
　毎週行われる会議に向けて議案の準備や委員会の設営・運営、事
業の準備等、多岐にわたる業務を行いながら感じたことは、自身の
成長はもとより、委員会メンバーにどういう経験や成長を与えられ
るか、新たな魅力を伝えられるかを考えながら1年間邁進して参りま
した。
　どのようなことが伝えられたかは分かりませんが、1年間お互いに
切磋琢磨しながら過ごしたメンバーとは、今後も支え合える大きな
絆が生まれたことは間違いありません。
　また、埼玉ブロック協議会の役員という役職で1年間活動させてい
ただきまして、たくさんの学びを得ることが出来ました。見えなかっ
たものが見えるようになり、感じれなかったことが感じれるように
なり、出来なかったことが出来るようになりました。当初はそういっ
た世界が見れるとは想像もしていませんでしたが、事業が終わるに
つれて、自身の成長を本当に感じることが出来ましたし、多角的に
物事を捉えることが出来るようになり、自身におけるこれからのビ
ジョンを描くことも出来ました。
　それは他のたくさんのメンバーと価値観を共有し、磨き合うこと
で生まれ、必ず成長につながり、出向の最大の魅力はここにあり、
と感じることが出来ました。
　そのような機会をいただけたことは本当に感謝しております。こ

の埼玉ブロック協議会の役員という貴重な経験から得たものをメン
バーに伝えていき、今後のこだま青年会議所の発展に寄与し、邁進
して参ります。1年間ご協力いただきまして本当にありがとうござい
ました。
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理事長報告

2022年度　理事長　小田島  寛之

　まず初めに2022年度公益社団法人こだま青年会議所の運動に対し
多くのご支援、ご協力、ご指導、ご鞭撻を賜り誠にありがとうござ
いました。
2022年度は、アフターコロナを見据え従来通りの青年会議所運動を
取り戻したいとの想いでスローガンを「考動」とし、明るい豊かなま
ちの実現に向けて、たくさんの議論をメンバーと交わし、事業を計
画しました。しかしながら、ウィズコロナの状態は改善せず、思い
描く通りの事業構築が出来ない時期もございました。
ご協力、ご支援いただきました、たくさんの方々に対し申し訳ない
という気持ちと、メンバーに対しても、動ききれない、盛り上がり
きれないという、もどかしい気持ちにさせてしまったことに対し、
私自身の力不足を痛感致しました。そんな中でも前を向き、今でき
る最善を尽くし、事業構築してくれたメンバーへの尊敬と感謝の想
いで溢れています。
青少年育成委員会では、コミュニケーションの重要性を再認識する
ための事業の開催、経済的視点を養うためのマネーセミナーの開催。
研修交流委員会では、神流川橋の開通前式典として、花火の打上げ。
地域政策委員会では、公開討論会の開催とドローン冊子「BRIGHT」の
発刊、総務委員会では、理念の共感を深めるための講師例会、笑い
と涙で溢れる卒業式。全員拡大では、14名の拡大をさせていただき
ました。
年初に掲げた、【経験による知識の集積】　【持続可能な地域の創造】
　【成長を享受出来る組織】　【次代のための会員拡大】の項目に対し
て、基本理念である「事上磨錬」のように、実際の行動や実践を通じ
て知識や精神を磨き、達成出来たと実感しております。
また、本年の大きな成果の１つとしては、コロナ禍しか経験出来て
いないメンバーとともに、青年会議所事業のスケール感や対象の意
識変革運動を実践出来たことだと考えております。支えていただき
ました、スタッフ、専務、委員長を始めとするメンバーには、本当
に感謝しかありません。本当にありがとうございました。
最後になりますが、私自身全力で駆け抜けた1年間ではございますが、
事業を通じ至らない点も多々あったかと存じます。こだま青年会議
所の運動に対し、ご理解、ご協力、ご尽力いただきました、先輩諸

兄姉の皆さま、関係諸団体の皆さま、行政関係者の皆さまへ重ねて
厚く御礼申し上げます。
1年間本当にありがとうございました。

副理事長報告

地域政策・拡大担当 担当副理事長　坂本  雄平

2022年度、小田島理事長のもと地域政策委員会の副理事長を務めさ
せて頂きました。「考動」のスローガンをもとに地域政策委員会は1こ
だま青年会議所の運動姿勢を行政や地域住民に示すことで、未来の
地域経済に変化を与えられるような事業を行う。2公開討論会や訪問
を通じ、行政の在り方を捉え事業構築を行う。3担当副理事長運営の
もと、5名の会員拡大をする。の3つの役割を頂きました。行政、地
域団体や住民がデジタルテクノロジーを各分野で取り入れ効率的な
活動が可能になれば少子高齢化が一段と進む地域内で暮らしやすく
持続可能な地域の実現に役立ちます。そのような取組が活発になり
地域内外へ波及していくことで将来的には特定の産業の研究機関や支
社などがこの地域へ移転し雇用の創出や人口の流入など地域経済に変
化が現れてくると考えます。そのような土壌をつくるきっかけづくり
として根岸委員長率いる地域政策委員会はドローンとこの地域の農業、
教育、観光という3つの資源を掛け合わせそれぞれワークショップを
行いアンケートやデータ収集を行いました。それらのデータをまとめ
この地域でドローン活用が有用であるという内容の本を作成し各所へ
周知まで繋げました。新型コロナウィルスへの対応を考慮しながら例
会構築を最後までやり遂げたことは根岸委員長はもとより多くのメン
バーが「考動」をしていった結果だと確信いたします。

【1月例会】
1月例会はデジタルツールを活用した本庄市長選立候補表明者公開討
論会を開催する予定でしたが各候補者と時勢を鑑み中止とさせて頂
きました。開催間際まで検討を重ね中止の判断はとても難しいもの
でした。一方で公開討論会について根岸委員長と地域政策委員会の
メンバーはより深く考えるきっかけになりました。公開討論会の意
義やしくみについて一段深い考察が可能になったことで今後のこだ

ま青年会議所の公開討論会運営に多く貢献できたと思います。その
ことはこの地域の住民が首長や議員を選択する機会を最大化するこ
とに繋がります。

【4月例会】
4月例会、上里町長選挙立候補表明者公開討論会の開催となりました。
会場はより多くの方達の目に触れてほしいとの思いからイオンタウン
上里としました。当日の内容を録画した後、動画配信という形で例会
を構築しました。今まで公開討論会にはない会場設定と動画配信とい
う難しい例会構築でしたが多くの方に当日の動画は届きました。また
あらゆる方々から良い面悪い面と反響も頂けたことが今までとは異な
る形で影響を残せたと思います。一方でアンケート回収件数が伸び悩
んだことや若年層への届け方は事前準備や回収までのしくみの部分で
多くの課題を引継ぎました。また商業施設での映像音声収録という難
しさも引継ぎます。現在ある技術を活用し地域資源とうまくさせるこ
とにより今より少し暮らしやすい地域の姿を行政や住民へ提案する試
みの第一歩として有意義な時間になったと感じます。

【10月例会】
10月例会先端技術の導入と地域資源の活用ではこの地域でのドロー
ン活用の有用性を説明するためにデータ収集やアンケート調査を行
うため農業、教育、観光に焦点をしぼり7月から8月末まで3日にわ
たって行ってきたワークショップを行いました。それらの収集した
データを「BRIGHT」という一冊の本にまとめ地域へ発表しました。例
会自体は有識者とメンバーを会場に集め「BRIGHT」の説明と吉田市長
をはじめ学術界からも多くのコメントを頂き映像収録という形にな
りました。その内容は本と共に映像としても残る形で多くの方に視
聴頂きました。また本は本例会に携わっていただいた多く方達と地
域の各団体、図書館などを中心とする公共施設に配布し一般の方々
にも目を通して頂けるように配布しました。例会後、各行政の首長
や農協へ委員長が説明しながら本を手渡す中で多くの方が前向きな
活用方法をお話していただけました。埼玉県とも引き続き連帯でき
るような関係性の中でしっかりと結果を出せた10月例会になったと
感じました。例会当日は多くの良い点もあった一方で細かな設えや
進行等で改善点もあったことを後世へつなげていただきました。今
後こだま地域でドローン活用の議論が活発になっていく土壌をつく
れること多くの方に引き続きご協力いただければと思います。

【最後に】
不安定な環境の中でも沢山の事を吸収し根岸委員長はBRIGHTの製本
を果たしました。自身の研究した結果と多くのメンバーに支えられ
て今後の地域に必要とされる成果物を残せたことはとても素晴らし
いことだと思います。皆様にはこれからこの本が多くの行政関係者
や地域団体、住民から読まれ地域の意識がどんどん進化していける
ようお力添えを頂ければと思います。また一年を通して委員会メン
バーはもとより多くのLOMメンバーととても強い絆を育めていたと
感じました。それは根岸委員長が今年しっかり踏ん張りメンバーが
共感してくれた結果かと思います。今後も上手くいかなかった経験
も含め多くの想いやメンバーへの感謝の気持ちを大切にしていって
いただければと思います。
最後に資料や例会設えなど細かいところまでこだわって取り組んで
いくことで事業に対しての姿勢を表現することもとても大切なこと
だと感じました。メンバーや関わっている人達から応援されている
という意識を自信に変え今後も励んでいっていただければ幸いです。
2022年度の副理事長という難しい役割を頂き沢山の事を勉強させて
頂きました。その機会を頂いた小田島理事長
には感謝の気持ちとまたご協力いただきましたすべての皆様に御礼
を申し上げ副理事長報告とさせていただきます。

副理事長報告

青少年育成委員会　担当副理事長　井上　峰

　こだま青年会議所2022年度、小田島理事長の掲げるスローガン～
考動～のもと、明るい豊かなまちの実現のため歩み出した54年目に
青少年育成委員会を担当させて頂き皆様に大変お世話になりました。
時代の変化を柔軟に捉え、昨今の時代背景の中、こだま地域を愛し
情熱を注ぐスタッフメンバー、そして岩佐委員長をはじめ、副委員長、
委員会メンバーにおかれましては1年間本当にお疲れ様でした。また
LOMメンバーと共に過ごせた時間は、気付きも多く生涯忘れること
のない大切な経験となりました。
 4月第2例会謎解きクエストでは、デジタル化が進み生活が便利に
なった一方で、文字や画面を通じて情報共有する時代となり人と人

の関わりが苦手な子ども達が増えてきている背景から未来を切り拓
くにはコミュニケーション力をつけることが重要であることを目的
とし、こだま地域の小学生4・5・6年生を対象に事業を行いました。
何度も委員会を行い議論を重ね事業に参加した子どもたちが、どう
変化するのかを考えました。コミュニケーションをとりながら問題
を解いていくという手法で参加された子どもたちからも「みんなと協
力すると、難しい問題も簡単に解けたと感じました」「はじめて話し
た子と協力しあえて楽しかった」「コミュニケーションをとる力をつ
けていきたい」などアンケートを頂き、委員会として目的を達成でき
たと強く感じました。
 8月例会　お金について学ぼう～お金の大切さ、親への感謝～では、
インターネットや通信機器の進化に伴いお金や物に関する価値感が
薄れてしまっている子ども達が増えてきている。 親としても子供に
対し、将来お金に困ってほしくはないと思ってはいるものの金融に
対しての勉強を学んでこなかったが故に中々教えることができない
背景からお金というものに興味をもってもらい楽しみながらお金の
大切さ、ありがたさを親子で共有し、経済的視点を養うことができる。
また、経済的視点を養うことで生き抜く力を高め、将来豊かな生活
が送れる人材への育成を目的とし、こだま地域の小学生全学年の子
どもたち、保護者を対象にし事業を行いました。一般社団法人　日
本こどもの生き抜く力育成協会の金井雅美様を講師でお招きし、お
店屋さんごっこという手法を用いて、働いてお金を得ることの疑似
体験を行い、お金は無限にあるものではないというお金の価値観、
お金の大切さ、働くことの面白さを学び、知ることで将来豊かな生
活が送れる第一歩となる内容で行わさせていただきました。本事業
を通じ、全員の子供達が「お金の大切さ」を学ぶことができた。「親へ
の感謝」の気持ちが高まったと回答があり、また本事業を通じ、全員
の保護者の方達が「子供へのお金の学び」は大切だと感じたと回答も
あり、「今後、子供のために金融教育を始めたい。お金の使い方につ
いても学ばせたい」など多数の意見をもらうことができ、青少年育成
委員会として目的を伝えられたと確信いたしました。
　1年を通し青少年育成委員会のメンバーと子供たちの未来について
語り合い共有した時間は卒業年の私にとっても貴重な1年でした。
また2022年度こだま青年会議所第54代小田島理事長におかれまして
も副理事長という役職に任命していただいた事に感謝いたします。
共に過ごした時間は私にとって本当に幸せでした。1年間ありがとう
ございました。

副理事長報告

総務・研修交流・拡大　担当副理事長　内藤  大河

2022年度総務委員会と研修交流委員会の担当副理事長として大変お
世話になりました。思い返せば金井委員長と佐田委員長にはご迷惑
をお掛けしっぱなしの1年間だったと感じます。金井委員長は放って
おいてもやってくれる委員長だからとあまりコミットできなかった
ですね。「あまり頼りたくない」と言っておりましたが、同時に「やり
きれなかった部分もあって後悔している」と仰っておりました。私自
身ももっと支えてあげれば良かったと後悔です。総務委員会は5月例
会と12月例会を開催しました。
5月例会は理念の共有について学ぶ事でメンバー個々で、仕事、JC運
動での活発化を図る。理念を共有する事で、青年会議所運動への理
解を深める。という2つの目的の基対内例会を開催しました。残念な
がら私が仕事のためweb参加となりましたが、とてもメンバーのた
めになる良い時間を過ごせたと感じます。報告で成果としても大成
功な検証となっております。
12月例会は卒業式を開催しました。本年はこだまの本拠地である本
庄商工会議所を会場としましたが、やはりホームでやる意義がとて
も感じられる内容だったと感じました。笑い・涙と卒業式らしい感
情や例年とは違ったスケジュールで行ったことも今後に繋がるとて
も有意義な時間であったと確信しました。
1年を通じて総務としての役割をしっかりと全うしていただきありが
とうございました。理事会や総会運営を円滑に進めていただき、また
議事録や各種資料もしっかりと纏めていただき感謝しかありません。
金井委員長は上を目指すべき人財であると確信しておりますので、今
後もJCライフを楽しんで邁進していただくようお願いします。また、
総務委員会メンバーの皆様も次年度様々な役職に就かれますが、益々
ご活躍させると確信しております。不甲斐ない副理事長だったと感じ
ておりますが、1年間担当させていただきありがとうございました！
そして研修交流委員会、佐田委員長1年間本当に頑張りました。予定
者の段階から「花火をやりたい！」その時からずっと走りっぱなしで
した。進んでは壁にぶつかりとその連続でした。時にはお互いに感
情的になり、委員長の想いを知りたいからと冷たく接した時もあれば、
私への不満を仰っていただきました。しかしながら心折れる事無く
常に前を向いて、とうとう花火が打ち上がった時は感動しました。

そんな思い出を記載させていただきます。
3月例会ではJCの交流を深めるための例会を開催しました。皆様の交
流と懇親を深め、面白い時間を過ごしながら最後に花火を打ち上げ
ました。その時に国交省の申請書類を学んだ事と11月例会に向けた
団結を深めた事が繋がった良い例会であったと確信しました。
11月例会では本当に苦労しながらやっとの想いで開催する事ができ
ました。会場に紆余曲折し、選定した際には様々な問題が発生し、
全メンバーのご協力が結集した例会になりました。例会後はメンバー
の笑顔、そして地域住民の笑顔が見られたまさに委員長が掲げた目
的が達せられた瞬間でした。ここでも書ききれないぐらいたくさん
の思い出がありましたね。
佐田委員長が思い描くような副理事長ではなかったかもしれません
が、想いを貫き通す姿は私自身も委員会メンバーも尊敬に値します。
そして何より今井副委員長がしっかりと支えていただいたおかげで
す。彼がいたからこそ事業を大成功に導いてくれました。感謝を忘
れず、次年度以降も活躍してください。また、研修交流委員会メンバー
の皆様は佐田委員長の背中をしっかりと見てきたと感じております。
その背中を見習い、今後のJCライフを邁進していただければ幸いです。
1年間ありがとうございました！
最後に小田島理事長、副理事長に指名していただきありがとうござ
いました！あなたの副理事長で良かった！スタートから迷惑をいっ
ぱい掛けましたがしっかり1年間JCに居れました（笑）多くは記載しま
せんが、尊敬すべき理事長です。本当にお世話になりました。そし
てスタッフの皆様卒業おめでとうございます！ 1名違う意味ですが。
皆様から教わった事を大切にしながらいつか年齢的な後輩に同じ事
を言えるような人間になりたいと感じております。今後はサポート
会員として後輩の後押ししながら坂本副理事長が帰ってこれる環境
づくりをしましょう。全ての皆様に感謝と御礼申し上げ副理事長報
告とさせていただきます。1年間本当にお世話になりました。

地域政策委員会報告

委員長　根岸  正典

　2022年度地域政策委員会の事業にご協力下さいまして、理事長を
はじめ理事の方々、坂本副理事長をはじめとします委員会の皆様、
誠にありがとうございました。1年間委員長職を全う出来たのも皆様
のご協力あっての事と存じます。
　振り返ると、１月例会本庄市長選挙立候補表明者公開討論会では
本庄市の首長を決める大切な選挙で、立候補予定者の考えを広く住
民に知って頂く機会を提供する事と投票率向上を目的とし準備して
参りました。今回の本庄市長選挙は選挙権が18歳以上になってから
初めて行う市長選挙となり、投票率向上が期待されている選挙でも
ありました。結果的には公開討論会対抗不在という形で中止となり
ましたが、投票が行われた平成30年の市長選挙と比べ投票率が2.62
ポイント向上し、市民の政治に対する関心はもちろんの事、メンバー
の意識向上にも繋がった事業であったと思います。
上里町長立候補表明者公開討論会ではイオンタウン上里の一部を使
用させて頂き、公開討論会目的で来場される方以外の住民の方々も
ターゲットとした事業を行い、立候補表明者4名の政策を聞いて頂き
ました。コーディネーターを含め、こだま青年会議所としても初め
て行う会場での公開討論会で不安も多々ありましたが、様々な方か
らご協力を賜りました結果、当日来場者210名、WEB視聴者274名、
計484名の一般参加者の動員をする事が出来ました。私個人としま
しては、例会終了後に数多くの公開討論会に携わってきたコーディ
ネーターの方が、コロナ禍であるのも関わらず過去の町長選挙公開
討論会の中で最も動員数が多かったとお話下さった事が1番の成果で
あり、今後の公開討論会の可能性を広げられた事業であったと思い
ました。
10月例会は先端技術、主にドローンを用いて既存の地域資源に活力
を与える事を目的としガイドブック「BRIGHT」を制作し発表致しまし
た。本書を制作するにあたり、農業、教育、観光の分野でワークショッ
プをそれぞれ開催し、各分野におけるドローンの有効性を検証して
参りました。検証の中でこだま地域の各首長から今後も地域の色を
生かしたドローン活用を推進していくとのお話があり、小田島理事
長が所信で掲げる「地域資源と新たな産業とのシナジーを創造する」
という目的の礎を築く事が出来たのではないかと自負致します。

私としましては2021年に基本方針を作成している段階から、ある程
度2022年度地域政策委員会の着地点を想像し、構想を練ってきまし
たが、良くも悪くも想像通りで大きく内容や結果が逸脱される事は
ありませんでした。良かった点はイメージしたものを１年間かけて
作り上げてきたものに対して成果を出す事で自信が付いたことです
が、今あるものを組み合わせてきたに過ぎません。よって0から1を
生み出した上で成果を上げる事は出来ませんでした。しかしながら、
私は入会時から自分の持っているものを会に提供し、会やまちが良
くなっていく事を通じて、私自身の方向性を確認する事を目的とし
てきました。それは小田島理事長が2022年度第1回理事予定者会議
でお話をされた「来年の目標を設定し、１年が終わった時にその目標
が達成出来たかを確認して欲しい」という言葉でも同様の目標を設定
しました。青年会議所にとってそれが良い事なのかは分かりませんが、
私としての小さな成功体験が増え、その成功体験を次年度以降の委
員長に伝え、委員会運営の一助とする事が様々な機会を提供下さっ
た方々への恩返しだと信じております。とは言っても上手くいくこ
とばかりではなく、イレギュラーも多々ありメンバーの皆様にもご
迷惑をお掛けする事もございました。しかし委員長をやって大変だっ
た、辛かったという事ではなく、どうすれば大変ではなくなるのか
を私なりに勉強させて頂きましたので、今年度経験させて頂いた事
を今後にも生かしていきたいと思います。
結びに小田島理事長をはじめ、スタッフの皆様、ご協力下さいまし
たメンバーの皆様へ重ねて御礼を申し上げ、地域政策委員会委員会
報告とさせて頂きます。

青少年育成委員会報告

委員長　岩佐  敏充

　こだま青年会議所2022年度、小田島理事長の掲げる「考動」のス
ローガンのもと、青少年育成委員会の委員長として1年間全うするこ
とが出来ました。私たち、青少年育成委員会ではこだま地域の子ど
も達に対し「コミュニケーション力の向上」と「金融リテラシーの向
上」が将来を生き抜く力と考え、事業構築して参りました。諸先輩方
をはじめ、メンバーの皆様に支えて頂き、貴重な1年間を過ごすこと

が出来ました。本当にありがとうございました。

【4月第2例会】
『謎解きクエスト～未来を切り拓くにはコミュニケーションから～』
では、近年デジタル化が進み生活が便利になった一方で、文字や画
面を通じて情報共有する時代となり、人と人の関わりが苦手な子ど
も達が増えてきている時代背景から、子ども達が将来の時代変化に
対応できる人材になるにはコミュニケーション力をつけることが重
要であると考え、事業を行いました。参加された子どもたちからは「み
んなと協力すると、難しい問題も簡単に解けたと感じました」「はじ
めて話した子と協力し合えて楽しかった」「コミュニケーションをと
る力をつけていきたい」など多くのアンケートを頂きました。親御様
からは「ぜひまた開催してほしい」「家で子どもとの会話が増えまし
た」と御礼のメールを頂き、委員会としても目的を達成でき、開催し
て本当に良かったと感じることができました。。

【8月例会】
『お金について学ぼう～お金の大切さ、親への感謝～』では、インター
ネットや通信機器の進化に伴いお金や物に関する価値観が薄れてし
まっている子ども達が増えてきている。 親としても子供に対し、将
来お金に困ってほしくはないと思ってはいるものの金融に対しての
勉強を学んでこなかった方が多く、中々子どもに教えることができ
ない背景からお金というものに興味をもってもらい楽しみながらお
金の大切さ、ありがたさを親子で共有し、経済的視点を養うことが
できる。また、経済的視点を養うことで生き抜く力を高め、将来、
豊かな生活が送れる人材への育成を目的とし、こだま地域の小学生
の子ども達、保護者を対象に事業を行いました。(一般社団法人)日
本こどもの生き抜く力育成協会の講師の方をお招きし、お金の価値観、
お金の大切さ、働くことの面白さを学び、知ることで将来豊かな生
活が送れるようにとの想いから事業を行いました。参加された全員
の子ども達が「お金の大切さ」を学ぶことができた。「親への感謝」の
気持ちが高まったと回答がありました。また、全員の保護者の方達
が「子どもへのお金の学び」は大切だと感じたと回答もあり、「今後、
子どものために金融教育を始めたい。お金の使い方についても学ば
せたい」また、子どもから「パパママいつも働いてくれてありがとう」
の言葉をもらったとの声もいただく事ができ、委員会としても目的
を伝えられたと感じることができました。

【最後に】
　2度目の委員長を経験させていただき小田島理事長ありがとうござ
いました。1度目では難しかった委員会運営が今回はできたと感じて
おります。それができたのも委員会メンバー皆様のご協力と担当副
理事長が井上副理事長だったからだと感じております。生意気言っ
たことも多々ありましたが、助けていただき本当にありがとうござ
いました。最高の仲間と1年間運動できたこと。心から感謝いたします。
そして、1年間支えてくれたLOMメンバーの皆様本当にありがとう
ございました。

研修交流委員会報告

委員長　佐田  行範

2022年度は大変お世話になりました。初めての事が多く至らない場
面ばかりではございましたが、皆様の温かいご指導のおかげで、1年
間走り切ることが出来ました。誠に有難うございました。この１年
間を自信に変え新たな目標に向け邁進して参りますので、皆様のご
指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
私は研修交流委員会の委員長をお預かりする際、理事長から「やりた
い事をやりなさい」とお言葉をいただき、今の自分に何ができるのだ
ろう、地域、メンバーに対して何がやりたいのだろうと考動して参
りました。そこで地域住民が笑顔になる事業を行うことで、対内が
活気に溢れ、絆が強くなると確信し事業構築を致しました。３月例
会ではメンバーの研修交流の場として、BBQを行いました。懇親会
や食事会が困難な社会情勢の中ではありましたが、皆様の笑顔に触
れることができとても良い例会であったと感じました。そして11月
例会では委員会の集大成となる開通前式典花火を行いました。実行
委員会を通し、多くのメンバーと研修、交流しながら様々な課題に
立ち向かい、乗り越えて来ました。そして地域住民が笑顔になり、
メンバーの絆もより深くなったと確信しています。また関係諸団体
から称賛のお言葉をいただくことができ、地域にとってこだま青年
会議所は大切な存在であると改めて認識していただく機会となりま
した。そして2022年度のメンバーは私にとって大切な存在となりま
した。

研修交流委員会の目標としましては「みんな仲良く、みんな笑顔」を
テーマとし、委員会運動を行ってきました。私はその姿勢が全メン
バーそして地域住民に伝わり笑顔溢れる豊なまちになると信じたか
らです。委員会を行う度たくさんの意見を出し合いメンバーのお店
で交流をしてきました。誰かが笑顔でないときは他のメンバーが笑
顔にする良い関係が築けました。11月例会では委員会メンバー一人
一人が当事者意識を持ち事業に対し真剣に向き合っていただきまし
た。１年間本当に有難うございました。
　この一年を通し笑顔でいる大切さ、地域には活力溢れる企業や団
体があることに気づくことが出来ました。自分自身が大きく変わっ
たことは誰かを信じことが出来るようになりました。信念を持ち続
け仲間を信じれば何事も成し遂げられることに気づけた楽しい一年
でした。研修交流委員会の運動にご協力いただきましたメンバーの
皆様本当に有難うございました。

総務委員会報告

委員長　金井  大樹

　2022年度ご協力頂きました皆様、大変お世話になりました。総務
委員長として1年間を無事に終える事が出来ました事、ありがとうご
ざいました。
　報告を書くにあたり、1年を振り返りますと沢山の出来事があった
なと改めて思い返されます。
　5月例会では、メンバー個々の志向や行動に着目し、理念の共有と
題しまして、講師例会を行いました。理事長からの発信と、講師に
よるセルフカウンセリングにより、会に対しての理解を深め、自分
を見つめ直す機会になりました。
　12月例会では、卒業式を実施し、卒業生の想いや思い出をメンバー
に共有する機会を作り、迫る2023年度へ向けてスタートを切ること
が出来たと感じております。涙あり、笑いありの心に残る卒業式が
出来たと感じております。
　1年間、資料や議事録作成、会場準備など目まぐるしく進んでいく
青年会議所運動にしがみついていた1年間だったと今感じております。
始めは、自分一人で出来る事をこなしていければと甘い考えでしたが、

協力者がいて、みんなで作り上げて行く事に青年会議所運動の醍醐
味があるのだと今は考えが変わりました。
　個人としても2022年は、変化の多い一年でしたが、他の3委員会
委員長の変化、成長、結果を見て、悔しさもあり、誇れる仲間が出
来たと実感しております。
　2022年、至らぬ点、ご迷惑をお掛けした事が多くあったと思いま
すが、変化を共にしたメンバー、御協力頂きました皆様に再度感謝
を申し上げ、2022年度総務委員会委員長報告とさせて頂きます。本
当にありがとうございました。

出向者報告
埼玉ブロック協議会　LOM交流支援委員会

ＬＯＭ交流支援委員会　委員長　長沼　克

　2022年度、公益社団法人日本青年会議所関東地区埼玉ブロック協議
会ＬＯＭ交流支援委員会の委員長として出向させていただきました。
　まずは小田島理事長をはじめ、メンバーの皆様には多大なるご協
力をいただき、誠にありがとうございました。出向は1人では出来なく、
メンバーの協力あって出向できるものだと改めて感じたとともに、
こだま青年会議所の皆様には感謝御礼申し上げます。
今年は、限界を超えろ～一人一人の成長が持続可能な埼玉を創る～
のもとに、委員会として6事業・1運営を上程しました。
青少年事業であるＪＣカップ、政策事業である公開討論会、交流事
業であるスタートアップ埼玉ブロック2022、秋の大運動会、拡大褒
章事業、会頭訪問事業と多岐にわたる事業を構築させていただきま
した。
　毎週行われる会議に向けて議案の準備や委員会の設営・運営、事
業の準備等、多岐にわたる業務を行いながら感じたことは、自身の
成長はもとより、委員会メンバーにどういう経験や成長を与えられ
るか、新たな魅力を伝えられるかを考えながら1年間邁進して参りま
した。
　どのようなことが伝えられたかは分かりませんが、1年間お互いに
切磋琢磨しながら過ごしたメンバーとは、今後も支え合える大きな
絆が生まれたことは間違いありません。
　また、埼玉ブロック協議会の役員という役職で1年間活動させてい
ただきまして、たくさんの学びを得ることが出来ました。見えなかっ
たものが見えるようになり、感じれなかったことが感じれるように
なり、出来なかったことが出来るようになりました。当初はそういっ
た世界が見れるとは想像もしていませんでしたが、事業が終わるに
つれて、自身の成長を本当に感じることが出来ましたし、多角的に
物事を捉えることが出来るようになり、自身におけるこれからのビ
ジョンを描くことも出来ました。
　それは他のたくさんのメンバーと価値観を共有し、磨き合うこと
で生まれ、必ず成長につながり、出向の最大の魅力はここにあり、
と感じることが出来ました。
　そのような機会をいただけたことは本当に感謝しております。こ

の埼玉ブロック協議会の役員という貴重な経験から得たものをメン
バーに伝えていき、今後のこだま青年会議所の発展に寄与し、邁進
して参ります。1年間ご協力いただきまして本当にありがとうござい
ました。
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理事長報告

2022年度　理事長　小田島  寛之

　まず初めに2022年度公益社団法人こだま青年会議所の運動に対し
多くのご支援、ご協力、ご指導、ご鞭撻を賜り誠にありがとうござ
いました。
2022年度は、アフターコロナを見据え従来通りの青年会議所運動を
取り戻したいとの想いでスローガンを「考動」とし、明るい豊かなま
ちの実現に向けて、たくさんの議論をメンバーと交わし、事業を計
画しました。しかしながら、ウィズコロナの状態は改善せず、思い
描く通りの事業構築が出来ない時期もございました。
ご協力、ご支援いただきました、たくさんの方々に対し申し訳ない
という気持ちと、メンバーに対しても、動ききれない、盛り上がり
きれないという、もどかしい気持ちにさせてしまったことに対し、
私自身の力不足を痛感致しました。そんな中でも前を向き、今でき
る最善を尽くし、事業構築してくれたメンバーへの尊敬と感謝の想
いで溢れています。
青少年育成委員会では、コミュニケーションの重要性を再認識する
ための事業の開催、経済的視点を養うためのマネーセミナーの開催。
研修交流委員会では、神流川橋の開通前式典として、花火の打上げ。
地域政策委員会では、公開討論会の開催とドローン冊子「BRIGHT」の
発刊、総務委員会では、理念の共感を深めるための講師例会、笑い
と涙で溢れる卒業式。全員拡大では、14名の拡大をさせていただき
ました。
年初に掲げた、【経験による知識の集積】　【持続可能な地域の創造】
　【成長を享受出来る組織】　【次代のための会員拡大】の項目に対し
て、基本理念である「事上磨錬」のように、実際の行動や実践を通じ
て知識や精神を磨き、達成出来たと実感しております。
また、本年の大きな成果の１つとしては、コロナ禍しか経験出来て
いないメンバーとともに、青年会議所事業のスケール感や対象の意
識変革運動を実践出来たことだと考えております。支えていただき
ました、スタッフ、専務、委員長を始めとするメンバーには、本当
に感謝しかありません。本当にありがとうございました。
最後になりますが、私自身全力で駆け抜けた1年間ではございますが、
事業を通じ至らない点も多々あったかと存じます。こだま青年会議
所の運動に対し、ご理解、ご協力、ご尽力いただきました、先輩諸

兄姉の皆さま、関係諸団体の皆さま、行政関係者の皆さまへ重ねて
厚く御礼申し上げます。
1年間本当にありがとうございました。

副理事長報告

地域政策・拡大担当 担当副理事長　坂本  雄平

2022年度、小田島理事長のもと地域政策委員会の副理事長を務めさ
せて頂きました。「考動」のスローガンをもとに地域政策委員会は1こ
だま青年会議所の運動姿勢を行政や地域住民に示すことで、未来の
地域経済に変化を与えられるような事業を行う。2公開討論会や訪問
を通じ、行政の在り方を捉え事業構築を行う。3担当副理事長運営の
もと、5名の会員拡大をする。の3つの役割を頂きました。行政、地
域団体や住民がデジタルテクノロジーを各分野で取り入れ効率的な
活動が可能になれば少子高齢化が一段と進む地域内で暮らしやすく
持続可能な地域の実現に役立ちます。そのような取組が活発になり
地域内外へ波及していくことで将来的には特定の産業の研究機関や支
社などがこの地域へ移転し雇用の創出や人口の流入など地域経済に変
化が現れてくると考えます。そのような土壌をつくるきっかけづくり
として根岸委員長率いる地域政策委員会はドローンとこの地域の農業、
教育、観光という3つの資源を掛け合わせそれぞれワークショップを
行いアンケートやデータ収集を行いました。それらのデータをまとめ
この地域でドローン活用が有用であるという内容の本を作成し各所へ
周知まで繋げました。新型コロナウィルスへの対応を考慮しながら例
会構築を最後までやり遂げたことは根岸委員長はもとより多くのメン
バーが「考動」をしていった結果だと確信いたします。

【1月例会】
1月例会はデジタルツールを活用した本庄市長選立候補表明者公開討
論会を開催する予定でしたが各候補者と時勢を鑑み中止とさせて頂
きました。開催間際まで検討を重ね中止の判断はとても難しいもの
でした。一方で公開討論会について根岸委員長と地域政策委員会の
メンバーはより深く考えるきっかけになりました。公開討論会の意
義やしくみについて一段深い考察が可能になったことで今後のこだ

ま青年会議所の公開討論会運営に多く貢献できたと思います。その
ことはこの地域の住民が首長や議員を選択する機会を最大化するこ
とに繋がります。

【4月例会】
4月例会、上里町長選挙立候補表明者公開討論会の開催となりました。
会場はより多くの方達の目に触れてほしいとの思いからイオンタウン
上里としました。当日の内容を録画した後、動画配信という形で例会
を構築しました。今まで公開討論会にはない会場設定と動画配信とい
う難しい例会構築でしたが多くの方に当日の動画は届きました。また
あらゆる方々から良い面悪い面と反響も頂けたことが今までとは異な
る形で影響を残せたと思います。一方でアンケート回収件数が伸び悩
んだことや若年層への届け方は事前準備や回収までのしくみの部分で
多くの課題を引継ぎました。また商業施設での映像音声収録という難
しさも引継ぎます。現在ある技術を活用し地域資源とうまくさせるこ
とにより今より少し暮らしやすい地域の姿を行政や住民へ提案する試
みの第一歩として有意義な時間になったと感じます。

【10月例会】
10月例会先端技術の導入と地域資源の活用ではこの地域でのドロー
ン活用の有用性を説明するためにデータ収集やアンケート調査を行
うため農業、教育、観光に焦点をしぼり7月から8月末まで3日にわ
たって行ってきたワークショップを行いました。それらの収集した
データを「BRIGHT」という一冊の本にまとめ地域へ発表しました。例
会自体は有識者とメンバーを会場に集め「BRIGHT」の説明と吉田市長
をはじめ学術界からも多くのコメントを頂き映像収録という形にな
りました。その内容は本と共に映像としても残る形で多くの方に視
聴頂きました。また本は本例会に携わっていただいた多く方達と地
域の各団体、図書館などを中心とする公共施設に配布し一般の方々
にも目を通して頂けるように配布しました。例会後、各行政の首長
や農協へ委員長が説明しながら本を手渡す中で多くの方が前向きな
活用方法をお話していただけました。埼玉県とも引き続き連帯でき
るような関係性の中でしっかりと結果を出せた10月例会になったと
感じました。例会当日は多くの良い点もあった一方で細かな設えや
進行等で改善点もあったことを後世へつなげていただきました。今
後こだま地域でドローン活用の議論が活発になっていく土壌をつく
れること多くの方に引き続きご協力いただければと思います。

【最後に】
不安定な環境の中でも沢山の事を吸収し根岸委員長はBRIGHTの製本
を果たしました。自身の研究した結果と多くのメンバーに支えられ
て今後の地域に必要とされる成果物を残せたことはとても素晴らし
いことだと思います。皆様にはこれからこの本が多くの行政関係者
や地域団体、住民から読まれ地域の意識がどんどん進化していける
ようお力添えを頂ければと思います。また一年を通して委員会メン
バーはもとより多くのLOMメンバーととても強い絆を育めていたと
感じました。それは根岸委員長が今年しっかり踏ん張りメンバーが
共感してくれた結果かと思います。今後も上手くいかなかった経験
も含め多くの想いやメンバーへの感謝の気持ちを大切にしていって
いただければと思います。
最後に資料や例会設えなど細かいところまでこだわって取り組んで
いくことで事業に対しての姿勢を表現することもとても大切なこと
だと感じました。メンバーや関わっている人達から応援されている
という意識を自信に変え今後も励んでいっていただければ幸いです。
2022年度の副理事長という難しい役割を頂き沢山の事を勉強させて
頂きました。その機会を頂いた小田島理事長
には感謝の気持ちとまたご協力いただきましたすべての皆様に御礼
を申し上げ副理事長報告とさせていただきます。

副理事長報告

青少年育成委員会　担当副理事長　井上　峰

　こだま青年会議所2022年度、小田島理事長の掲げるスローガン～
考動～のもと、明るい豊かなまちの実現のため歩み出した54年目に
青少年育成委員会を担当させて頂き皆様に大変お世話になりました。
時代の変化を柔軟に捉え、昨今の時代背景の中、こだま地域を愛し
情熱を注ぐスタッフメンバー、そして岩佐委員長をはじめ、副委員長、
委員会メンバーにおかれましては1年間本当にお疲れ様でした。また
LOMメンバーと共に過ごせた時間は、気付きも多く生涯忘れること
のない大切な経験となりました。
 4月第2例会謎解きクエストでは、デジタル化が進み生活が便利に
なった一方で、文字や画面を通じて情報共有する時代となり人と人

の関わりが苦手な子ども達が増えてきている背景から未来を切り拓
くにはコミュニケーション力をつけることが重要であることを目的
とし、こだま地域の小学生4・5・6年生を対象に事業を行いました。
何度も委員会を行い議論を重ね事業に参加した子どもたちが、どう
変化するのかを考えました。コミュニケーションをとりながら問題
を解いていくという手法で参加された子どもたちからも「みんなと協
力すると、難しい問題も簡単に解けたと感じました」「はじめて話し
た子と協力しあえて楽しかった」「コミュニケーションをとる力をつ
けていきたい」などアンケートを頂き、委員会として目的を達成でき
たと強く感じました。
 8月例会　お金について学ぼう～お金の大切さ、親への感謝～では、
インターネットや通信機器の進化に伴いお金や物に関する価値感が
薄れてしまっている子ども達が増えてきている。 親としても子供に
対し、将来お金に困ってほしくはないと思ってはいるものの金融に
対しての勉強を学んでこなかったが故に中々教えることができない
背景からお金というものに興味をもってもらい楽しみながらお金の
大切さ、ありがたさを親子で共有し、経済的視点を養うことができる。
また、経済的視点を養うことで生き抜く力を高め、将来豊かな生活
が送れる人材への育成を目的とし、こだま地域の小学生全学年の子
どもたち、保護者を対象にし事業を行いました。一般社団法人　日
本こどもの生き抜く力育成協会の金井雅美様を講師でお招きし、お
店屋さんごっこという手法を用いて、働いてお金を得ることの疑似
体験を行い、お金は無限にあるものではないというお金の価値観、
お金の大切さ、働くことの面白さを学び、知ることで将来豊かな生
活が送れる第一歩となる内容で行わさせていただきました。本事業
を通じ、全員の子供達が「お金の大切さ」を学ぶことができた。「親へ
の感謝」の気持ちが高まったと回答があり、また本事業を通じ、全員
の保護者の方達が「子供へのお金の学び」は大切だと感じたと回答も
あり、「今後、子供のために金融教育を始めたい。お金の使い方につ
いても学ばせたい」など多数の意見をもらうことができ、青少年育成
委員会として目的を伝えられたと確信いたしました。
　1年を通し青少年育成委員会のメンバーと子供たちの未来について
語り合い共有した時間は卒業年の私にとっても貴重な1年でした。
また2022年度こだま青年会議所第54代小田島理事長におかれまして
も副理事長という役職に任命していただいた事に感謝いたします。
共に過ごした時間は私にとって本当に幸せでした。1年間ありがとう
ございました。

副理事長報告

総務・研修交流・拡大　担当副理事長　内藤  大河

2022年度総務委員会と研修交流委員会の担当副理事長として大変お
世話になりました。思い返せば金井委員長と佐田委員長にはご迷惑
をお掛けしっぱなしの1年間だったと感じます。金井委員長は放って
おいてもやってくれる委員長だからとあまりコミットできなかった
ですね。「あまり頼りたくない」と言っておりましたが、同時に「やり
きれなかった部分もあって後悔している」と仰っておりました。私自
身ももっと支えてあげれば良かったと後悔です。総務委員会は5月例
会と12月例会を開催しました。
5月例会は理念の共有について学ぶ事でメンバー個々で、仕事、JC運
動での活発化を図る。理念を共有する事で、青年会議所運動への理
解を深める。という2つの目的の基対内例会を開催しました。残念な
がら私が仕事のためweb参加となりましたが、とてもメンバーのた
めになる良い時間を過ごせたと感じます。報告で成果としても大成
功な検証となっております。
12月例会は卒業式を開催しました。本年はこだまの本拠地である本
庄商工会議所を会場としましたが、やはりホームでやる意義がとて
も感じられる内容だったと感じました。笑い・涙と卒業式らしい感
情や例年とは違ったスケジュールで行ったことも今後に繋がるとて
も有意義な時間であったと確信しました。
1年を通じて総務としての役割をしっかりと全うしていただきありが
とうございました。理事会や総会運営を円滑に進めていただき、また
議事録や各種資料もしっかりと纏めていただき感謝しかありません。
金井委員長は上を目指すべき人財であると確信しておりますので、今
後もJCライフを楽しんで邁進していただくようお願いします。また、
総務委員会メンバーの皆様も次年度様々な役職に就かれますが、益々
ご活躍させると確信しております。不甲斐ない副理事長だったと感じ
ておりますが、1年間担当させていただきありがとうございました！
そして研修交流委員会、佐田委員長1年間本当に頑張りました。予定
者の段階から「花火をやりたい！」その時からずっと走りっぱなしで
した。進んでは壁にぶつかりとその連続でした。時にはお互いに感
情的になり、委員長の想いを知りたいからと冷たく接した時もあれば、
私への不満を仰っていただきました。しかしながら心折れる事無く
常に前を向いて、とうとう花火が打ち上がった時は感動しました。

そんな思い出を記載させていただきます。
3月例会ではJCの交流を深めるための例会を開催しました。皆様の交
流と懇親を深め、面白い時間を過ごしながら最後に花火を打ち上げ
ました。その時に国交省の申請書類を学んだ事と11月例会に向けた
団結を深めた事が繋がった良い例会であったと確信しました。
11月例会では本当に苦労しながらやっとの想いで開催する事ができ
ました。会場に紆余曲折し、選定した際には様々な問題が発生し、
全メンバーのご協力が結集した例会になりました。例会後はメンバー
の笑顔、そして地域住民の笑顔が見られたまさに委員長が掲げた目
的が達せられた瞬間でした。ここでも書ききれないぐらいたくさん
の思い出がありましたね。
佐田委員長が思い描くような副理事長ではなかったかもしれません
が、想いを貫き通す姿は私自身も委員会メンバーも尊敬に値します。
そして何より今井副委員長がしっかりと支えていただいたおかげで
す。彼がいたからこそ事業を大成功に導いてくれました。感謝を忘
れず、次年度以降も活躍してください。また、研修交流委員会メンバー
の皆様は佐田委員長の背中をしっかりと見てきたと感じております。
その背中を見習い、今後のJCライフを邁進していただければ幸いです。
1年間ありがとうございました！
最後に小田島理事長、副理事長に指名していただきありがとうござ
いました！あなたの副理事長で良かった！スタートから迷惑をいっ
ぱい掛けましたがしっかり1年間JCに居れました（笑）多くは記載しま
せんが、尊敬すべき理事長です。本当にお世話になりました。そし
てスタッフの皆様卒業おめでとうございます！ 1名違う意味ですが。
皆様から教わった事を大切にしながらいつか年齢的な後輩に同じ事
を言えるような人間になりたいと感じております。今後はサポート
会員として後輩の後押ししながら坂本副理事長が帰ってこれる環境
づくりをしましょう。全ての皆様に感謝と御礼申し上げ副理事長報
告とさせていただきます。1年間本当にお世話になりました。

地域政策委員会報告

委員長　根岸  正典

　2022年度地域政策委員会の事業にご協力下さいまして、理事長を
はじめ理事の方々、坂本副理事長をはじめとします委員会の皆様、
誠にありがとうございました。1年間委員長職を全う出来たのも皆様
のご協力あっての事と存じます。
　振り返ると、１月例会本庄市長選挙立候補表明者公開討論会では
本庄市の首長を決める大切な選挙で、立候補予定者の考えを広く住
民に知って頂く機会を提供する事と投票率向上を目的とし準備して
参りました。今回の本庄市長選挙は選挙権が18歳以上になってから
初めて行う市長選挙となり、投票率向上が期待されている選挙でも
ありました。結果的には公開討論会対抗不在という形で中止となり
ましたが、投票が行われた平成30年の市長選挙と比べ投票率が2.62
ポイント向上し、市民の政治に対する関心はもちろんの事、メンバー
の意識向上にも繋がった事業であったと思います。
上里町長立候補表明者公開討論会ではイオンタウン上里の一部を使
用させて頂き、公開討論会目的で来場される方以外の住民の方々も
ターゲットとした事業を行い、立候補表明者4名の政策を聞いて頂き
ました。コーディネーターを含め、こだま青年会議所としても初め
て行う会場での公開討論会で不安も多々ありましたが、様々な方か
らご協力を賜りました結果、当日来場者210名、WEB視聴者274名、
計484名の一般参加者の動員をする事が出来ました。私個人としま
しては、例会終了後に数多くの公開討論会に携わってきたコーディ
ネーターの方が、コロナ禍であるのも関わらず過去の町長選挙公開
討論会の中で最も動員数が多かったとお話下さった事が1番の成果で
あり、今後の公開討論会の可能性を広げられた事業であったと思い
ました。
10月例会は先端技術、主にドローンを用いて既存の地域資源に活力
を与える事を目的としガイドブック「BRIGHT」を制作し発表致しまし
た。本書を制作するにあたり、農業、教育、観光の分野でワークショッ
プをそれぞれ開催し、各分野におけるドローンの有効性を検証して
参りました。検証の中でこだま地域の各首長から今後も地域の色を
生かしたドローン活用を推進していくとのお話があり、小田島理事
長が所信で掲げる「地域資源と新たな産業とのシナジーを創造する」
という目的の礎を築く事が出来たのではないかと自負致します。

私としましては2021年に基本方針を作成している段階から、ある程
度2022年度地域政策委員会の着地点を想像し、構想を練ってきまし
たが、良くも悪くも想像通りで大きく内容や結果が逸脱される事は
ありませんでした。良かった点はイメージしたものを１年間かけて
作り上げてきたものに対して成果を出す事で自信が付いたことです
が、今あるものを組み合わせてきたに過ぎません。よって0から1を
生み出した上で成果を上げる事は出来ませんでした。しかしながら、
私は入会時から自分の持っているものを会に提供し、会やまちが良
くなっていく事を通じて、私自身の方向性を確認する事を目的とし
てきました。それは小田島理事長が2022年度第1回理事予定者会議
でお話をされた「来年の目標を設定し、１年が終わった時にその目標
が達成出来たかを確認して欲しい」という言葉でも同様の目標を設定
しました。青年会議所にとってそれが良い事なのかは分かりませんが、
私としての小さな成功体験が増え、その成功体験を次年度以降の委
員長に伝え、委員会運営の一助とする事が様々な機会を提供下さっ
た方々への恩返しだと信じております。とは言っても上手くいくこ
とばかりではなく、イレギュラーも多々ありメンバーの皆様にもご
迷惑をお掛けする事もございました。しかし委員長をやって大変だっ
た、辛かったという事ではなく、どうすれば大変ではなくなるのか
を私なりに勉強させて頂きましたので、今年度経験させて頂いた事
を今後にも生かしていきたいと思います。
結びに小田島理事長をはじめ、スタッフの皆様、ご協力下さいまし
たメンバーの皆様へ重ねて御礼を申し上げ、地域政策委員会委員会
報告とさせて頂きます。

青少年育成委員会報告

委員長　岩佐  敏充

　こだま青年会議所2022年度、小田島理事長の掲げる「考動」のス
ローガンのもと、青少年育成委員会の委員長として1年間全うするこ
とが出来ました。私たち、青少年育成委員会ではこだま地域の子ど
も達に対し「コミュニケーション力の向上」と「金融リテラシーの向
上」が将来を生き抜く力と考え、事業構築して参りました。諸先輩方
をはじめ、メンバーの皆様に支えて頂き、貴重な1年間を過ごすこと

が出来ました。本当にありがとうございました。

【4月第2例会】
『謎解きクエスト～未来を切り拓くにはコミュニケーションから～』
では、近年デジタル化が進み生活が便利になった一方で、文字や画
面を通じて情報共有する時代となり、人と人の関わりが苦手な子ど
も達が増えてきている時代背景から、子ども達が将来の時代変化に
対応できる人材になるにはコミュニケーション力をつけることが重
要であると考え、事業を行いました。参加された子どもたちからは「み
んなと協力すると、難しい問題も簡単に解けたと感じました」「はじ
めて話した子と協力し合えて楽しかった」「コミュニケーションをと
る力をつけていきたい」など多くのアンケートを頂きました。親御様
からは「ぜひまた開催してほしい」「家で子どもとの会話が増えまし
た」と御礼のメールを頂き、委員会としても目的を達成でき、開催し
て本当に良かったと感じることができました。。

【8月例会】
『お金について学ぼう～お金の大切さ、親への感謝～』では、インター
ネットや通信機器の進化に伴いお金や物に関する価値観が薄れてし
まっている子ども達が増えてきている。 親としても子供に対し、将
来お金に困ってほしくはないと思ってはいるものの金融に対しての
勉強を学んでこなかった方が多く、中々子どもに教えることができ
ない背景からお金というものに興味をもってもらい楽しみながらお
金の大切さ、ありがたさを親子で共有し、経済的視点を養うことが
できる。また、経済的視点を養うことで生き抜く力を高め、将来、
豊かな生活が送れる人材への育成を目的とし、こだま地域の小学生
の子ども達、保護者を対象に事業を行いました。(一般社団法人)日
本こどもの生き抜く力育成協会の講師の方をお招きし、お金の価値観、
お金の大切さ、働くことの面白さを学び、知ることで将来豊かな生
活が送れるようにとの想いから事業を行いました。参加された全員
の子ども達が「お金の大切さ」を学ぶことができた。「親への感謝」の
気持ちが高まったと回答がありました。また、全員の保護者の方達
が「子どもへのお金の学び」は大切だと感じたと回答もあり、「今後、
子どものために金融教育を始めたい。お金の使い方についても学ば
せたい」また、子どもから「パパママいつも働いてくれてありがとう」
の言葉をもらったとの声もいただく事ができ、委員会としても目的
を伝えられたと感じることができました。

【最後に】
　2度目の委員長を経験させていただき小田島理事長ありがとうござ
いました。1度目では難しかった委員会運営が今回はできたと感じて
おります。それができたのも委員会メンバー皆様のご協力と担当副
理事長が井上副理事長だったからだと感じております。生意気言っ
たことも多々ありましたが、助けていただき本当にありがとうござ
いました。最高の仲間と1年間運動できたこと。心から感謝いたします。
そして、1年間支えてくれたLOMメンバーの皆様本当にありがとう
ございました。

研修交流委員会報告

委員長　佐田  行範

2022年度は大変お世話になりました。初めての事が多く至らない場
面ばかりではございましたが、皆様の温かいご指導のおかげで、1年
間走り切ることが出来ました。誠に有難うございました。この１年
間を自信に変え新たな目標に向け邁進して参りますので、皆様のご
指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
私は研修交流委員会の委員長をお預かりする際、理事長から「やりた
い事をやりなさい」とお言葉をいただき、今の自分に何ができるのだ
ろう、地域、メンバーに対して何がやりたいのだろうと考動して参
りました。そこで地域住民が笑顔になる事業を行うことで、対内が
活気に溢れ、絆が強くなると確信し事業構築を致しました。３月例
会ではメンバーの研修交流の場として、BBQを行いました。懇親会
や食事会が困難な社会情勢の中ではありましたが、皆様の笑顔に触
れることができとても良い例会であったと感じました。そして11月
例会では委員会の集大成となる開通前式典花火を行いました。実行
委員会を通し、多くのメンバーと研修、交流しながら様々な課題に
立ち向かい、乗り越えて来ました。そして地域住民が笑顔になり、
メンバーの絆もより深くなったと確信しています。また関係諸団体
から称賛のお言葉をいただくことができ、地域にとってこだま青年
会議所は大切な存在であると改めて認識していただく機会となりま
した。そして2022年度のメンバーは私にとって大切な存在となりま
した。

研修交流委員会の目標としましては「みんな仲良く、みんな笑顔」を
テーマとし、委員会運動を行ってきました。私はその姿勢が全メン
バーそして地域住民に伝わり笑顔溢れる豊なまちになると信じたか
らです。委員会を行う度たくさんの意見を出し合いメンバーのお店
で交流をしてきました。誰かが笑顔でないときは他のメンバーが笑
顔にする良い関係が築けました。11月例会では委員会メンバー一人
一人が当事者意識を持ち事業に対し真剣に向き合っていただきまし
た。１年間本当に有難うございました。
　この一年を通し笑顔でいる大切さ、地域には活力溢れる企業や団
体があることに気づくことが出来ました。自分自身が大きく変わっ
たことは誰かを信じことが出来るようになりました。信念を持ち続
け仲間を信じれば何事も成し遂げられることに気づけた楽しい一年
でした。研修交流委員会の運動にご協力いただきましたメンバーの
皆様本当に有難うございました。

総務委員会報告

委員長　金井  大樹

　2022年度ご協力頂きました皆様、大変お世話になりました。総務
委員長として1年間を無事に終える事が出来ました事、ありがとうご
ざいました。
　報告を書くにあたり、1年を振り返りますと沢山の出来事があった
なと改めて思い返されます。
　5月例会では、メンバー個々の志向や行動に着目し、理念の共有と
題しまして、講師例会を行いました。理事長からの発信と、講師に
よるセルフカウンセリングにより、会に対しての理解を深め、自分
を見つめ直す機会になりました。
　12月例会では、卒業式を実施し、卒業生の想いや思い出をメンバー
に共有する機会を作り、迫る2023年度へ向けてスタートを切ること
が出来たと感じております。涙あり、笑いありの心に残る卒業式が
出来たと感じております。
　1年間、資料や議事録作成、会場準備など目まぐるしく進んでいく
青年会議所運動にしがみついていた1年間だったと今感じております。
始めは、自分一人で出来る事をこなしていければと甘い考えでしたが、

協力者がいて、みんなで作り上げて行く事に青年会議所運動の醍醐
味があるのだと今は考えが変わりました。
　個人としても2022年は、変化の多い一年でしたが、他の3委員会
委員長の変化、成長、結果を見て、悔しさもあり、誇れる仲間が出
来たと実感しております。
　2022年、至らぬ点、ご迷惑をお掛けした事が多くあったと思いま
すが、変化を共にしたメンバー、御協力頂きました皆様に再度感謝
を申し上げ、2022年度総務委員会委員長報告とさせて頂きます。本
当にありがとうございました。

出向者報告
埼玉ブロック協議会　LOM交流支援委員会

ＬＯＭ交流支援委員会　委員長　長沼　克

　2022年度、公益社団法人日本青年会議所関東地区埼玉ブロック協議
会ＬＯＭ交流支援委員会の委員長として出向させていただきました。
　まずは小田島理事長をはじめ、メンバーの皆様には多大なるご協
力をいただき、誠にありがとうございました。出向は1人では出来なく、
メンバーの協力あって出向できるものだと改めて感じたとともに、
こだま青年会議所の皆様には感謝御礼申し上げます。
今年は、限界を超えろ～一人一人の成長が持続可能な埼玉を創る～
のもとに、委員会として6事業・1運営を上程しました。
青少年事業であるＪＣカップ、政策事業である公開討論会、交流事
業であるスタートアップ埼玉ブロック2022、秋の大運動会、拡大褒
章事業、会頭訪問事業と多岐にわたる事業を構築させていただきま
した。
　毎週行われる会議に向けて議案の準備や委員会の設営・運営、事
業の準備等、多岐にわたる業務を行いながら感じたことは、自身の
成長はもとより、委員会メンバーにどういう経験や成長を与えられ
るか、新たな魅力を伝えられるかを考えながら1年間邁進して参りま
した。
　どのようなことが伝えられたかは分かりませんが、1年間お互いに
切磋琢磨しながら過ごしたメンバーとは、今後も支え合える大きな
絆が生まれたことは間違いありません。
　また、埼玉ブロック協議会の役員という役職で1年間活動させてい
ただきまして、たくさんの学びを得ることが出来ました。見えなかっ
たものが見えるようになり、感じれなかったことが感じれるように
なり、出来なかったことが出来るようになりました。当初はそういっ
た世界が見れるとは想像もしていませんでしたが、事業が終わるに
つれて、自身の成長を本当に感じることが出来ましたし、多角的に
物事を捉えることが出来るようになり、自身におけるこれからのビ
ジョンを描くことも出来ました。
　それは他のたくさんのメンバーと価値観を共有し、磨き合うこと
で生まれ、必ず成長につながり、出向の最大の魅力はここにあり、
と感じることが出来ました。
　そのような機会をいただけたことは本当に感謝しております。こ

の埼玉ブロック協議会の役員という貴重な経験から得たものをメン
バーに伝えていき、今後のこだま青年会議所の発展に寄与し、邁進
して参ります。1年間ご協力いただきまして本当にありがとうござい
ました。
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１月
第一回　理事会       
1月6日（木）　19:00 ～ 22:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①新入会員（案）承認の件
②提言書提出（案）承認の件
③公益社団法人こだま青年会議所会員資格規定変更（案）承認の件 
④年間スケジュール修正（案）承認の件
⑤研修交流委員会基本方針及び事業計画(案)承認の件
⑥青少年育成委員会基本方針及び事業計画(案)承認の件
⑦2021年度収支決算及び会計監査報告(案)承認の件
⑧2022年度一般会計収支第一次補正予算書(案)承認の件
⑨運営マニュアル(案)承認の件
⑩慶弔費(案)承認の件
⑪例会アテンダンス(案)承認の件
⑫2月例会事業計画（案）承認の件       
討議事項       
①3月例会事業計画(案)について       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名

1月第一例会（スタッフ）       
1月12日（水）16:00 ～ 18:11       
会場　本庄商工会議所　大ホール　第一・第二・第三会場       
テーマ　組織披露宴       
出席者　正会員28名　監事2名　来賓25名　OB22名　合計103名

第88回　通常総会（スタッフ・総務委員会）       
1月13日（木）　19:00 ～ 19:50       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
議題       
第一号議案　提言書提出(案) 承認の件       
第二号議案　(公社) こだま青年会議所2021年度事業報告収支決算及び会計監査報告(案) 承認の件
第三号議案　(公社) こだま青年会議所2022年度一般会計収支第一次補正予算(案)承認の件        
正会員45名　　出席者　17名　　委任状　14通

1月第二例会（地域政策委員会）※中止       
1月19日（水）18:30 ～ 20:30       
会場　本庄商工会議所 大ホール       
テーマ　本庄市　公開討論会

1月第三例会（スタッフ）       
1月20日（木）18:30 ～ 20:20       
会場　神川町中央公民館　メインホール       
テーマ　神川町　公開討論会       
出席者　正会員20名　監事3名　一般300名　ボランティア・その他8名　合計328名　       
                                                            

２月

３月

第二回　理事会       
2月3日（木）19:00 ～ 22:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①新入会員（案）承認の件
②2月例会事業計画新型コロナウイルス地域内流行に伴う修正議案の件
協議事項       
①3月例会事業計画(案)について       
②4月第1例会事業計画書(案)について       
③4月第2例会事業計画(案)について       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
第一回　臨時理事会       
2月21日（月）19:00 ～ 20:30       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①3月例会事業計画(案)承認の件       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
2月例会（スタッフ）       
2月25日（金）19:00 ～ 21:00       
会場　本庄商工会議所　第一会場       
テーマ　「こだまJC先輩のお話　JCとは何ぞや！　～櫻井　祐治先輩編～」       
出席者　正会員29名　監事3名　講師1名　オブザーブ6名　合計38名                                                               

第三回　理事会       
3月3日（木）19:00 ～ 22:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①新入会員（案）承認の件
②1月例会報告(案)承認の件       
③1月第2例会事業報告(案)承認の件       
④1月第3例会事業報告（案）承認の件       
⑤4月第1例会事業計画書(案)承認の件       
⑥4月第2例会事業計画(案)承認の件       
協議事項       
①5月例会事業計画(案)について       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
例会事業キャラバン(青少年育成委員会)       
3月6日（日）10:00 ～ 12:00       
会場　本庄市　ビバモール本庄　　上里町　ウニクス上里　イオンタウン上里
事業名　「謎解きクエスト～未来を切り拓くにはコミュニケーションから～」 
出席者10名　　合計10名       
       

2022年度　事業報告
（2022年1月1日～ 2022年12月31日）
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第一回　理事会       
1月6日（木）　19:00 ～ 22:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①新入会員（案）承認の件
②提言書提出（案）承認の件
③公益社団法人こだま青年会議所会員資格規定変更（案）承認の件 
④年間スケジュール修正（案）承認の件
⑤研修交流委員会基本方針及び事業計画(案)承認の件
⑥青少年育成委員会基本方針及び事業計画(案)承認の件
⑦2021年度収支決算及び会計監査報告(案)承認の件
⑧2022年度一般会計収支第一次補正予算書(案)承認の件
⑨運営マニュアル(案)承認の件
⑩慶弔費(案)承認の件
⑪例会アテンダンス(案)承認の件
⑫2月例会事業計画（案）承認の件       
討議事項       
①3月例会事業計画(案)について       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名

1月第一例会（スタッフ）       
1月12日（水）16:00 ～ 18:11       
会場　本庄商工会議所　大ホール　第一・第二・第三会場       
テーマ　組織披露宴       
出席者　正会員28名　監事2名　来賓25名　OB22名　合計103名

第88回　通常総会（スタッフ・総務委員会）       
1月13日（木）　19:00 ～ 19:50       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
議題       
第一号議案　提言書提出(案) 承認の件       
第二号議案　(公社) こだま青年会議所2021年度事業報告収支決算及び会計監査報告(案) 承認の件
第三号議案　(公社) こだま青年会議所2022年度一般会計収支第一次補正予算(案)承認の件        
正会員45名　　出席者　17名　　委任状　14通

1月第二例会（地域政策委員会）※中止       
1月19日（水）18:30 ～ 20:30       
会場　本庄商工会議所 大ホール       
テーマ　本庄市　公開討論会

1月第三例会（スタッフ）       
1月20日（木）18:30 ～ 20:20       
会場　神川町中央公民館　メインホール       
テーマ　神川町　公開討論会       
出席者　正会員20名　監事3名　一般300名　ボランティア・その他8名　合計328名　       
                                                            

４月

５月

６月

第二回　理事会       
2月3日（木）19:00 ～ 22:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①新入会員（案）承認の件
②2月例会事業計画新型コロナウイルス地域内流行に伴う修正議案の件
協議事項       
①3月例会事業計画(案)について       
②4月第1例会事業計画書(案)について       
③4月第2例会事業計画(案)について       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
第一回　臨時理事会       
2月21日（月）19:00 ～ 20:30       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①3月例会事業計画(案)承認の件       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
2月例会（スタッフ）       
2月25日（金）19:00 ～ 21:00       
会場　本庄商工会議所　第一会場       
テーマ　「こだまJC先輩のお話　JCとは何ぞや！　～櫻井　祐治先輩編～」       
出席者　正会員29名　監事3名　講師1名　オブザーブ6名　合計38名                                                               

第三回　理事会       
3月3日（木）19:00 ～ 22:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①新入会員（案）承認の件
②1月例会報告(案)承認の件       
③1月第2例会事業報告(案)承認の件       
④1月第3例会事業報告（案）承認の件       
⑤4月第1例会事業計画書(案)承認の件       
⑥4月第2例会事業計画(案)承認の件       
協議事項       
①5月例会事業計画(案)について       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
例会事業キャラバン(青少年育成委員会)       
3月6日（日）10:00 ～ 12:00       
会場　本庄市　ビバモール本庄　　上里町　ウニクス上里　イオンタウン上里
事業名　「謎解きクエスト～未来を切り拓くにはコミュニケーションから～」 
出席者10名　　合計10名       
       

第二回　臨時理事会       
3月14日（月）19:00 ～ 20:30       
会場　TMB shere office       
審議事項       
①1月第3例会事業報告（案）承認の件       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
オープン委員会(研修交流委員会)       
3月15日（火）19:00 ～ 21:00       
会場　TMB shere office       
事業名　事業を発展させる目標の立て方       
出席者16名　　講師2名　　合計18名       
       
3月例会（研修交流委員会）       
3月27日（日）15:00 ～ 19:00       
会場　神川町　かんなの湯       
テーマ　　「決起集会～今こそ団結の時！」       
出席者　　正会員28名　　監事1名　オブザーブ6名　　合計35名       

例会事業キャラバン(青少年育成委員会)       
4月2日（土）10:00 ～ 12:00       
会場　若泉公園　桜まつり       
事業名　「謎解きクエスト～未来を切り拓くにはコミュニケーションから～」       
出席者10名　　合計10名       
       
第四回　理事会       
4月8日（木）19:00 ～ 22:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①新入会員（案）承認の件
②年間スケジュール（案）承認の件       
③2月例会事業報告(案)承認の件       
④5月例会事業計画(案)承認の件       
協議事項       
①6月例会事業計画(案)について       
討議事項       
①11月例会事業計画(案)について       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
4月第一例会（地域政策委員会）       
4月14日（木）15:30 ～ 19:30       
会場　上里町　イオンタウン上里       
テーマ　上里町　公開討論会       
出席者　正会員21名　監事3名　一般353名　その他15名　合計392名       
       
オープン委員会(青少年育成委員会)       
4月24日（日）10:00 ～ 12:00       
      

会場　本庄市　旧本庄商業銀行煉瓦倉庫       
事業名　「謎解きクエスト～未来を切り拓くにはコミュニケーションから～」       
出席者8名　　合計8名       
       
4月第二例会（青少年育成委員会）       
4月30日（土）8:30 ～ 12:00       
会場　本庄市　旧本庄商業銀行煉瓦倉庫       
テーマ　「謎解きクエスト～未来を切り拓くにはコミュニケーションから～」 
出席者　　正会員26名　　監事3名　　一般50名　合計79名

第五回　理事会       
5月6日（金）19:00 ～ 22:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①新入会員（案）承認の件
②3月例会事業報告(案)承認の件       
③6月例会事業計画（案）承認の件       
協議事項       
①7月例会事業計画(案)について       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
5月例会（総務委員会）       
5月21日（木）17：30 ～ 20：30       
会場　本庄商工会議所　第一会場       
テーマ　「理念の共有　～考動し続けるために～」       
出席者　　正会員33名　監事3名　講師2名　他団体2名　合計40名       
       
献血事業(スタッフ)       
5月23日（月）13:00 ～ 16:00       
会場　本庄市　本庄市役所       
事業名　献血事業       
出席者　15名　　来場者26名　　合計41名

第六回　理事会       
5月6日（金）19:00 ～ 24:00       
会場　真下建設株式会社様　2階会議室       
審議事項       
①新入会員（案）承認の件
②4月第1例会事業報告承認の件       
③4月第2例会事業報告承認の件       
④7月例会事業計画(案)承認の件       
協議事項       
①8月例会事業計画(案)について       
②10月例会事業計画(案)について       
③11月例会事業計画(案)について       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名              
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第一回　理事会       
1月6日（木）　19:00 ～ 22:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①新入会員（案）承認の件
②提言書提出（案）承認の件
③公益社団法人こだま青年会議所会員資格規定変更（案）承認の件 
④年間スケジュール修正（案）承認の件
⑤研修交流委員会基本方針及び事業計画(案)承認の件
⑥青少年育成委員会基本方針及び事業計画(案)承認の件
⑦2021年度収支決算及び会計監査報告(案)承認の件
⑧2022年度一般会計収支第一次補正予算書(案)承認の件
⑨運営マニュアル(案)承認の件
⑩慶弔費(案)承認の件
⑪例会アテンダンス(案)承認の件
⑫2月例会事業計画（案）承認の件       
討議事項       
①3月例会事業計画(案)について       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名

1月第一例会（スタッフ）       
1月12日（水）16:00 ～ 18:11       
会場　本庄商工会議所　大ホール　第一・第二・第三会場       
テーマ　組織披露宴       
出席者　正会員28名　監事2名　来賓25名　OB22名　合計103名

第88回　通常総会（スタッフ・総務委員会）       
1月13日（木）　19:00 ～ 19:50       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
議題       
第一号議案　提言書提出(案) 承認の件       
第二号議案　(公社) こだま青年会議所2021年度事業報告収支決算及び会計監査報告(案) 承認の件
第三号議案　(公社) こだま青年会議所2022年度一般会計収支第一次補正予算(案)承認の件        
正会員45名　　出席者　17名　　委任状　14通

1月第二例会（地域政策委員会）※中止       
1月19日（水）18:30 ～ 20:30       
会場　本庄商工会議所 大ホール       
テーマ　本庄市　公開討論会

1月第三例会（スタッフ）       
1月20日（木）18:30 ～ 20:20       
会場　神川町中央公民館　メインホール       
テーマ　神川町　公開討論会       
出席者　正会員20名　監事3名　一般300名　ボランティア・その他8名　合計328名　       
                                                            

７月

９月

８月

第二回　理事会       
2月3日（木）19:00 ～ 22:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①新入会員（案）承認の件
②2月例会事業計画新型コロナウイルス地域内流行に伴う修正議案の件
協議事項       
①3月例会事業計画(案)について       
②4月第1例会事業計画書(案)について       
③4月第2例会事業計画(案)について       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
第一回　臨時理事会       
2月21日（月）19:00 ～ 20:30       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①3月例会事業計画(案)承認の件       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
2月例会（スタッフ）       
2月25日（金）19:00 ～ 21:00       
会場　本庄商工会議所　第一会場       
テーマ　「こだまJC先輩のお話　JCとは何ぞや！　～櫻井　祐治先輩編～」       
出席者　正会員29名　監事3名　講師1名　オブザーブ6名　合計38名                                                               

第三回　理事会       
3月3日（木）19:00 ～ 22:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①新入会員（案）承認の件
②1月例会報告(案)承認の件       
③1月第2例会事業報告(案)承認の件       
④1月第3例会事業報告（案）承認の件       
⑤4月第1例会事業計画書(案)承認の件       
⑥4月第2例会事業計画(案)承認の件       
協議事項       
①5月例会事業計画(案)について       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
例会事業キャラバン(青少年育成委員会)       
3月6日（日）10:00 ～ 12:00       
会場　本庄市　ビバモール本庄　　上里町　ウニクス上里　イオンタウン上里
事業名　「謎解きクエスト～未来を切り拓くにはコミュニケーションから～」 
出席者10名　　合計10名       
       

会場　本庄市　旧本庄商業銀行煉瓦倉庫       
事業名　「謎解きクエスト～未来を切り拓くにはコミュニケーションから～」       
出席者8名　　合計8名       
       
4月第二例会（青少年育成委員会）       
4月30日（土）8:30 ～ 12:00       
会場　本庄市　旧本庄商業銀行煉瓦倉庫       
テーマ　「謎解きクエスト～未来を切り拓くにはコミュニケーションから～」 
出席者　　正会員26名　　監事3名　　一般50名　合計79名

第五回　理事会       
5月6日（金）19:00 ～ 22:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①新入会員（案）承認の件
②3月例会事業報告(案)承認の件       
③6月例会事業計画（案）承認の件       
協議事項       
①7月例会事業計画(案)について       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
5月例会（総務委員会）       
5月21日（木）17：30 ～ 20：30       
会場　本庄商工会議所　第一会場       
テーマ　「理念の共有　～考動し続けるために～」       
出席者　　正会員33名　監事3名　講師2名　他団体2名　合計40名       
       
献血事業(スタッフ)       
5月23日（月）13:00 ～ 16:00       
会場　本庄市　本庄市役所       
事業名　献血事業       
出席者　15名　　来場者26名　　合計41名

第六回　理事会       
5月6日（金）19:00 ～ 24:00       
会場　真下建設株式会社様　2階会議室       
審議事項       
①新入会員（案）承認の件
②4月第1例会事業報告承認の件       
③4月第2例会事業報告承認の件       
④7月例会事業計画(案)承認の件       
協議事項       
①8月例会事業計画(案)について       
②10月例会事業計画(案)について       
③11月例会事業計画(案)について       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名              

オープン委員会(研修交流委員会)       
6月9日（木）19:00 ～ 21:30       
会場　TMB shere office       
事業名　採用・雇用についての研修セミナー       
出席者10名　　講師2名　合計12名       
       
6月例会（スタッフ）       
6月17日（金）18：00 ～ 21：00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
テーマ　「埼玉県北部ミーティング～埼玉県ブロック協議会と熊谷深谷こだまの持続可能な組織と地域のための情報共有～」        
出席者　正会員31名　監事1名　来訪29名　来賓1名　講師1名　合計63名       
       
オープン委員会(研修交流委員会)       
6月27日（月）19:00 ～ 21:00       
会場　TMB shere office       
事業名　「冬空に咲く笑顔の花火～地域発展の架け橋～」       
出席者12名　　合計12名                 

第七回　理事会       
7月7日（木）19:00 ～ 22:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①新入会員（案）承認の件 新入会員（案）承認の件
②選挙管理委員会及び委員の選任（案）承認の件       
③5月例会事業報告書（案）承認の件       
④8月例会事業計画(案)承認の件       
⑤10月例会事業計画(案)承認の件       
協議事項       
①9月例会事業計画(案)について       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
オープン委員会　ドローン農薬散布(地域政策委員会)       
7月26日（火）8:00 ～ 12:15       
会場　本庄市　児玉白楊高等学校　　上里町　堀込農園       
事業名　「先端技術の導入と地域資源の活用」       
出席者10名　合計10名       
       
7月例会（スタッフ）       
7月30日（土）6：00 ～ 11：00       
会場　第一会場　本庄市　西光山宥勝寺
　　　第二会場　同市　元小山川河川敷・城下公園・本庄駅北口・南口ロータリー       
テーマ　「修練　奉仕　友情～己を見つめ直せ～」       
出席者　　正会員18名　　監事2名　講師1名　他団体4名　合計25名

第八回　理事会       
8月4日（木）19:00 ～ 22:00       
             

会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①新入会員（案）承認の件
②6月例会事業報告(案)承認の件       
③9月例会事業計画(案)承認の件       
④11月例会事業計画(案)承認の件       
⑤第89回通常総会（案）承認の件       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
オープン委員会　ドローンプログラミング教室(地域政策委員会)       
8月7日（日）9:00 ～ 11:30       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
事業名　「先端技術の導入と地域資源の活用」       
出席者12名　一般25名　講師10名　合計42名       
       
中間監査       
8月8日（月）19:00 ～ 21:30       
会場　真下建設株式会社様　会議室       
小田島・堀込・秋山・目黒・逸見・坂本（和）・金井       
       
第一回実行委員会　(研修交流委員会)       
8月18日（木）19:00 ～ 21:00       
会場　本庄商工会議所　第一会場       
事業名　「冬空に咲く笑顔の花火～地域発展の架け橋～」       
出席者10名　　合計10名       
       
オープン委員会　空撮観光(地域政策委員会)       
8月20日（土）8:00 ～ 16:30       
会場　本庄市　本庄サーキット　　美里町　美里ロイヤルゴルフクラブ
　　　神川町　三波石峡　　　　　上里町　相川梨園       
事業名　「先端技術の導入と地域資源の活用」       
出席者10名　一般10名　合計20名       
       
8月例会（青少年育成委員会）       
8月21日（日）14：00 ～ 17：00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
テーマ　「お金について学ぼう～お金の大切さ、親への感謝～」       
出席者　正会員17名　監事3名　講師2名　一般16名　合計38名

第九回　理事会       
9月1日（木）19:00 ～ 22:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①7月例会事業報告（案）承認の件       
②(公社)こだま青年会議所2022年度選挙結果報告(案)承認の件       
③(公社)こだま青年会議所2022年度一般会計第二次収支補正予算(案)承認の件       
④(公社)こだま青年会議所定款変更（案）承認について       
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第一回　理事会       
1月6日（木）　19:00 ～ 22:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①新入会員（案）承認の件
②提言書提出（案）承認の件
③公益社団法人こだま青年会議所会員資格規定変更（案）承認の件 
④年間スケジュール修正（案）承認の件
⑤研修交流委員会基本方針及び事業計画(案)承認の件
⑥青少年育成委員会基本方針及び事業計画(案)承認の件
⑦2021年度収支決算及び会計監査報告(案)承認の件
⑧2022年度一般会計収支第一次補正予算書(案)承認の件
⑨運営マニュアル(案)承認の件
⑩慶弔費(案)承認の件
⑪例会アテンダンス(案)承認の件
⑫2月例会事業計画（案）承認の件       
討議事項       
①3月例会事業計画(案)について       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名

1月第一例会（スタッフ）       
1月12日（水）16:00 ～ 18:11       
会場　本庄商工会議所　大ホール　第一・第二・第三会場       
テーマ　組織披露宴       
出席者　正会員28名　監事2名　来賓25名　OB22名　合計103名

第88回　通常総会（スタッフ・総務委員会）       
1月13日（木）　19:00 ～ 19:50       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
議題       
第一号議案　提言書提出(案) 承認の件       
第二号議案　(公社) こだま青年会議所2021年度事業報告収支決算及び会計監査報告(案) 承認の件
第三号議案　(公社) こだま青年会議所2022年度一般会計収支第一次補正予算(案)承認の件        
正会員45名　　出席者　17名　　委任状　14通

1月第二例会（地域政策委員会）※中止       
1月19日（水）18:30 ～ 20:30       
会場　本庄商工会議所 大ホール       
テーマ　本庄市　公開討論会

1月第三例会（スタッフ）       
1月20日（木）18:30 ～ 20:20       
会場　神川町中央公民館　メインホール       
テーマ　神川町　公開討論会       
出席者　正会員20名　監事3名　一般300名　ボランティア・その他8名　合計328名　       
                                                            

10月

11月

12月

第二回　理事会       
2月3日（木）19:00 ～ 22:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①新入会員（案）承認の件
②2月例会事業計画新型コロナウイルス地域内流行に伴う修正議案の件
協議事項       
①3月例会事業計画(案)について       
②4月第1例会事業計画書(案)について       
③4月第2例会事業計画(案)について       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
第一回　臨時理事会       
2月21日（月）19:00 ～ 20:30       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①3月例会事業計画(案)承認の件       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
2月例会（スタッフ）       
2月25日（金）19:00 ～ 21:00       
会場　本庄商工会議所　第一会場       
テーマ　「こだまJC先輩のお話　JCとは何ぞや！　～櫻井　祐治先輩編～」       
出席者　正会員29名　監事3名　講師1名　オブザーブ6名　合計38名                                                               

第三回　理事会       
3月3日（木）19:00 ～ 22:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①新入会員（案）承認の件
②1月例会報告(案)承認の件       
③1月第2例会事業報告(案)承認の件       
④1月第3例会事業報告（案）承認の件       
⑤4月第1例会事業計画書(案)承認の件       
⑥4月第2例会事業計画(案)承認の件       
協議事項       
①5月例会事業計画(案)について       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
例会事業キャラバン(青少年育成委員会)       
3月6日（日）10:00 ～ 12:00       
会場　本庄市　ビバモール本庄　　上里町　ウニクス上里　イオンタウン上里
事業名　「謎解きクエスト～未来を切り拓くにはコミュニケーションから～」 
出席者10名　　合計10名       
       

オープン委員会(研修交流委員会)       
6月9日（木）19:00 ～ 21:30       
会場　TMB shere office       
事業名　採用・雇用についての研修セミナー       
出席者10名　　講師2名　合計12名       
       
6月例会（スタッフ）       
6月17日（金）18：00 ～ 21：00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
テーマ　「埼玉県北部ミーティング～埼玉県ブロック協議会と熊谷深谷こだまの持続可能な組織と地域のための情報共有～」        
出席者　正会員31名　監事1名　来訪29名　来賓1名　講師1名　合計63名       
       
オープン委員会(研修交流委員会)       
6月27日（月）19:00 ～ 21:00       
会場　TMB shere office       
事業名　「冬空に咲く笑顔の花火～地域発展の架け橋～」       
出席者12名　　合計12名                 

第七回　理事会       
7月7日（木）19:00 ～ 22:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①新入会員（案）承認の件 新入会員（案）承認の件
②選挙管理委員会及び委員の選任（案）承認の件       
③5月例会事業報告書（案）承認の件       
④8月例会事業計画(案)承認の件       
⑤10月例会事業計画(案)承認の件       
協議事項       
①9月例会事業計画(案)について       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
オープン委員会　ドローン農薬散布(地域政策委員会)       
7月26日（火）8:00 ～ 12:15       
会場　本庄市　児玉白楊高等学校　　上里町　堀込農園       
事業名　「先端技術の導入と地域資源の活用」       
出席者10名　合計10名       
       
7月例会（スタッフ）       
7月30日（土）6：00 ～ 11：00       
会場　第一会場　本庄市　西光山宥勝寺
　　　第二会場　同市　元小山川河川敷・城下公園・本庄駅北口・南口ロータリー       
テーマ　「修練　奉仕　友情～己を見つめ直せ～」       
出席者　　正会員18名　　監事2名　講師1名　他団体4名　合計25名

第八回　理事会       
8月4日（木）19:00 ～ 22:00       
             

会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①新入会員（案）承認の件
②6月例会事業報告(案)承認の件       
③9月例会事業計画(案)承認の件       
④11月例会事業計画(案)承認の件       
⑤第89回通常総会（案）承認の件       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
オープン委員会　ドローンプログラミング教室(地域政策委員会)       
8月7日（日）9:00 ～ 11:30       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
事業名　「先端技術の導入と地域資源の活用」       
出席者12名　一般25名　講師10名　合計42名       
       
中間監査       
8月8日（月）19:00 ～ 21:30       
会場　真下建設株式会社様　会議室       
小田島・堀込・秋山・目黒・逸見・坂本（和）・金井       
       
第一回実行委員会　(研修交流委員会)       
8月18日（木）19:00 ～ 21:00       
会場　本庄商工会議所　第一会場       
事業名　「冬空に咲く笑顔の花火～地域発展の架け橋～」       
出席者10名　　合計10名       
       
オープン委員会　空撮観光(地域政策委員会)       
8月20日（土）8:00 ～ 16:30       
会場　本庄市　本庄サーキット　　美里町　美里ロイヤルゴルフクラブ
　　　神川町　三波石峡　　　　　上里町　相川梨園       
事業名　「先端技術の導入と地域資源の活用」       
出席者10名　一般10名　合計20名       
       
8月例会（青少年育成委員会）       
8月21日（日）14：00 ～ 17：00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
テーマ　「お金について学ぼう～お金の大切さ、親への感謝～」       
出席者　正会員17名　監事3名　講師2名　一般16名　合計38名

第九回　理事会       
9月1日（木）19:00 ～ 22:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①7月例会事業報告（案）承認の件       
②(公社)こだま青年会議所2022年度選挙結果報告(案)承認の件       
③(公社)こだま青年会議所2022年度一般会計第二次収支補正予算(案)承認の件       
④(公社)こだま青年会議所定款変更（案）承認について       
            

⑤(公社)こだま青年会議所2023年度理事（案）承認の件       
⑥(公社)こだま青年会議所2023年度理事長候補者の選出(案)承認の件       
⑦(公社)こだま青年会議所2023年度組織(案)承認の件       
⑧(公社)こだま青年会議所2023年度監事退任(案)承認の件       
⑨(公社)こだま青年会議所2023年度監事選任(案)承認の件       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
第二回実行委員会　(研修交流委員会)       
9月6日（火）19:00 ～ 21:00       
会場　TMB shere office       
事業名　「冬空に咲く笑顔の花火～地域発展の架け橋～」       
出席者12名　合計12名       
       
第89回　通常総会（スタッフ・総務委員会）       
9月8日（木）　18:30 ～ 19:30       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
議題       
第一号議案　(公社)こだま青年会議所2022年度一般会計収支第二次補正予算（案）承認の件       
第二号議案　(公社)こだま青年会議所定款変更（案）承認の件       
第三号議案　(公社）こだま青年会議所2023年度理事（案）承認の件       
第四号議案　(公社)こだま青年会議所2023年度理事長候補者の選出（案）承認の件         
第五号議案　(公社)こだま青年会議所2023年度組織（案）承認の件       
第六号議案　(公社）こだま青年会議所2022年度監事退任（案）承認の件
第七号議案　(公社）こだま青年会議所2023年度監事選任（案）承認の件       
正会員45名　　出席者　17名　　委任状　14通       
       
9月例会（スタッフ）       
9月8日（木）　20:00 ～ 22:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
テーマ　「次年度激励会～ネクストジェネレーション2023 ～」       
出席者　　正会員33名　　監事2名　OB1名　合計36名

第三回実行委員会　(研修交流委員会)       
10月4日（火）19:00 ～ 21:00       
会場　TMB shere office       
事業名　「冬空に咲く笑顔の花火～地域発展の架け橋～」       
出席者12名　合計12名       
       
第十回　理事会       
10月6日（木）19:00 ～ 22:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①年間スケジュール修正（案）承認の件       
②法人賛助会員（案）承認の件       
③8月例会事業報告（案）承認の件       
④10月例会事業計画書付託承認の件について       
⑤11月例会事業計画変更（案）承認の件       
          

協議事項       
①12月例会事業計画（案）について       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
第四回実行委員会　(研修交流委員会)       
10月21日（金）19:00 ～ 21:00       
会場　本庄商工会議所　第一会場       
事業名　「冬空に咲く笑顔の花火～地域発展の架け橋～」       
出席者12名　合計12名       
       
献血事業(スタッフ)       
10月23日（日）10:00 ～ 16:30       
会場　上里町　ウニクス上里       
事業名　献血事業       
出席者5名　来場者86名　　合計91名       
       
10月例会（地域政策委員会）       
10月29日（土）　13:00 ～ 14:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
テーマ　「先端技術の導入と地域資源の活用」       
出席者　　正会員23名　監事2名　来賓　5名　一般観覧384名　OB1名　合計415名  

   
第五回実行委員会　(研修交流委員会)       
11月1日（金）19:00 ～ 21:00       
会場　TMB shere office       
事業名　「冬空に咲く笑顔の花火～地域発展の架け橋～」       
出席者12名　　合計12名       
       
第十一回　理事会       
11月10日（木）19:00 ～ 22:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①9月例会事業報告(案)承認の件       
②11月例会事業計画修正（案）承認の件       
③第90回通常総会（案）承認の件       
④12月例会事業計画（案）承認の件       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
11月例会（研修交流委員会）       
11月26日（土）　17:30 ～ 19:00       
会場　上里町　(新)神流川橋　特設会場       
テーマ　「冬空に咲く笑顔の花火～地域発展の架け橋～」       
出席者　正会員23名　監事3名　来賓25名　講師22名　その他2名　合計75名              

第十二回　理事会       
12月8日（木）19:00 ～ 22:00       
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第二回　理事会       
2月3日（木）19:00 ～ 22:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①新入会員（案）承認の件
②2月例会事業計画新型コロナウイルス地域内流行に伴う修正議案の件
協議事項       
①3月例会事業計画(案)について       
②4月第1例会事業計画書(案)について       
③4月第2例会事業計画(案)について       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
第一回　臨時理事会       
2月21日（月）19:00 ～ 20:30       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①3月例会事業計画(案)承認の件       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
2月例会（スタッフ）       
2月25日（金）19:00 ～ 21:00       
会場　本庄商工会議所　第一会場       
テーマ　「こだまJC先輩のお話　JCとは何ぞや！　～櫻井　祐治先輩編～」       
出席者　正会員29名　監事3名　講師1名　オブザーブ6名　合計38名                                                               

第三回　理事会       
3月3日（木）19:00 ～ 22:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①新入会員（案）承認の件
②1月例会報告(案)承認の件       
③1月第2例会事業報告(案)承認の件       
④1月第3例会事業報告（案）承認の件       
⑤4月第1例会事業計画書(案)承認の件       
⑥4月第2例会事業計画(案)承認の件       
協議事項       
①5月例会事業計画(案)について       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
例会事業キャラバン(青少年育成委員会)       
3月6日（日）10:00 ～ 12:00       
会場　本庄市　ビバモール本庄　　上里町　ウニクス上里　イオンタウン上里
事業名　「謎解きクエスト～未来を切り拓くにはコミュニケーションから～」 
出席者10名　　合計10名       
       

協議事項       
①12月例会事業計画（案）について       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
第四回実行委員会　(研修交流委員会)       
10月21日（金）19:00 ～ 21:00       
会場　本庄商工会議所　第一会場       
事業名　「冬空に咲く笑顔の花火～地域発展の架け橋～」       
出席者12名　合計12名       
       
献血事業(スタッフ)       
10月23日（日）10:00 ～ 16:30       
会場　上里町　ウニクス上里       
事業名　献血事業       
出席者5名　来場者86名　　合計91名       
       
10月例会（地域政策委員会）       
10月29日（土）　13:00 ～ 14:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
テーマ　「先端技術の導入と地域資源の活用」       
出席者　　正会員23名　監事2名　来賓　5名　一般観覧384名　OB1名　合計415名  

   
第五回実行委員会　(研修交流委員会)       
11月1日（金）19:00 ～ 21:00       
会場　TMB shere office       
事業名　「冬空に咲く笑顔の花火～地域発展の架け橋～」       
出席者12名　　合計12名       
       
第十一回　理事会       
11月10日（木）19:00 ～ 22:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①9月例会事業報告(案)承認の件       
②11月例会事業計画修正（案）承認の件       
③第90回通常総会（案）承認の件       
④12月例会事業計画（案）承認の件       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
11月例会（研修交流委員会）       
11月26日（土）　17:30 ～ 19:00       
会場　上里町　(新)神流川橋　特設会場       
テーマ　「冬空に咲く笑顔の花火～地域発展の架け橋～」       
出席者　正会員23名　監事3名　来賓25名　講師22名　その他2名　合計75名              

第十二回　理事会       
12月8日（木）19:00 ～ 22:00       
     

会場　本庄商工会議所　大ホール       
審議事項       
①10月例会事業報告(案)承認の件       
②第90回通常総会次第変更（案）承認の件       
③(公社)こだま青年会議所2022年度一般会計収支第三次補正予算書（案）承認の件       
④(公社)こだま青年会議所2023年度組織(案)承認の件       
⑤(公社)こだま青年会議所2023年度周年積立金取崩し(案)承認の件       
⑥(公社)こだま青年会議所　2023年度事業計画(案)承認の件       
⑦(公社)こだま青年会議所2023年度一般会計収支予算書（案）承認の件       
⑧(公社)こだま青年会議所2023年度　直前理事長選出(案)承認の件       
⑨１月例会事業計画（案）承認の件       
⑩審議案件付託(案)承認の件       
構成員　22名　　出席者19名　　理事数　19名　　出席理事　15名       
       
12月例会（総務委員会）       
12月11日（日）　13:00 ～ 16:00       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
テーマ　「公益社団法人こだま青年会議所　12月例会　卒業式」       
出席者　　正会員30名　監事2名　歴代2名　合計34名       
       
第90回　通常総会（スタッフ・総務委員会）       
9月15日（木）　18:30 ～ 19:30       
会場　本庄商工会議所　大ホール       
議題       
第一号議案（公社）こだま青年会議所2022年度一般会計収支第三次補正予算(案）承認の件
第二号議案（公社）こだま青年会議所2023年度組織修正（案）承認の件       
第三号議案(公社)こだま青年会議所2023年度周年積立金取崩し(案)承認の件       
第四号議案（公社）こだま青年会議所2023年度事業計画（案）承認の件       
第五号議案（公社）こだま青年会議所2023年度一般会計収支予算（案）承認の件       
第六号議案（公社）こだま青年会議所2023年度直前理事長選出（案）承認の件       
正会員45名　　出席者　17名　　委任状　14通       
       
最終監査       
12月23日（金）19:00 ～ 21:30       
会場　TMB　会議室       
小田島・堀込・目黒・逸見・坂本（和）・金井・井上・吉田・内藤

1月5日（水）　16:00       
第一回　会員会議所会議       
埼玉グランドホテル深谷       
小田島・長沼・堀込       
       
1月5日（木）　14:30       
本庄商工会議所 新年会       
小田島          

1月6日（木）　18:00       
朝霞青年会議所　賀詞交歓会       
サンアゼリア       
長沼       
       
1月14日（金）　13:30
埼玉ブロック協議会　埼玉新聞社パートナー締結式
埼玉新聞社　本社
長沼
       
1月14日（金）　18:00
熊谷青年会議所　賀詞交歓会
熊谷スポーツホテルパークウィング       
長沼
       
1月17日（月）　18:30       
伊勢崎JC新春祝賀式       
伊勢崎市 境総合文化センター       
小田島・長沼・堀込       
       
1月21日（金）～ 23日(日)       
京都会議　こだまJCin【京都～おいでやす、2022 ～】       
国立京都国際会館       
小田島・柴﨑・井上・高野・金井・根岸・岩佐・今井・佐田・堀込       
       
1月25日（火）　10:00
神保原駅北まちづくり協議会
上里町役場
坂本       
       
1月25日（火）　18:30
久喜青年会議所　賀詞交歓会
三高サロン       
長沼
       
1月27日（木）　19:00       
藤岡青年会議所　新年式典       
諏訪神社※WEB参加       
小田島・堀込       
       
1月28日（金）　19：00       
埼玉ブロック協議会　LOM支援交流委員会　第一回全体委員会       
鴻巣市民活動センター       
長沼・目黒・坂本・堀込       
       
2月9日（水）19：00       
埼玉ブロック協議会　LOM支援交流委員会　第二回全体委員会       
深谷市民文化会館       
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長沼・目黒・堀込・秋山・坂本・今井       
       
2月18日（金）　16:00       
埼玉ブロック協議会　2022年度　監事会       
深谷商工会議所       
目黒       
       
2月18日（金）　16:00       
埼玉ブロック協議会　ビジネスセミナー       
深谷市民文化会館       
小田島・高野・佐藤       
       
2月18日（金）　16:00       
埼玉ブロック協議会　スタートアップ(合同所信伝達式)       
深谷市民文化会館       
小田島・長沼・目黒・坂本・井上・根岸・金井・秋山・高野・佐藤・堀込

2月24日(木)　16:00       
第二回　会員会議所会議       
朝霞市民会館       
小田島・長沼・堀込       
       
3月5日（土）　13:00       
埼玉ブロック協議会　ビジネスセミナー       
武蔵浦和コミュニティセンター       
小田島・高野・佐藤       
       
3月14日（月）～ 16日(水)       
提言書提出(2021年度　我らのJC構築委員会)       
本庄市・美里町・神川町・上里町       
柴﨑・目黒・根岸・堀込       
       
3月16日(水)　18:00       
埼玉ブロック協議会　第三回　役員会議       
TMB　share　office       
小田島・長沼・目黒・坂本・井上・根岸・金井・秋山・高野・佐藤・堀込       
       
3月22日（火）　19:00       
埼玉ブロック協議会　ビジネスセミナー       
WEB参加       
小田島・高野・佐藤       
       
3月23日（水）　19：30       
埼玉ブロック協議会　LOM支援交流委員会　第三回全体委員会       
三郷中央におどりプラザ       
長沼・目黒                                 

3月24日(木)　16:00       
第三回　会員会議所会議       
モラージュ菖蒲       
小田島・長沼・堀込       
       
3月28日(月)　13:00       
本庄市総合振興計画審議会       
本庄市役所       
小田島       
       
4月10日(日)　9:00       
神保原駅北まちづくり町民ワークショップ       
上里町役場       
堀込       
       
4月11日(月)　10:00       
街バル実行委員会       
本庄商工会議所       
山崎・今井       
       
4月14日(木)　18:00       
埼玉ブロック協議会　2022年度JCI日本会頭訪問事業       
埼玉グランドホテル深谷       
柴﨑・八木・目黒       
       
4月15日(金)　19:00       
埼玉ブロック協議会　ビジネスセミナー       
熊谷市立文化センター文化会館       
小田島・高野・佐藤       
       
4月19日(火)　14:00       
塙保己一顕彰会       
本庄市　セルディ　2階       
堀込

4月19日（火）　19：30       
埼玉ブロック協議会　LOM支援交流委員会　第四回全体委員会       
ヴァーサス新座フットサルクラブ       
目黒・松本       
       
4月27日(水)　10:00       
社会福祉協議会(五者懇談会)       
本庄商工会議所       
小田島       
       
4月28日(木)　16:00       
第四回　会員会議所会議       
川口市　フレンディア       
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長沼・目黒・堀込・秋山・坂本・今井       
       
2月18日（金）　16:00       
埼玉ブロック協議会　2022年度　監事会       
深谷商工会議所       
目黒       
       
2月18日（金）　16:00       
埼玉ブロック協議会　ビジネスセミナー       
深谷市民文化会館       
小田島・高野・佐藤       
       
2月18日（金）　16:00       
埼玉ブロック協議会　スタートアップ(合同所信伝達式)       
深谷市民文化会館       
小田島・長沼・目黒・坂本・井上・根岸・金井・秋山・高野・佐藤・堀込

2月24日(木)　16:00       
第二回　会員会議所会議       
朝霞市民会館       
小田島・長沼・堀込       
       
3月5日（土）　13:00       
埼玉ブロック協議会　ビジネスセミナー       
武蔵浦和コミュニティセンター       
小田島・高野・佐藤       
       
3月14日（月）～ 16日(水)       
提言書提出(2021年度　我らのJC構築委員会)       
本庄市・美里町・神川町・上里町       
柴﨑・目黒・根岸・堀込       
       
3月16日(水)　18:00       
埼玉ブロック協議会　第三回　役員会議       
TMB　share　office       
小田島・長沼・目黒・坂本・井上・根岸・金井・秋山・高野・佐藤・堀込       
       
3月22日（火）　19:00       
埼玉ブロック協議会　ビジネスセミナー       
WEB参加       
小田島・高野・佐藤       
       
3月23日（水）　19：30       
埼玉ブロック協議会　LOM支援交流委員会　第三回全体委員会       
三郷中央におどりプラザ       
長沼・目黒                                 

3月24日(木)　16:00       
第三回　会員会議所会議       
モラージュ菖蒲       
小田島・長沼・堀込       
       
3月28日(月)　13:00       
本庄市総合振興計画審議会       
本庄市役所       
小田島       
       
4月10日(日)　9:00       
神保原駅北まちづくり町民ワークショップ       
上里町役場       
堀込       
       
4月11日(月)　10:00       
街バル実行委員会       
本庄商工会議所       
山崎・今井       
       
4月14日(木)　18:00       
埼玉ブロック協議会　2022年度JCI日本会頭訪問事業       
埼玉グランドホテル深谷       
柴﨑・八木・目黒       
       
4月15日(金)　19:00       
埼玉ブロック協議会　ビジネスセミナー       
熊谷市立文化センター文化会館       
小田島・高野・佐藤       
       
4月19日(火)　14:00       
塙保己一顕彰会       
本庄市　セルディ　2階       
堀込

4月19日（火）　19：30       
埼玉ブロック協議会　LOM支援交流委員会　第四回全体委員会       
ヴァーサス新座フットサルクラブ       
目黒・松本       
       
4月27日(水)　10:00       
社会福祉協議会(五者懇談会)       
本庄商工会議所       
小田島       
       
4月28日(木)　16:00       
第四回　会員会議所会議       
川口市　フレンディア       
                                    

小田島・長沼・堀込       
       
5月15日(日)　10:00       
神保原駅北まちづくり町民ワークショップ       
上里町役場       
堀込       
       
5月15日(日)　13:00       
上武3JC交流会       
伊勢崎市　HOSOGAI FUTSAL PLATZ       
小田島・井上・内藤・八木・高野・岩佐・根岸・金井・佐藤・堀込・長沼       
       
5月17日(火)　７:00       
けんじゃが       
大麻生ゴルフ場       
小田島・長沼・高野・岩佐・根岸・佐藤

5月17日(火)　13:00       
青少年育成市民会議       
本庄市役所       
堀込       
       
5/20(金)　20:00       
埼玉ブロック協議会　LOM支援交流委員会　第五回全体委員会       
天然温泉 森のせせらぎ なごみ       
長沼・目黒・坂本       
       
5月21日(土)　14:00       
秩父青年会議所　創立60周年記念式典       
秩父宮記念市民会館       
小田島・長沼・堀込       
       
5月23日(月)13:30       
献血事業       
本庄市役所       
小田島・井上・坂本・目黒・柴﨑・金井・根岸・田島・榎本・八木・長沼・岩佐・渡辺       
       
5月25日(木)　16:00       
第五回　会員会議所会議       
ガーデンホテル紫雲閣 東松山       
小田島・長沼・堀込       
       
5月27日(金)　13:45       
朝霞青年会議所　創立50周年記念式典       
志木市民会館パルシティ       
小田島・長沼・堀込       
                                            

5月29日(日)　10:00       
神保原駅北まちづくり町民ワークショップ       
上里町役場       
堀込       
       
6月1日(水)　13:30       
本庄市総合振興計画審議会       
本庄市役所       
小田島       
       
6月4日（土）　7:00       
埼玉ブロック協議会　埼玉ブロック大会久喜大会・JCカップ       
久喜市総合運動公園 毎日興業アリーナ久喜       
小田島・柴﨑・長沼・目黒・坂本・根岸・秋山・佐藤・堀込

6月5日（日）　16:00       
熊谷青年会議所　創立70周年記念式典       
ホテルガーデンパレス       
小田島・長沼・八木・堀込       
       
6月16日（木）　17:00       
埼玉ブロック協議会　2022年度参議院選挙に伴う立候補予定者WEB公開討論会       
カルタスホール       
長沼・坂本・根岸       
       
6/17(金)　17:30       
埼玉ブロック協議会　LOM支援交流委員会　第六回全体委員会       
本庄商工会議所       
長沼・目黒・堀込・坂本       
       
6月30日(木)　16:00       
第六回　会員会議所会議       
ヴィラ・デ・マリアージュ越谷レイクタウン       
小田島・長沼・堀込       
       
7月2日(土)　9:00       
関東地区大会　韮崎北斗大会       
女神の森 セントラルガーデン       
小田島・長沼       
       
7月4日(月)　13:30       
本庄市青少年育成市民会議       
本庄市役所       
堀込       
       
7月8日(金)　13:30       
本庄市総合振興計画審議会       
本庄市役所 小田島       
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3月24日(木)　16:00       
第三回　会員会議所会議       
モラージュ菖蒲       
小田島・長沼・堀込       
       
3月28日(月)　13:00       
本庄市総合振興計画審議会       
本庄市役所       
小田島       
       
4月10日(日)　9:00       
神保原駅北まちづくり町民ワークショップ       
上里町役場       
堀込       
       
4月11日(月)　10:00       
街バル実行委員会       
本庄商工会議所       
山崎・今井       
       
4月14日(木)　18:00       
埼玉ブロック協議会　2022年度JCI日本会頭訪問事業       
埼玉グランドホテル深谷       
柴﨑・八木・目黒       
       
4月15日(金)　19:00       
埼玉ブロック協議会　ビジネスセミナー       
熊谷市立文化センター文化会館       
小田島・高野・佐藤       
       
4月19日(火)　14:00       
塙保己一顕彰会       
本庄市　セルディ　2階       
堀込

4月19日（火）　19：30       
埼玉ブロック協議会　LOM支援交流委員会　第四回全体委員会       
ヴァーサス新座フットサルクラブ       
目黒・松本       
       
4月27日(水)　10:00       
社会福祉協議会(五者懇談会)       
本庄商工会議所       
小田島       
       
4月28日(木)　16:00       
第四回　会員会議所会議       
川口市　フレンディア       
                                    

小田島・長沼・堀込       
       
5月15日(日)　10:00       
神保原駅北まちづくり町民ワークショップ       
上里町役場       
堀込       
       
5月15日(日)　13:00       
上武3JC交流会       
伊勢崎市　HOSOGAI FUTSAL PLATZ       
小田島・井上・内藤・八木・高野・岩佐・根岸・金井・佐藤・堀込・長沼       
       
5月17日(火)　７:00       
けんじゃが       
大麻生ゴルフ場       
小田島・長沼・高野・岩佐・根岸・佐藤

5月17日(火)　13:00       
青少年育成市民会議       
本庄市役所       
堀込       
       
5/20(金)　20:00       
埼玉ブロック協議会　LOM支援交流委員会　第五回全体委員会       
天然温泉 森のせせらぎ なごみ       
長沼・目黒・坂本       
       
5月21日(土)　14:00       
秩父青年会議所　創立60周年記念式典       
秩父宮記念市民会館       
小田島・長沼・堀込       
       
5月23日(月)13:30       
献血事業       
本庄市役所       
小田島・井上・坂本・目黒・柴﨑・金井・根岸・田島・榎本・八木・長沼・岩佐・渡辺       
       
5月25日(木)　16:00       
第五回　会員会議所会議       
ガーデンホテル紫雲閣 東松山       
小田島・長沼・堀込       
       
5月27日(金)　13:45       
朝霞青年会議所　創立50周年記念式典       
志木市民会館パルシティ       
小田島・長沼・堀込       
                                            

5月29日(日)　10:00       
神保原駅北まちづくり町民ワークショップ       
上里町役場       
堀込       
       
6月1日(水)　13:30       
本庄市総合振興計画審議会       
本庄市役所       
小田島       
       
6月4日（土）　7:00       
埼玉ブロック協議会　埼玉ブロック大会久喜大会・JCカップ       
久喜市総合運動公園 毎日興業アリーナ久喜       
小田島・柴﨑・長沼・目黒・坂本・根岸・秋山・佐藤・堀込

6月5日（日）　16:00       
熊谷青年会議所　創立70周年記念式典       
ホテルガーデンパレス       
小田島・長沼・八木・堀込       
       
6月16日（木）　17:00       
埼玉ブロック協議会　2022年度参議院選挙に伴う立候補予定者WEB公開討論会       
カルタスホール       
長沼・坂本・根岸       
       
6/17(金)　17:30       
埼玉ブロック協議会　LOM支援交流委員会　第六回全体委員会       
本庄商工会議所       
長沼・目黒・堀込・坂本       
       
6月30日(木)　16:00       
第六回　会員会議所会議       
ヴィラ・デ・マリアージュ越谷レイクタウン       
小田島・長沼・堀込       
       
7月2日(土)　9:00       
関東地区大会　韮崎北斗大会       
女神の森 セントラルガーデン       
小田島・長沼       
       
7月4日(月)　13:30       
本庄市青少年育成市民会議       
本庄市役所       
堀込       
       
7月8日(金)　13:30       
本庄市総合振興計画審議会       
本庄市役所 小田島       

7月15日(金) ～ 16日(土)       
サマーコンファレンス　横浜       
パシフィコ横浜       
小田島・高野・長沼・八木・根岸・堀込       
       
7月21日(木)　13:00       
本庄市総合振興計画審議会       
本庄市役所       
小田島       
       
7月27日（水） 15：00       
日本青年会議所関東地区協議会役員会議       
深谷市男女共同参画推進センター (L・フォルテ)       
長沼  

7月28日(木)　16:00       
第七回　会員会議所会議       
鴻巣市文化センター　クレア鴻巣       
小田島・長沼・堀込       
       
7月29日（金）15：00       
日本青年会議所関東地区財政審査会議       
アミューあつぎ       
長沼       
       
8/21(日)　9:00       
埼玉ブロック協議会　LOM支援交流委員会　JCカップ　関東大会       
相模原ギオンスタジアム       
長沼・目黒       
       
8月23日(火)　13:00       
本庄市総合振興計画審議会       
本庄市役所       
小田島       
       
9/12(月)　７:00       
埼玉ブロック協議会　LOM支援交流委員会　JCカップ　全国大会       
ナショナルトレーニングセンター Jヴィレッジ       
長沼       
       
9月12日(月)　14:00       
塙保己一顕彰会       
本庄市　セルディ　2階       
堀込       
       
9月19日(金)　16:00       
行田青年会議所　創立60周年記念式典       
行田市産業文化会館       
       

小田島・長沼・秋山・八木・吉田・堀込       
       
9月28日(水)　18:00       
東入間青年会議所　創立40周年記念式典       
富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ       
小田島・長沼・堀込       
       
9月29日(木)　16:00       
第八回　会員会議所会議       
ベルヴィ・ザ・グラン       
小田島・長沼・堀込       
       
9月30日(金)　18:00       
太郎会       
みさご鮨       
小田島・柴﨑・八木・目黒・堀込       
       
10月1日(土)　8:30       
元小山川清掃       
元小山川 河川区域       
目黒       
       
10月5日(水)　8:30       
本庄・こだま青年会議所OB会　10月例会　令和CUP       
小幡郷ゴルフ倶楽部       
小田島・長沼・八木・目黒・内藤・根岸・根岸(祐)・今井・中島・堀込       
       
10月7日(金) ～ 9日(日)       
全国大会　大分大会       
昭和電工ドーム大分       
小田島・長沼・井上・高野・八木・目黒・堀込       
       
10月12日(水)　14:00       
本庄市青少年育成市民会議       
本庄市役所       
堀込       
       
10月13日(木)　10:00       
BSよしもと　テレビ出演       
藤沢生涯学習センター・藤沢公民館       
小田島・長沼・榎本・吉田・今井・新井・堀込・内藤

10月15日(土)　14:00       
久喜青年会議所　創立45周年記念式典       
久喜総合文化会館       
小田島・長沼・吉田・堀込       
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小田島・長沼・堀込       
       
5月15日(日)　10:00       
神保原駅北まちづくり町民ワークショップ       
上里町役場       
堀込       
       
5月15日(日)　13:00       
上武3JC交流会       
伊勢崎市　HOSOGAI FUTSAL PLATZ       
小田島・井上・内藤・八木・高野・岩佐・根岸・金井・佐藤・堀込・長沼       
       
5月17日(火)　７:00       
けんじゃが       
大麻生ゴルフ場       
小田島・長沼・高野・岩佐・根岸・佐藤

5月17日(火)　13:00       
青少年育成市民会議       
本庄市役所       
堀込       
       
5/20(金)　20:00       
埼玉ブロック協議会　LOM支援交流委員会　第五回全体委員会       
天然温泉 森のせせらぎ なごみ       
長沼・目黒・坂本       
       
5月21日(土)　14:00       
秩父青年会議所　創立60周年記念式典       
秩父宮記念市民会館       
小田島・長沼・堀込       
       
5月23日(月)13:30       
献血事業       
本庄市役所       
小田島・井上・坂本・目黒・柴﨑・金井・根岸・田島・榎本・八木・長沼・岩佐・渡辺       
       
5月25日(木)　16:00       
第五回　会員会議所会議       
ガーデンホテル紫雲閣 東松山       
小田島・長沼・堀込       
       
5月27日(金)　13:45       
朝霞青年会議所　創立50周年記念式典       
志木市民会館パルシティ       
小田島・長沼・堀込       
                                            

小田島・長沼・秋山・八木・吉田・堀込       
       
9月28日(水)　18:00       
東入間青年会議所　創立40周年記念式典       
富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ       
小田島・長沼・堀込       
       
9月29日(木)　16:00       
第八回　会員会議所会議       
ベルヴィ・ザ・グラン       
小田島・長沼・堀込       
       
9月30日(金)　18:00       
太郎会       
みさご鮨       
小田島・柴﨑・八木・目黒・堀込       
       
10月1日(土)　8:30       
元小山川清掃       
元小山川 河川区域       
目黒       
       
10月5日(水)　8:30       
本庄・こだま青年会議所OB会　10月例会　令和CUP       
小幡郷ゴルフ倶楽部       
小田島・長沼・八木・目黒・内藤・根岸・根岸(祐)・今井・中島・堀込       
       
10月7日(金) ～ 9日(日)       
全国大会　大分大会       
昭和電工ドーム大分       
小田島・長沼・井上・高野・八木・目黒・堀込       
       
10月12日(水)　14:00       
本庄市青少年育成市民会議       
本庄市役所       
堀込       
       
10月13日(木)　10:00       
BSよしもと　テレビ出演       
藤沢生涯学習センター・藤沢公民館       
小田島・長沼・榎本・吉田・今井・新井・堀込・内藤

10月15日(土)　14:00       
久喜青年会議所　創立45周年記念式典       
久喜総合文化会館       
小田島・長沼・吉田・堀込       
       

10月16日(日)　9:00       
埼玉ブロック協議会　秋の大運動会       
若泉公園　グラウンド       
小田島・柴﨑・八木・長沼・井上・坂本・目黒・高野・秋山・岩佐・
榎本・今井・佐田・佐藤・木村・佐藤・佐久間・新井・堀込       

10月18日(火)　13:00       
本庄市総合振興計画審議会       
本庄市役所       
小田島       
       
10月23日(日)       
献血事業       
ウニクス上里       
小田島・佐田・今井・佐藤・根岸・堀込       
       
10月27日(木)　16:00       
第九回　会員会議所会議       
ベルヴィ大宮サンパレス       
小田島・長沼・堀込       
       
11月1日(火)　13:00       
本庄市総合振興計画審議会       
本庄市役所       
小田島       
       
11月9日(水)       
OB会役員会議       
ふじ井       
小田島・金井・堀込       
       
11月13日(日)       
上里町神保原駅北イベント       
神保原駅北       
佐田・今井・永井・根岸・堀込       
       
１１月19日(土)       
青少年育成市民会議       
本庄市児玉文化会館セルディ       
堀込       
       
11月22日(火)       
八潮JC周年       
小田島・八木・内藤・吉田・長沼・堀込       
       
11月23日(水)       
本庄商工会議所青年部40周年式典       
本庄市文化会館       
            

小田島・今井・根岸・金子・吉田・榎本・坂本・堀込       
       
11月26日(土)　10:00       
第十回　会員会議所会議       
三郷市商工会館       
小田島・長沼・堀込       
       
11月26日(土)　13:30       
さよならブロック2022       
三郷市鷹野文化センター       
長沼       
       
12月9日(金)       
OB会役員会議・忘年会       
幸楽       
小田島・柴﨑・井上・八木・目黒・今井・岩佐・佐藤・渡辺・根岸・堀込       
       
12月17日(土)       
塙保己一賞表彰式       
本庄市児玉文化会館セルディ       
坂本  
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会員名簿
No.597
勤）

自）

（株）秋山硝子店　専務取締役
〒367-0212　本庄市児玉町児玉142
 TEL 0495-72-1610　　FAX 0495-72-6015
〒367-0212　本庄市児玉町児玉132-2
 TEL 0495-72-0425
 E-mail akiyama597@kodamajc.com

1996/8/4 生　A型秋山　寿広

No.620
勤）

自）

 Lit　代表
〒367-0041　埼玉県本庄市駅南2-12-2
 TEL 080-2045-8539
〒367-0027　埼玉県本庄市五十子2-7-3
 TEL 080-2045-8539
 E-mail arai620@kodamajc.com

1985/5/7 生　O型新井　章清

No.617
勤）

自）

E-トラスト（株）　代表取締役
〒367-0105　埼玉県児玉郡美里町沼上285-4
 TEL 0495-76-1308　　FAX 0495-76-0993
〒367-0105　埼玉県児玉郡美里町沼上285-1
 TEL 090-5505-7683
 E-mail iino617@kodamajc.com

1984/3/30 生　A型飯野　昌彦

No.613
勤）

自）

加納設備（株）
〒367-0044 本庄市見福2-20-19
 TEL 0495-24-5655
〒367-0035 本庄市西富田743-20
 TEL 080-1168-7886
 E-mail ichikawa613@kodamajc.com

1992/5/14 生　B型市川　貴之

No.607
勤）

自）

（株）やす屋　取締役支配人
〒367-0053　本庄市中央2-2-44
 TEL 0495-71-4154　　FAX 0495-71-4155
〒369-0306 児玉郡上里町七本木2816-9
 TEL 090-8510-3811
 E-mail isii607@kodamajc.com

1983/3/6 生　O型石井　保志

No.570
勤）

自）

（株）エーレンズ
〒367-0053 埼玉県本庄市中央2-4-44
 TEL 　　　　　　　　FAX 
〒367-0055 本庄市若泉2-8-44
 TEL 090-7215-0053
 E-mail imai570@kodamajc.com

1991/1/13 生　A型今井　遼

No.585
勤）

自）

ソニー生命保険（株）　ライフプランナー
〒370-0849 高崎市八島町58-1ウエスト・ワンビル7F
 TEL 027-324-4881
〒370-1301 高崎市新町3261-1
 TEL 080-4330-7405
 E-mail iwasa585@kodamajc.com

1989/11/26 生　A型岩佐　敏充

No.546
勤）

自）

（株）テックサス　代表取締役
〒367-0047 本庄市前原2-3-7
 TEL 0495-21-0738　　FAX 0495-22-5164
〒367-0047 本庄市前原2-5-21
 TEL 0495-23-1503
 E-mail enomoto546@kodamajc.com

1983/1/21 生　A型榎本　雄太

No.573
勤）

自）

 （株）熊倉　取締役副社長
〒322-0027　栃木県鹿沼市貝島町620
 TEL 0289-65-1500　　FAX 0289-65-1501
〒369-0306 児玉郡上里町七本木3229-2
 TEL 090-4607-7079
 E-mail odajima573@kodamajc.com

1983/4/25 生　A型小田島　寛之

No.581
勤）

自）

真下建設（株）　
〒3367-0022 本庄市日の出1-5-7
 TEL 0495-22-2154
〒367-0012 本庄市宮戸297
 TEL 0495-24-6066
 E-mail kanai581@kodamajc.com

1988/8/7 生　A型金井　大樹

No.587
勤）

自）

デイサービスセンターファミリーエイド 施設長
〒367-0026 本庄市朝日町3-9-10
 TEL 0495-22-1230　　FAX 0495-22-7070
〒367-0041 本庄市駅南1-1-19
 TEL 080-3006-1785
 E-mail kaneko587@kodamajc.com

1986/4/2 生　A型金子　功

No.598
勤）

自）

ステラ設備
〒370-1301 高崎市新町3127-3
 TEL 0274-50-9758
〒370-1301 高崎市新町3127-3
 TEL 0274-50-9758
 E-mail kimura598@kodamajc.com

1985/8/16 生　A型木村　浩之

No.565
勤）

自）

黒澤施工　代表
〒369-0318 児玉郡上里町藤木戸187-8
 TEL 0495-71-7596　　FAX 0495-71-7596
〒369-0318 児玉郡上里町藤木戸187-8
 TEL 080-1188-0364
 E-mail kurosawa565@kodamajc.com

1987/7/4 生　A型黒澤　慶亮

No.549
勤）

自）

 中華　幸楽
〒367-0048 本庄市南2-1-23
 TEL 0495-21-5509　　FAX 0495-21-5509
〒367-0048 本庄市南2-1-23
 TEL 080-5654-5725
 E-mail kondou549@kodamajc.com

1991/10/24 生　A型近藤　史弥
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No.569
勤）

自）

Chups　代表
〒367-0042 本庄市けや木1-9-3
 TEL 0495-23-0300
〒367-0046 本庄市栄2-6-31
 TEL 080-4473-0038
 E-mail sakuma569@kodamajc.com

1983/1/2 生　A型佐久間　孔史

No.593
勤）

自）

NOBODY
〒367-0048 埼玉県本庄市南1-1 2F
 TEL 070-1500-2323
〒367-0035 本庄市西富田239-5
 TEL 070-1500-2323
 E-mail sada592@kodamajc.com

1989/12/11 生　B型佐田　行範

No.579
勤）

自）

（株）RY　代表
〒377-0008 渋川市渋川1220-23
 TEL 　　　　　　　　
〒370-1301 高崎市新町1231-21
 TEL 090-1653-7260
 E-mail takano579@kodamajc.com

1985/11/18 生　A型高野　亮

No.604
勤）

自）

串のセキネ
〒367-0051 本庄市本庄1-1-1
 TEL 0495-71-4441　　FAX 0495-71-4442
〒367-0111 児玉郡美里町古郡246
 TEL 0495-76-2509
 E-mail sekine604@kodamajc.com

1983/7/29 生　B型関根　知宏

No.611
勤）

自）

（株）アイディール　常務取締役
〒367-0115 児玉郡美里町大字猪俣1844
 TEL 049-571-6467　　FAX 049-571-6469
〒367-0023 本庄市寿1-12-16-101
 TEL 090-5501-0111
 E-mail sato611@kodamajc.com

1987/9/8 生　A型佐藤　亜耶乃

No.508
勤）

自）

内藤塗装工業（株）　代表取締役
〒367-0026 本庄市朝日町2-3-11
 TEL 0495-24-0333　　FAX 0495-24-2326
〒367-0026 本庄市朝日町2-3-6
 TEL 0495-22-5388
 E-mail naito508@kodamajc.com

1989/11/16 生　O型内藤　大河

No.616
勤）

自）

(株)ほんじょう不動産　代表取締役
〒367-0044 埼玉県本庄市見福3-1-6
 TEL 0495-71-7013
〒367-0216 埼玉県本庄市児玉町金屋932-2
 TEL 090-5390-3130
 E-mail negishi616@kodamajc.com

1987/10/13 生　O型根岸　祐真

No.590
勤）

自）

(株)寿　専務取締役
〒367-0052 本庄市銀座3-2-4
 TEL 　　　　　　　　
〒367-0052 本庄市銀座3-2-4
 TEL 090-6614-3885
 E-mail negishi590@kodamajc.com

1988/4/3 生　A型根岸　正典

No.532
勤）

自）

長沼設備工業(株)　常務取締役
〒367-0047 本庄市前原2-3-18
 TEL 0495-24-2434　　FAX 0495-21-5157
〒367-0047 本庄市前原2-3-15
 TEL 0495-24-2437
 E-mail naganuma532@kodamajc.com

1986/4/12 生　O型長沼　克

No.610
勤）

自）

温井住設（株）　
〒367-0055 本庄市若泉1-11-30
 TEL 0495-23-3377　　FAX 0495-24-5491
〒367-0202 本庄市児玉町下浅見673-9
 TEL 080-5974-4155
 E-mail hatazawa610@kodamajc.com

1996/11/2 生　A型畠澤　三哉

No.614
勤）

自）

中岡設備　代表
〒369-0315 埼玉県児玉郡上里町大御堂1026-1
 TEL 080-6780-2617
〒369-0315 埼玉県児玉郡上里町大御堂1026-1　サンベリーナⅡ-102
 TEL 080-6780-2617
 E-mail nakaoka614@kodamajc.com

1993/10/9 生　O型中岡　健一

No.594
勤）

自）

(株)SSE　代表取締役
〒367-0041 本庄市駅南2-12-1
 TEL 0495-27-8000　　FAX 0495-27-8000
〒367-0051 本庄市本庄2-3-59
 TEL 0495-71-5409
 E-mail nakajima594@kodamajc.com

1986/4/19 生　B型中島　啓介

No.612
勤）

自）

永井運輸（株）
〒367-0107 児玉郡美里町北十条400-１
 TEL 0495-76-1821　　FAX 0495-76-1823
〒369-0301 児玉郡上里町金久保61-4
 TEL 080-6728-8083
 E-mail nagai612@kodamajc.com

1986/5/10 生　A型永井　洋輔

No.564
勤）

自）

目黒社会保険労務士事務所本庄オフィス　所長
〒367-0021　埼玉県本庄市東台2-3-1 KRS 本庄ビル4F
 TEL 0495-55-9175　　FAX 0495-55-9175
〒367-0042 本庄市けや木2-4-32
 TEL 090-6145-8356
 E-mail meguro564@kodamajc.com

1985/8/30 生　O型目黒　貴史
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サポート会員名簿

No.603
勤）

自）

(有)サンクリーン
〒367-0014 本庄市堀田1011－1
 TEL 0495-24-3346　　FAX 0495-22-6546
〒367-0055 本庄市若泉1-2-4
 TEL 090-4136-3221
 E-mail watanabe603@kodamajc.com

1983/4/14 生　A型渡辺　裕一

No.514
勤）

自）

八木建設（株）　代表取締役社長
〒367-0053 本庄市中央2-6-20
 TEL 0495-24-5252　　FAX 0495-24-5251
〒367-0053 本庄市中央2-6-20
 TEL 090-7420-0236
 E-mail yagi514@kodamajc.com

1984/3/18 生　O型八木　雅之

No.618
勤）

自）

(株)アカツキライフ
〒367-0216 埼玉県本庄市児玉町金屋1260-9
 TEL 0495-72-0677
〒367-0035 埼玉県本庄市西富田240-6
 TEL 0495-21-6535
 E-mail yoshida618@kodamajc.com

1983/9/6 生　B型吉田　大輔

No.584
勤）

自）

INOUE工業　代表
〒367-0051　本庄市日の出4-16-39
 TEL 0495-71-7290　　FAX 0495-72-7290
〒367-0022 本庄市日の出4-16-39
 TEL 0495-72-7290
 E-mail inoue584@kodamajc.com

1982/5/8 生　A型井上　峰

No.533
勤）

自）

温井住設(株)　代表取締役
〒367-0055 本庄市若泉1-11-30
 TEL 0495-23-3377　　FAX 0495-24-5491
〒367-0041 本庄市駅南1-11-5
 TEL 080-9662-0615
 E-mail nukui533@kodamajc.com

1981/3/29 生　A型温井　康宏

No.520
勤）

自）

（株）マスタング　代表取締役
〒367-0053　埼玉県中央2-4-44
 TEL 0495-71-9804　　FAX 0495-71-9804
〒367-0054 本庄市千代田2-2-16　ホーユウパレス本庄214号
 TEL 080-5021-3325
 E-mail shibasaki520@kodamajc.com

1981/2/3 生　B型柴﨑　篤

No.576
勤）

自）

（株）ムサシ　営業部長
〒367-0203 本庄市児玉町入浅見636-1
 TEL 0495-73-3131　　FAX 0495-73-3111
〒367-0226 本庄市児玉町宮内145
 TEL 0495-72-2819
 E-mail sekine576@kodamajc.com

1980/9/7 生　A型関根　將男

No.586
勤）

自）

Bright　代表
〒367-0061 本庄市小島6-2-2　1F
 TEL 0495-71-7742　　FAX 0495-71-7742
〒369-0315 児玉郡上里町大御堂89
 TEL 0495-21-6535
 E-mail horigome586@kodamajc.com

1982/8/9 生　A型堀込　佑太
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No.495
勤）

自）

（株）清香園　専務取締役
〒367-0026 本庄市朝日町3-22-4
 TEL 0495-22-3414　　FAX 0495-22-3808
〒367-0026　本庄市朝日町3-22-1
 TEL 0495-22-0279
 E-mail sakaue495@kodamajc.com

1981/2/9 生　B型阪上　隆功

No.534
勤）

自）

K'sAutoExchange　代表
〒369-0315 児玉郡上里町大御堂582-3
 TEL 0495-71-8508　　FAX 0495-71-8508
〒369-0315 児玉郡上里町大御堂582-2
 TEL 0495-33-5517
 E-mail sakamoto534@kodamajc.com

1979/8/28 生　A型坂本　和義

No.516
勤）

自）

（有）逸見木工所　代表取締役
〒367-0118 児玉郡美里町広木761
 TEL 0495-76-2704　　FAX 0495-76-2263
〒367-0105　児玉郡美里町沼上256-2
 TEL 
 E-mail henmi516@kodamajc,com

1979/10/1 生　A型逸見　猛

賛助会員名簿外部監事名簿
企業・個人名 企業・個人名

内田基興株式会社   

小渕捺染株式会社   

有限会社大日方商事   

株式会社上里建設   

K'sＡutoＥxchange   

コグレ・インサツ   

埼玉ひびきの農業協同組合

坂田自動車工業株式会社   

有限会社坂本建材   

櫻井　真人

株式会社SAKURAI   

上越電気工業株式会社   

株式会社清香園   

株式会社セイワ   

高橋ソース株式会社   

株式会社滝澤建設   

竹並建設株式会社   

武正株式会社   

医療法人博成会　中央歯科医院

土地家屋調査士塚本事務所   

有限会社根岸板金   

株式会社ノーベル   

株式会社羽賀商店   

株式会社橋本商店   

有限会社HIRATA   

有限会社花長   

株式会社富士建設   

   

   

株式会社富士錦

有限会社逸見木工所

本庄タクシー株式会社   

株式会社間正測量設計事務所   

マルキ工業株式会社   

安田電子工業株式会社   

やど住設有限会社      

ヤマキ株式会社   

山田石材店   

ユーエスエンジニアリング株式会社   
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特別会員名簿

8382
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卒業生名簿

顧　　　問

本庄商工会議所会頭
衆 議 院 議 員
本 庄 市 長
美 里 町 長
神 川 町 長
上 里 町 長
埼 玉 県 議 会 議 員
埼 玉 県 議 会 議 員

狩 野 輝 昭
小 泉 龍 司
吉 田 信 解
原 田 信 次
櫻 澤 　 晃
山 下 博 一
飯 塚 俊 彦
斉 藤 邦 明

（敬称略）
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2020年卒

2021年卒

2022年卒

2019年卒

黒澤　陽一
斉藤   俊吾
境野   暁彦
阪上   隆功
温井   康宏
山﨑   大輔
井上　　峰
石川　浩平
岩渕　康仁
柴﨑　　篤
中村　隼也
堀込　佑太
松本　雅彦

旬彩ひだまり
埼玉北部ヤクルト販売（株）
（株）境野鉄工
（株）清香園
温井住設（株）
ina design
INOUE工業
学校法人塩原学園　本庄第一高等学校
（株）日本製衡所
（株）マスタング
（株）金正
Bright
elleMarchitect
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第 １ 章　総　則　　

この法人は、公益社団法人こだま青年会議所と称する。

この法人は、主たる事務所を埼玉県本庄市朝日町三丁目
1番35号に置く。

第２章　目的及び事業　　

この法人は､ 地域社会及び国家の発展を図り､ 会員の連携
と指導力の啓発に努めるとともに､ 国際的理解を深め､世
界の平和に寄与することを目的とする｡

この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を
目的として、その事業を行わない。
この法人は、これを特定の政党のために利用しない。
　
この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を
行う。

（１）政治、経済、社会、福祉、環境、文化等に関する調査、
研究及び企画立案に関する事業

（２）児童又は青少年の健全育成事業
（３）地域における諸問題の調査研究及び地域貢献事業
（４）教育、スポーツなどを通じて心身の健全な発達に寄与し、

又は豊かな人間性を涵養する事業
前項のほか、公益目的事業の推進に資するため必要に応
じ次の事業を行う。

（１）会員の指導力啓発の知識の修得及び教養の向上並びに能
力の開発を図る事業

（２）国際青年会議所､公益社団法人日本青年会議所､ 国内
及び国外の青年会議所その他の諸団体と提携し、相互の
理解と親善を増進する事業

（３）その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第１項の事業は埼玉県において行うものとする。

第３章　会　員　　

この法人に次の会員を置く。
（１）正会員　本庄市、児玉郡に住所又は勤務先を有する年齢

20歳以上40歳未満の品格ある青年、及び直前理事長。
ただし、正会員である事業年度中に40歳に達した者は、当
該年度中は正会員の資格を有する。また、満45歳以下で（公
社）こだま青年会議所を卒業した者のうち理事長より依頼を
受け快諾をいただき、かつ正会員になることにつき理事会で
承認を受けた者（以下「サポート会員」とする）も正会員とする。

（２）特別会員　40歳に達した年の事業年度の終了する日に正
会員であった者で、特別会員となることを希望する者

（３）賛助会員　この法人の目的に賛同し、賛助することを望
む個人及び団体で､ 理事会において入会を承認されたもの
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律（以下「一般社団・財団法人法」とい
う。）上の社員とする。

この法人の正会員になろうとする者は、入会申込書を理
事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
正会員以外の会員の入会に関する事項は、理事会におい
て別に定める。

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を支払
う義務を負う。なお、社会情勢等に鑑みやむを得ず事業
を行えなかった場合等には、総会の決議により会員へ一
律会費の一部を返戻することができる。

会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提
出することにより任意にいつでも退会することができる。
　
正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会
の決議によって当該正会員を除名することができる。

（１）この定款その他の規則に違反したとき。
（２）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした

とき。
（３）その他除名すべき正当な事由があるとき。

前項の規定により正会員を除名しようとするときは､当該
会員に総会の日から７日以上前までにその旨を通知する
とともに､ 当該会員の除名の決議を行う総会において､ 弁
明の機会を与えなければならない｡
特別会員又は賛助会員が第1 項各号の一に該当するときは、
理事会の決議により、当該会員を除名することができる。

前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当する
に至ったときは、その資格を喪失する。

（１）総正会員が同意したとき。
（２）当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第４章　総　会　　

総会は、すべての正会員をもって構成する。
前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会
とする。

総会は、次の事項について決議する。
（１）正会員の除名
（２）理事及び監事の選任又は解任
（３）理事長候補者の選出
（４）事業計画及び収支予算並びにその変更の承認
（５）事業報告及び決算の承認
（６）定款の変更
（７）解散及び残余財産の処分
（８）理事会において総会に付議した事項
（９）その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定

められた事項

総会は、通常総会として毎年度１月に開催するほか、９月、
１２月、その他必要がある場合に開催する。
前項の通常総会をもって一般社団・財団法人法上の定時
社員総会とする。

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の
決議に基づき理事長が招集する。
総正会員の議決権の５分の１以上の議決権を有する正会

員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の
理由を示して、総会の招集を請求することができる。
理事長は、前項の請求があった日から30日以内に臨時総
会を招集しなければならない。
総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び目的であ
る事項並びに書面又は電磁的方法による表決の可否その他
法令で定める事項を示した書面により、少なくとも総会の
日の14日前までに正会員に通知しなければならない。

総会の議長は､当該総会において正会員の中から選出する。

総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。

（総会の決議は、総正会員の議決権の３分の２以上を有す
る正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半
数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数
以上であって、総正会員の議決権の３分の２以上に当た
る多数をもって行う。

（１）正会員の除名
（２）監事の解任
（３）定款の変更
（４）合併
（５）解散
（６）その他法令で定められた事項

理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候
補者ごとに第１項の決議を行わなければならない。理事又
は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場
合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い
順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

総会に出席できない正会員は、法令で定めるところにより、
あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法
をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を
委任することができる。ただし、書面又は電磁的方法に
よる表決は、第15条第４項において、書面又は電磁的方
法による表決ができるとされている場合に限り適用する。
前項の表決があった場合において、前条の規定の適用に

ついては出席したものとみなす。

総会の議事については、法令で定めるところにより、議
事録を作成する。
議長、理事長及び当該総会において選出された２名以上
の理事は、前項の議事録に記名押印する。

第５章　役員等　　

この法人に、次の役員を置く。
（１）理事　15名以上30名以内
（２）監事　２名以上３名以内

理事のうち１名を理事長、２名以上５名以内を副理事長、
１名を専務理事とする。
前項の理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表
理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第
１項第２号の業務執行理事とする。

理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によっ
て理事の中から選定する。
監事は、この法人の理事を兼務することはできない。

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めると
ころにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、こ
の法人を代表し、その業務を執行する。
副理事長及び専務理事は、理事長を補佐し、法令及びこ
の定款で定めるところにより、この法人の業務を分担執
行する。
理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に４か月
を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理
事会に報告しなければならない。

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるとこ
ろにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、
この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

理事として選任された者は、選任された翌年の1 月1 日に
就任し、その年の12 月31 日に任期を満了とする。
監事として選任された者は、選任された翌年の1 月1 日に
就任し、選任された翌々年の12 月31 日に任期を満了とする。
前２項にかかわらず、補欠として選任された理事又は監
事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなると
きは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに
選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として
の権利義務を有する。

理事及び監事は、総会の決議によって解任することがで
きる。

理事及び監事は、無報酬とする。

この法人に任意の機関として、直前理事長１名を置くこ
とができる。
直前理事長は、次の職務を行う。

（１）理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
（２）この法人の運営に関して、必要な助言をすること。

直前理事長の選任及び解任は、総会において決議する。
直前理事長は、無報酬とする。

この法人に任意の機関として、特別顧問4 名以内を置くこ
とができる。
特別顧問は、次の職務を行う。

（１）理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
（２）この法人の運営に関して、理事長の諮問に答え、又は助

言をすること。
特別顧問の選任及び解任は、総会において決議する。
特別顧問は、無報酬とする。

第６章　理事会　　

この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。

直前理事長及び特別顧問は、理事会に出席し、意見を述
べることができる。
理事以外の正会員は、理事会に出席し、議長の指名によ
り意見を述べることができる。

理事会は、次の職務を行う。
（１）この法人の業務執行の決定
（２）理事の職務の執行の監督
（３）理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

理事会は、毎月１回、理事長が招集する。
前項のほか、次の各号の一に該当する場合には、理事長
が臨時理事会を招集する。

（１）理事長が必要と認めたとき。
（２）理事又は監事から、理事長に対し、理事会の招集の請求

があったとき。
理事長は、前項第２号の規定による請求があった日から
５日以内に、その請求があった日から１４日以内の日を
理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければな
らない。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副
理事長が理事会を招集する。

理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれ
に当たる。ただし、理事長を選定する場合に限り、理事
の互選とする。

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する
理事を除く理事の３分の２以上が出席し、その過半数を
もって行う。
前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条
の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものと
みなす。

理事会の議事については、法令で定めるところにより、
議事録を作成する。
出席した理事長、監事及び当該理事会において議事録署名
人に選任された理事２名は、前項の議事録に記名押印する。

第７章　例会及び委員会　　

この法人は､ 正会員をもって構成する例会を年10回以上開
催するものとする｡ただし、社会情勢を鑑み、事業を行う
ことが不適切である場合には、スタッフ会議にて中止に
することができる。
例会の運営については､ 理事長が理事会の決議を得て､別
に定める｡

この法人に委員会を置く｡
委員会の数及び名称は理事会において定める。
それぞれの委員会は、理事１名以上と正会員若干名をもっ
て構成する。
委員会は、次に掲げる事項を行う。

（１）委員会が担当する事業に係る事業計画案を策定し、理事
会に提出すること。

（２）理事会の決議を得た事業を業務執行理事のもと、運営す
ること。

（３）事業終了後、理事会に報告すること。
委員会の委員の選任及び解任は、理事会において決議する。
その他の委員会の運営に関する事項については、理事会
において別に定める。

第８章　資産及び会計　　

この法人の事業年度は、毎年１月１日に始まり、同年12
月３１日に終わる。

この法人の事業計画書及び収支予算書並びに資金調達及
び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業
年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の
決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これ
を変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度
が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するもの
とする。

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終

了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた後、
理事会及び、通常総会の承認を受けなければならない。

（１）事業報告
（２）事業報告の附属明細書
（３）貸借対照表
（４）正味財産増減計算書
（５）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
（６）財産目録

前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備
え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名
簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するもの
とする。

（１）監査報告
（２）理事及び監事の名簿
（３）理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する

数値のうち重要なものを記載した書類

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、
当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算
定し、前条第２項第４号の書類に記載するものとする。

第９章　定款の変更及び解散　　

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由に
より解散する。

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合
併により法人が消滅する場合（その権利義務を承継する法
人が公益法人であるときを除く。）には、総会の決議を経て、
公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益
認定の取消しの日又は当該合併の日から１か月以内に、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第
５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体
に贈与するものとする。

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、
総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律第５条第17号に掲げる法人又は国若し
くは地方公共団体に贈与するものとする。
　　　

第１０章　公告の方法　　

この法人の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告を
することができない場合は、官報に掲載する方法による。
　　

附　　則　　
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条
第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の理事長は、田中弘和とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第１項に定め
る特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を
行ったときは、第３８条の規定にかかわらず、解散の登
記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を
事業年度の開始日とする。
この定款の変更は、令和2 年１月1 日より施行する。
この定款の変更は、令和2 年2 月1 日に訴求し施行する。

第 １ 章　目　的　　

第１条 本規定は本会議所会員の資格及び入会希望者の取
り扱いに関する事項を規定したものである。
本会議所の会員は､ 正会員､ 特別会員､ 及び賛助会員の３
種とする｡
定款第６条第１項のただし書きについては､ １月１日に満
40才に達した正会員も含むものとする｡

第2 章　入　会　　

本会議所に正会員（サポート会員を除く。）として入会を希望
するものは､所定の入会申込書を提出しなければならない｡
理事会は､ 入会資格調査を会員拡大担当委員会へ委託する。
会員拡大担当委員会は､入会希望者に面接するとともに入
会資格の適否を調査し､ その結果を理事会に答申する｡
 入会希望者は､ 入会に関する研修を受けなければならない。
理事会は答申に基づき審査し､ 入会の適否を決定する｡入
会の諾否は､ 理事長が入会申込者に書面で通知する｡
入会を承諾された者は､ 入会金の納入をもって正会員とな
る｡ ただし､ 入会承認後１ヶ月以内に会費入会金の納入を
しない場合はこの限りではない｡

第 3 章　会　費　　

定款第８条に定める入会金ならびに年会費は次の通りと
する｡
入 会 金　正 会 員    　金20,000円（ サポート会員を除く）
　　　　  特別会員　　金60,000円（ 終身会費） 　
年 会 費　正 会 員    　金96,000円（ サポート会員を除く）
　　　　  サポート会員　金48,000円
　　　　  賛助会員　　金10,000円（一口）
　　　　  法人賛助会員　金120,000円（一口）
正会員は毎年１月末日までにその会費を納付しなければ
ならない｡ ただし､ １月末日､ ６月末日の年２回の分割納

付は妨げない｡ 　　
会員が年度途中入会の場合は､ 年会費の在籍月割り額とし
原則として一括で納付する｡ ただし、月払いの分割納入を
妨げない。
特別会員は会員になりたるときより２ヶ月以内にその会
費を納入しなければならない｡
賛助会員は､ 原則として毎年１月末日までにその会費を納
入しなければならない｡ ただし理事会の決議により分割を
認める｡
法人賛助会員になることを希望する場合は、所定の申込
書を提出し、理事会の承認を得ることで法人賛助会員と
なることができる。年度途中で承認を受けた法人賛助会
員の年会費は在籍月割り額とし、随時の会費を納入する
ことができる。理事会において入会を承認された月から
年度内の会費を一括納入するものとし、年度の途中で法
人賛助会員を退会しても返金はしないものとする。
法人賛助会員は、前年度より同会員として継続する場合
には、毎年１月末日までにその会費を納付しなければな
らない ｡ ただし､１月末日､６月末日の年２回の分割納付は
妨げない ｡

第4 章　会員の失格　　

定款第10条に定める行為があった時は､ 総務担当委員会が
実情を調査して理事会に報告する｡
年会費を所定の納期までに納入しない会員に対しては､財
務を担当する理事は勧告を行い理事会に報告しなければ
ならない｡
例会及び委員会に対して欠席が連続６回に及んだ会員の
所属委員長は､ 会員に対して勧告を行い､ 勧告後１ヶ月以
内に適切なる善処の意思表示及び行為のない場合は理事
会に報告する｡
前条ならびに第11条の報告を受けた理事会は､ 当該会員の
過去の状況等を勘案し､ その決議により退会せしむること
ができる｡

第 5 章　休　会　　

正会員が長期の病気又は海外出張等により､ 例会、委員会、
その他一切の行事に出席不可能の場合は､ 休会することが
できる｡ ただし､ この場合正会員は､ 休会届を理事長に提
出し､ 理事会の承認を得なければならない｡
休会中の会費は､ これを免除しない｡ ただし､ 突然の災禍
などの理由で休会を承認された会員に対し理事会の決議
にて会費の一部又は全額を免除することができる｡
前条の休会の期限は､ １ヶ年以内とする｡ ただし､ 理事会
においてこれを延長することができる｡

第 6 章　特別会員　　

定款第６条第１項２号の有資格者で特別会員を希望する
ものは､ 理事会の承認を得､ 所定の入会金を納入したのち
特別会員になることができる｡
特別会員は本会議所の総会､理事会を除くあらゆる会合､
行事に参加できる｡ ただし､ 一切の表決権及び選挙権なら
びに被選挙権を有しない｡

第 7 章　賛助会員　　

本会議所の趣旨に賛同し､ その事業の発展を助成すること
を望む個人､ 法人及び団体は理事会の決定により賛助会員
として入会することができる｡ ただし､ 会費を納入しない
時は退会とする｡
会員資格は１ヶ年限りとする
賛助会員を希望するものは､ 所定の申込書を理事会に提出
する｡
賛助会員は､ 本会議所の総会､ 理事会を除くあらゆる会合､ 
行事に参加できる｡ ただし､ 議長の許可を得た場合はこの
限りではない。また、一切の表決権及び選挙権ならびに
被選挙権を有しない｡

第 8 章　顧　問　　

この法人の顧問は次の２種とする｡

（１）顧問・本会議所の正会員でなく､ 青年会議所の活動に対し
て適切な指導又は助言を与えるもので､ 原則として任期は
１ヶ年とする｡ ただし､ 再任は妨げない｡

（２）特別顧問・本会議所の正会員たる理事長経験者｡ ただし直
前理事長は除く｡
特別顧問は､ 被選挙権及び理事会の表決権を有しない｡

細　　則　　
本規定の執行に関する細則は､ 理事会の決議を以って定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議を以って定める。

附　　則　　
本規定は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､ 昭和60年12月 6 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 昭和63年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 平成 ９ 年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 平成16年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は、平成23年12月６ 日より施行する。（改訂）
本規定は、平成28年10月13日より施行する。（改訂）
本規定は、令和 ２ 年 １ 月 １ 日より施工する。（改訂）
本規定は、令和 ４ 年 １ 月 ６ 日より施工する。（改訂）

第 １ 章　目　的　　

本規定は､ 本会議所の運宮を円滑にし､ その目的達成を容
易ならしめるため､ 組織､ 運営等に関する事項を規定する
ものである｡

第 2 章　役員の任務　　

本会議所の役員は・定款に定める事項のほか､ 次の任務を
有する
理事長

（１）本会議所の代表として対外的な発言をし､ 総ての事業の総

括責任をもつ｡
（２）公益社団法人日本青年会議所総会､ 地区協議会､ ブロック

協議会及び理事長会議に出席し､ 本会議所の有する表決権
の行使及び意見の発表を行う｡

（３）本会議所の総会及び理事会の議長を務める
直前理事長
理事会に出席し意見を求められたときは､ 理事長経験を生
かし､ 所務､ その他について必要な助言をする｡
副理事長

（１）理事長と連絡を密にして､ 常に意見の調整統一をし､ 本会
議所の円滑な運営のため一体となって努力する｡

（２）各々分掌の委員会を統轄して活発な活動をはかり､ 各委員
会の連絡調整を図る
専務理事
理事長及び副理事長と連絡を密にして､ 常に意見の調整と
統一をし､ 本会議所の運営並びに対外的な活動のため一体
となって努力する
理　　事
理事は､ 本会議所の目的達成のために事業を計画、 検討、
実施し､ かつその成果を確認して､ 議事録または報告書を
７日以内に担当副理事長を経て､ 理事長に提出する｡
監　　事

（１）監事は本会議所の業務及び財産状況を監査し､ 必要ある時
は理事長に報告書を提出しなけれぱならない｡

（２）監事は､ 他のいかなる職務を兼務することができない。
サポート会員
基本的には担当委員会・担当例会の参加を義務とし、そ
の他付属する事業等に関しては担当副理事長の判断に
よって依　　頼を行う。委員会運営につき委員長及び副
委員長へ対し事業の方向性、実現方法、タスク管理の助
言を行う。また、委員会運営がスムーズでない場合は理事、
副理事長へ報告をする。

第 3 章　出　席　　

６ヵ月毎に正会員の出席率を発表し､ 年間出席率を発表する。
年間出席率の最低限界を60％とし､ それ未満の会員は､理
事会の議を経て本会議所定款の定めるところにより､除名

することができる｡ ただし､ 当該会員は理事会において､ 
弁明の機会をあたえられる｡
 実質出席率とは､ 総会､ 例会､ 委員会､ 全体行事の出席率
をいい､ 役員の場合は理事会､ 新入会員の場合はオリエン
テーションの出席率も含む｡
正会員は､ すべての会合において欠席､ 遅刻､ 早退､ する場
合は､ 必ず届け出ること｡
病気その他､ 止むを得ない事由により､ 長期間にわたり出
席不可能な場合は休会として出席の義務を免除する｡ただ
し､ 休会届を理事長宛に提出し､ 受理された日より休会扱
いとする｡
青年会議所関係の公務のためにあらかじめ届け出て､ 総会、
例会､ 委員会及び理事会に欠席した場合は､ 出席したもの
として取扱う｡
正会員は､ すべての会合に出席するには､ 正服を着用し、
ネームプレート、ＪＣバッチを佩用しなければならない。
ただし､ ６、７、８、９月の会合で上衣を着用しない場合は、
この限りでない｡
（２）講師を招いての会合は､ 上項に限らず上衣を着用する。
会合の出席は､ 規定用紙に署名する事を原則とする｡

第 4 章　例会､ 定例理事会　　

例会は原則として毎月第２金曜日に開催する｡ ただし､理
事会の承認を得て変更することができる｡
例会の運営については､ 少なくとも前月の理事会において
承認を受けなければならない｡
定例理事会は､ 原則として毎月第１金曜日に開催するただ
し､ 当日が祝祭日となった場合は､ その限りでない｡
正会員たる理事長経験者､ 及び当該年度の日本青年会議所、
関東地区協議会､ 埼玉ブロック協議会出向役員は、理事会
に出席し意見を求められたときは､ 発言できる｡
理事会の議事の運営は､ 理事会議事運用規定でこれを定める。

第 5 章　室､ 委員会　　

本会議所定款第３条の目的を達成し､ 運営を適正かつ円滑
にするため室を置くことができる｡

室長は担当の室を代表し､ 担当の各委員会を総括する｡
室を担当する室長は､ 副理事長､ 専務理事､ 及び理事がこ
れにあたる｡
定款第３９条の規定に基づき委員会を設置する｡ ただし、
特別に必要な事由の生じたときは､ 理事会の決議により特
別委員会を設置することができる｡
特別委員会への重属は妨げない｡
委員会には委員長1 人､ 副委員長若干人及び委員若干人を
置く｡
委員長及び副委員長は､正会員のうちから理事長が理事会
の承認を得て任命する｡
委員は､正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任
命する｡
正会員は､ 理事長､ 直前理事長､ 副理事長､専務理事､室長､ 
監事を除き､ 原則として全員がいずれかの委員会に所属し
なければならない｡
委員長は､ 委員会を代表し、 委員会の会務を総括するととも
に､ 委員会誌を記録し､ 理事長に提出しなければならない。
副委員長は､ 委員長を補佐し､ 委員長事故あるときはその
職務を代行する｡
委員会は､ 委員長があらかじめ議題､ 日時､ 場所などを各
委員に通知して招集するものとする｡
委員会は､ 毎月１回以上開催し､ 独自の事業計画の確立と
実施の推進母体となる｡
委員会の会議の定足数は､ 委員の２分の１とする｡
委員会の決議は､ 出席委員の過半数をもって決する｡ ただ
し、 可否同数のときは委員長がこれを決する｡
委員長は､ 必要と認めた場合には､ 役員､ 特別会員､ 賛助会
員及び他の会員の出席を求めることができる｡

第 6 章　褒　賞　　

本会議所における褒賞は､ 青年会議所運動に顕著な功績の
あった個人､ 法人団体及び委員会に対して理事会の決定に
より行う｡ ただし､ 褒賞の方法等については､ その都度理
事会で決定する｡
年間実質出席率が100％の会員は､ 褒賞する｡

第 7 章　運営マニュアル　　

理事長は､ 本規定に沿って運営を円滑ならしめるため毎年度
運営マニュアルを理事会に提出し､ 承認を得るものとする。
本会議所の役員は､その普及に努めるものとする｡ 　　
運営マニュアル提出時期は､ １月理事会とする｡

細　　則　　
本規定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本規定は､昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､昭和63年12月２日より施行する｡（改訂）
本規定は、令和2 年１月１日より施行する。（改訂）

第 １ 章　総　則　　　　

本規定は､ 定款に定める理事会における会議の運用に関し、
円滑に議事を進行させるため制定し､ 定款､ 諸規定に定め
る事項のほかは､ これを適用する｡
本規定は､ 国際青年会議所が採用するロバート議事法に原
則としてもとづく｡

第 2 章　招　集　　

会議の招集は､ 会議の目的たる事項ならびに日時及び場所
を記載した文書をもって会日の５日前までに通知を発し
なければならない｡
会議に招集を受けたる者は､ 招集日の当日開会定刻前に会
議場に参集､ 所定の会議構成者名簿に署名をしなければな
らない｡
会議に招集を受けたる者が出席出来ないときは､ その理由を
付し会議開会の時刻前に招集者に届け出なければならない。

第 3 章　会　議　　

会議の議長は､ 定款第３５条に定める通りとする｡
会議の定足数は､ 定款第３６条に定める通りとする｡
会議の開会定刻より相当の時間を経てもなお定足数に達
しないときは､ 議長は会議の開始時間の遅延又は流会を宣
言することができる｡
会議中に定足数を欠くに至るおそれのあるときは､ 議長は
休憩又は流会を宣言することができる｡
会議において議長は公平な立場となり､ 会議の秩序を維持
し､ 本規定に定めるほか次のような事を行う｡
（１）開会の宣言 （２）会議の成立の宣言 （３）議事日程の宣言
（４）議事録作成人の指名（５）議事録署名人の指名
（６）前回議事録の承認を受けること（７）閉会の宣言
（８）会議の議決結果の外部への報告

第 4 章　議事日程　　

議長は会議時に議事日程及び会議に関する資料を出席者
に配布又は呈示しなければならない｡
議長が必要があるとき､ 又はその会議に議題を提出する権
利を有する構成者から動議が提出されたときは会議の議
を経て議事日程の順序を変更したり他の議題を追加する
ことができる｡ なお審議に至らなかった議題については、 
あらたに議事日程を定めたときは、その議題を最優先と
しなければならない｡

第 5 章　議題および動議　　

会議の議題提出権者は､ その会議において議題を提出する
権利を有すると同時に表決権を有するその会議の構成者
でなければならない｡
議題提出者が議題を提出するときは､ 開催予定日前の正副
理事長会議に文書をもって提案理由をつけて提出しなけ
ればならない｡ ただし､ 緊急とみなされた場合はこの限り
でない｡
同一議題で議決された事項を再度その会議において議題
として取り上げるときは､ 会議の表決権を有する出席構成

者の３分の２以上の同意を得なければならない｡
同一議事日程中に議決された事項はいかなる理由があろう
とも再度その会議に議題として取り上げることはできない。
動議は会議において他に１人以上のその会議の表決権を
有する出席構成者の賛成がなければならない｡
動議は会議において賛成支持されない前は自由に取り下
げることができる｡

第 6 章　議　事　　

議題を会議に付するときは議長にその旨宣告する｡
会議において議題提出者は提案主旨を記載した文書を資
料として配布し､ 必要があれば説明しなければならない｡
　

第 7 章　発　言　　

発言はすべて議長の許可を得なければならない｡
議長の許可のない発言は討議の対象にならない｡
会議において発言しようとする者は､ 挙手をして議長の許
可を得て発言しなければならない｡
２人以上挙手をして発言を求めたときは､ 議長は先挙手者
と認めた者を指名する｡
発言はすべて簡明を旨とし議題外にわたりまたはその範
囲を超えてはならない｡
議長は発言が会議の品位をきずつけ､ 又は議事妨害である
と認めるときは注意し､ なお従わない場合は発言を禁止す
ることができる｡
議長は討議の進行において最初に反対者を発言させ､ つぎ
に賛成者と反対者を交互に指名するように努めなければ
ならない｡
発言は原則として１議題につき､ １人２回５分以内の範囲
で行う｡ ただし､ 議事進行上その適用は議長の判断とし回
数､ 時間等を議長により制限されることがある｡

第 8 章　採　決　　

議長は採決をとろうとするときは表決にうつる旨を告げる。
採決は次の方法による｡

（１）口頭 （２）拍手（３）挙手（４）起立
（５）記名投票（ ６）無記名投票
採決はまず否決案について行い､ 次に修正案､ 原案をあとに
する。修正案が多い場合､ 原案に最も遠いものより採決する。
採決は先ず賛成をとり､ 次に反対をとる｡

第 9 章　議事録　　

議事録は議長から指名された書記により議事に関し忠実
に記載しなければならない｡ また書記は作成した議事録を
議長及び議事録署名人に会議開催後10日以内に届け出な
ければならない｡
前条で届け出を受けた議長､ 議事録署名人は訂正修正箇所
があれば指摘し､ 直ちに署名捺印の上､ 書記に返却しなけ
ればならない｡
前条にて確認された議事録は､ 書記により会議構成者に次
回の理事会までに提出しなければならない｡
議事録はいかなる理由があろうとも内容を変えることは
できず､ あくまで事実の内容に対する誤文・誤字の訂正に
とどまる。

第 10 章　傍　聴　　

会議を傍聴しようとする者は､ 議長の許可を得なければな
らない｡
傍聴者は､ 会議の開会中は会議における討議に対して賛否
を表明したりして議事を妨害するような言動をしてはな
らない｡ なお､ 傍聴者が議事の進行を妨害した場合は議長
はその者を退場させることができる｡

第 11 章　事前の会議　　

理事会に先立って正副理事長会議を開催しなければならない。
正副理事長会議は､ 理事長がその職務を遂行するにあたり、
政策ならびに運営について､ 意見の交換をし､ 大局的な方
針を決定する｡
正副理事長会議構成は､ 理事長､ 直前理事長､ 副理事長､専
務理事とし､ 招集及び議長は理事長がこれに当たる｡

財務担当理事､ 及び事務局担当理事と総務担当委員長は､
常時出席できる｡ このほか､ 正副理事長会議構成者が必要
と認めた者は､ 出席できる｡
当会議は議決権を有しない｡ ただし､ 理事会より一任され
た事項はこの限りではない｡

細　　則　　
本規定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本規定は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､平成28年10月13日より施行する｡

第 1 章　目　的　　　

本規定は､ 本会議所の運営を円滑にし､ その目的達成を容
易ならしめるため､ 事務局､ 会計経理､ 慶弔､ 旅費等に関す
る事項を規定するものである｡

第 2 章　事務局　　　

事務局には､ 事務局長を置くことができ､ 事務局長は､ 専
務理事の指揮を受け事務局の統轄､ 管理にあたる｡
総会及び理事会の議事録は､ 総務担当委員会がこれを作成
し事務局に備え付けるものとする｡
事務局は､ 事業年度毎に次の分類に従い文書等を整理、保
存しなければならない｡

（１）本会議所の定款ならびに諸規定　　　　　永久保存
（２）総会及び理事会の議事録　　　　　　　　永久保存
（３）本会議所内部の文書　　　　　　　　　５年間保存
（４）公益社団法人日本青年会議所及び
　　各地青年会議所関係の文書綴　　　　　１年間保存
（５）本会議所会報綴　　　　　　　　　 　　　永久保存

（６）事務局日誌　　　　　　　　　　　　　３年間保存
（７）受発信簿　　　　　　　　　　　　　　１年間保存
（８）会員名簿　　　　　　　　　　　　　　　永久保存
（９）許可､ 認可等に関する書類
（10）登記に関する書類
（11）役員の氏名､ 住所及び略歴を記載した書類ならびにその就

任の承諾を証する書類
（12）資産台帳
（13） 現事業年度及び過去３年間の収入及び支出に関する帳簿、

証拠書類
（14）各事業年度末における財産目録及び収支決算書
（15）現事業年度の事業計画書及び収支予算書
（16）知事が当該法人を監督するために発した書類
（17）前各号に掲げるもののほか､ 知事が特に必要と認める書類

及び帳簿
事務局長は､ 備品台帳を整備し､ 出入を記載し､ 備品を完
全に管理しなければならない。

第 3 章　会計経理　　

本会議所の会計に用いる諸帳簿は､ 次の通りとする｡
（１）帳簿　　　　総勘定元帳､ 現預金出納帳､ 会費徴収簿
（２）決算書類及び諸表　　貸借対照表､ 収支決算書､
　　　　　　　　　　　　事業報告書､ 監査報告書､ 　　
　　　　　　　　　　　　財産目録等
（３）伝票　　　　入会伝票 ､ 出金伝票 ､ 振替伝票
金銭の出納は､ 財務を担当する理事が責任管理し、次の証
憑を揃えて起票し､ 期日順に整理するものとする｡

（１）収入については､ 発行した領収書控
（２）収支については､ 受領した領収書
（３）領収書徴収不能のもとについては､ 受領不能理由を記載し

た支払証明書
出納は､ つとめて銀行の普通及び当座預金口座によって処
理し､ 口座名義は理事長とし理事長印を使用する｡
各委員会の予算の範囲内における支出は各委員長が所定の支
払請求書に捺印の上､ 事務局に提出する｡ ならびに単位事業
が完了したときは､ 速やかに計算書証憑及び関係書類を揃え
捺印の上事務局に提出し､ 事務局は会計担当理事に提出する。

特に予算外の支出を必要とする時には理事会の承認を得
るものとする｡
財務を担当する理事は､ 決算にあたって前払費用、未収金、
未払金等を整理し、仮払勘定は、原則としてそれぞれ担
当の科目に振替え､ 関係帳簿を照合､ かつ整理し銀行預金
残高証明書類をととのえなければならない｡
会計諸帳簿は､ 次の区分に従い保存するものとする｡
（１）決算書類　　　　　　　　　　　　　永久保存
（２）その他の会計書類　　　　　　　　５年間保存

第 4 章　慶　弔　　

正会員の慶弔に関しては､ 次の基準により慶弔金もしくは
記念品を贈る｡

（１）正会員の結婚　　　　　10,000円
（２）正会員の死亡　　　　　30,000円及び供花
（３）正会員の入院 　　　　　 5,000円（2 週間以上の場合）
（４）正会員の家族の死亡 　供花（ 会員の両親及び、夫、妻 、子）
（５）正会員の出産 　　　　   10,000円

金額等については､ 毎年頭初の理事会により決議する｡

第 5 章　旅　費　　

理事長の命じた事務局員の公務出張に対しては､ 次の通り
旅費を支給する｡

（１）目的地までの往復普通料金相当額（用務の都合により特別
急行料金を加算する）

（２）宿泊費は､ 実費相当額
（３）日当は１日5,000円

理事会の命じた会員の公務出張に対しては､ 理事会の議を
へて前条に準じた旅費を支給することができる｡

細　　則　　
本則定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本則定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本則は､ 昭和58年12月10日より施行する｡

（名称）
第１条
（事務所）
第２条

（目的）
第３条　

（運営の原則）
第４条

　　２　　
（事業）
第５条

　　２

　　３

（法人の構成員）
第６条

　　２

（入会）
第７条　

　　２　

（入会金及び会費）
第８条　

（退会）
第９条　

（除名）
第10条　
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第 １ 章　総　則　　

この法人は、公益社団法人こだま青年会議所と称する。

この法人は、主たる事務所を埼玉県本庄市朝日町三丁目
1番35号に置く。

第２章　目的及び事業　　

この法人は､ 地域社会及び国家の発展を図り､ 会員の連携
と指導力の啓発に努めるとともに､ 国際的理解を深め､世
界の平和に寄与することを目的とする｡

この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を
目的として、その事業を行わない。
この法人は、これを特定の政党のために利用しない。
　
この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を
行う。

（１）政治、経済、社会、福祉、環境、文化等に関する調査、
研究及び企画立案に関する事業

（２）児童又は青少年の健全育成事業
（３）地域における諸問題の調査研究及び地域貢献事業
（４）教育、スポーツなどを通じて心身の健全な発達に寄与し、

又は豊かな人間性を涵養する事業
前項のほか、公益目的事業の推進に資するため必要に応
じ次の事業を行う。

（１）会員の指導力啓発の知識の修得及び教養の向上並びに能
力の開発を図る事業

（２）国際青年会議所､公益社団法人日本青年会議所､ 国内
及び国外の青年会議所その他の諸団体と提携し、相互の
理解と親善を増進する事業

（３）その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第１項の事業は埼玉県において行うものとする。

第３章　会　員　　

この法人に次の会員を置く。
（１）正会員　本庄市、児玉郡に住所又は勤務先を有する年齢

20歳以上40歳未満の品格ある青年、及び直前理事長。
ただし、正会員である事業年度中に40歳に達した者は、当
該年度中は正会員の資格を有する。また、満45歳以下で（公
社）こだま青年会議所を卒業した者のうち理事長より依頼を
受け快諾をいただき、かつ正会員になることにつき理事会で
承認を受けた者（以下「サポート会員」とする）も正会員とする。

（２）特別会員　40歳に達した年の事業年度の終了する日に正
会員であった者で、特別会員となることを希望する者

（３）賛助会員　この法人の目的に賛同し、賛助することを望
む個人及び団体で､ 理事会において入会を承認されたもの
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律（以下「一般社団・財団法人法」とい
う。）上の社員とする。

この法人の正会員になろうとする者は、入会申込書を理
事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
正会員以外の会員の入会に関する事項は、理事会におい
て別に定める。

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を支払
う義務を負う。なお、社会情勢等に鑑みやむを得ず事業
を行えなかった場合等には、総会の決議により会員へ一
律会費の一部を返戻することができる。

会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提
出することにより任意にいつでも退会することができる。
　
正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会
の決議によって当該正会員を除名することができる。

（１）この定款その他の規則に違反したとき。
（２）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした

とき。
（３）その他除名すべき正当な事由があるとき。

前項の規定により正会員を除名しようとするときは､当該
会員に総会の日から７日以上前までにその旨を通知する
とともに､ 当該会員の除名の決議を行う総会において､ 弁
明の機会を与えなければならない｡
特別会員又は賛助会員が第1 項各号の一に該当するときは、
理事会の決議により、当該会員を除名することができる。

前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当する
に至ったときは、その資格を喪失する。

（１）総正会員が同意したとき。
（２）当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第４章　総　会　　

総会は、すべての正会員をもって構成する。
前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会
とする。

総会は、次の事項について決議する。
（１）正会員の除名
（２）理事及び監事の選任又は解任
（３）理事長候補者の選出
（４）事業計画及び収支予算並びにその変更の承認
（５）事業報告及び決算の承認
（６）定款の変更
（７）解散及び残余財産の処分
（８）理事会において総会に付議した事項
（９）その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定

められた事項

総会は、通常総会として毎年度１月に開催するほか、９月、
１２月、その他必要がある場合に開催する。
前項の通常総会をもって一般社団・財団法人法上の定時
社員総会とする。

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の
決議に基づき理事長が招集する。
総正会員の議決権の５分の１以上の議決権を有する正会

員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の
理由を示して、総会の招集を請求することができる。
理事長は、前項の請求があった日から30日以内に臨時総
会を招集しなければならない。
総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び目的であ
る事項並びに書面又は電磁的方法による表決の可否その他
法令で定める事項を示した書面により、少なくとも総会の
日の14日前までに正会員に通知しなければならない。

総会の議長は､当該総会において正会員の中から選出する。

総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。

（総会の決議は、総正会員の議決権の３分の２以上を有す
る正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半
数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数
以上であって、総正会員の議決権の３分の２以上に当た
る多数をもって行う。

（１）正会員の除名
（２）監事の解任
（３）定款の変更
（４）合併
（５）解散
（６）その他法令で定められた事項

理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候
補者ごとに第１項の決議を行わなければならない。理事又
は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場
合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い
順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

総会に出席できない正会員は、法令で定めるところにより、
あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法
をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を
委任することができる。ただし、書面又は電磁的方法に
よる表決は、第15条第４項において、書面又は電磁的方
法による表決ができるとされている場合に限り適用する。
前項の表決があった場合において、前条の規定の適用に

ついては出席したものとみなす。

総会の議事については、法令で定めるところにより、議
事録を作成する。
議長、理事長及び当該総会において選出された２名以上
の理事は、前項の議事録に記名押印する。

第５章　役員等　　

この法人に、次の役員を置く。
（１）理事　15名以上30名以内
（２）監事　２名以上３名以内

理事のうち１名を理事長、２名以上５名以内を副理事長、
１名を専務理事とする。
前項の理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表
理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第
１項第２号の業務執行理事とする。

理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によっ
て理事の中から選定する。
監事は、この法人の理事を兼務することはできない。

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めると
ころにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、こ
の法人を代表し、その業務を執行する。
副理事長及び専務理事は、理事長を補佐し、法令及びこ
の定款で定めるところにより、この法人の業務を分担執
行する。
理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に４か月
を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理
事会に報告しなければならない。

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるとこ
ろにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、
この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

理事として選任された者は、選任された翌年の1 月1 日に
就任し、その年の12 月31 日に任期を満了とする。
監事として選任された者は、選任された翌年の1 月1 日に
就任し、選任された翌々年の12 月31 日に任期を満了とする。
前２項にかかわらず、補欠として選任された理事又は監
事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなると
きは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに
選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として
の権利義務を有する。

理事及び監事は、総会の決議によって解任することがで
きる。

理事及び監事は、無報酬とする。

この法人に任意の機関として、直前理事長１名を置くこ
とができる。
直前理事長は、次の職務を行う。

（１）理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
（２）この法人の運営に関して、必要な助言をすること。

直前理事長の選任及び解任は、総会において決議する。
直前理事長は、無報酬とする。

この法人に任意の機関として、特別顧問4 名以内を置くこ
とができる。
特別顧問は、次の職務を行う。

（１）理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
（２）この法人の運営に関して、理事長の諮問に答え、又は助

言をすること。
特別顧問の選任及び解任は、総会において決議する。
特別顧問は、無報酬とする。

第６章　理事会　　

この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。

直前理事長及び特別顧問は、理事会に出席し、意見を述
べることができる。
理事以外の正会員は、理事会に出席し、議長の指名によ
り意見を述べることができる。

理事会は、次の職務を行う。
（１）この法人の業務執行の決定
（２）理事の職務の執行の監督
（３）理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

理事会は、毎月１回、理事長が招集する。
前項のほか、次の各号の一に該当する場合には、理事長
が臨時理事会を招集する。

（１）理事長が必要と認めたとき。
（２）理事又は監事から、理事長に対し、理事会の招集の請求

があったとき。
理事長は、前項第２号の規定による請求があった日から
５日以内に、その請求があった日から１４日以内の日を
理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければな
らない。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副
理事長が理事会を招集する。

理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれ
に当たる。ただし、理事長を選定する場合に限り、理事
の互選とする。

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する
理事を除く理事の３分の２以上が出席し、その過半数を
もって行う。
前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条
の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものと
みなす。

理事会の議事については、法令で定めるところにより、
議事録を作成する。
出席した理事長、監事及び当該理事会において議事録署名
人に選任された理事２名は、前項の議事録に記名押印する。

第７章　例会及び委員会　　

この法人は､ 正会員をもって構成する例会を年10回以上開
催するものとする｡ただし、社会情勢を鑑み、事業を行う
ことが不適切である場合には、スタッフ会議にて中止に
することができる。
例会の運営については､ 理事長が理事会の決議を得て､別
に定める｡

この法人に委員会を置く｡
委員会の数及び名称は理事会において定める。
それぞれの委員会は、理事１名以上と正会員若干名をもっ
て構成する。
委員会は、次に掲げる事項を行う。

（１）委員会が担当する事業に係る事業計画案を策定し、理事
会に提出すること。

（２）理事会の決議を得た事業を業務執行理事のもと、運営す
ること。

（３）事業終了後、理事会に報告すること。
委員会の委員の選任及び解任は、理事会において決議する。
その他の委員会の運営に関する事項については、理事会
において別に定める。

第８章　資産及び会計　　

この法人の事業年度は、毎年１月１日に始まり、同年12
月３１日に終わる。

この法人の事業計画書及び収支予算書並びに資金調達及
び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業
年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の
決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これ
を変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度
が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するもの
とする。

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終

了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた後、
理事会及び、通常総会の承認を受けなければならない。

（１）事業報告
（２）事業報告の附属明細書
（３）貸借対照表
（４）正味財産増減計算書
（５）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
（６）財産目録

前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備
え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名
簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するもの
とする。

（１）監査報告
（２）理事及び監事の名簿
（３）理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する

数値のうち重要なものを記載した書類

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、
当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算
定し、前条第２項第４号の書類に記載するものとする。

第９章　定款の変更及び解散　　

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由に
より解散する。

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合
併により法人が消滅する場合（その権利義務を承継する法
人が公益法人であるときを除く。）には、総会の決議を経て、
公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益
認定の取消しの日又は当該合併の日から１か月以内に、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第
５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体
に贈与するものとする。

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、
総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律第５条第17号に掲げる法人又は国若し
くは地方公共団体に贈与するものとする。
　　　

第１０章　公告の方法　　

この法人の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告を
することができない場合は、官報に掲載する方法による。
　　

附　　則　　
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条
第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の理事長は、田中弘和とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第１項に定め
る特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を
行ったときは、第３８条の規定にかかわらず、解散の登
記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を
事業年度の開始日とする。
この定款の変更は、令和2 年１月1 日より施行する。
この定款の変更は、令和2 年2 月1 日に訴求し施行する。

第 １ 章　目　的　　

第１条 本規定は本会議所会員の資格及び入会希望者の取
り扱いに関する事項を規定したものである。
本会議所の会員は､ 正会員､ 特別会員､ 及び賛助会員の３
種とする｡
定款第６条第１項のただし書きについては､ １月１日に満
40才に達した正会員も含むものとする｡

第2 章　入　会　　

本会議所に正会員（サポート会員を除く。）として入会を希望
するものは､所定の入会申込書を提出しなければならない｡
理事会は､ 入会資格調査を会員拡大担当委員会へ委託する。
会員拡大担当委員会は､入会希望者に面接するとともに入
会資格の適否を調査し､ その結果を理事会に答申する｡
 入会希望者は､ 入会に関する研修を受けなければならない。
理事会は答申に基づき審査し､ 入会の適否を決定する｡入
会の諾否は､ 理事長が入会申込者に書面で通知する｡
入会を承諾された者は､ 入会金の納入をもって正会員とな
る｡ ただし､ 入会承認後１ヶ月以内に会費入会金の納入を
しない場合はこの限りではない｡

第 3 章　会　費　　

定款第８条に定める入会金ならびに年会費は次の通りと
する｡
入 会 金　正 会 員    　金20,000円（ サポート会員を除く）
　　　　  特別会員　　金60,000円（ 終身会費） 　
年 会 費　正 会 員    　金96,000円（ サポート会員を除く）
　　　　  サポート会員　金48,000円
　　　　  賛助会員　　金10,000円（一口）
　　　　  法人賛助会員　金120,000円（一口）
正会員は毎年１月末日までにその会費を納付しなければ
ならない｡ ただし､ １月末日､ ６月末日の年２回の分割納

付は妨げない｡ 　　
会員が年度途中入会の場合は､ 年会費の在籍月割り額とし
原則として一括で納付する｡ ただし、月払いの分割納入を
妨げない。
特別会員は会員になりたるときより２ヶ月以内にその会
費を納入しなければならない｡
賛助会員は､ 原則として毎年１月末日までにその会費を納
入しなければならない｡ ただし理事会の決議により分割を
認める｡
法人賛助会員になることを希望する場合は、所定の申込
書を提出し、理事会の承認を得ることで法人賛助会員と
なることができる。年度途中で承認を受けた法人賛助会
員の年会費は在籍月割り額とし、随時の会費を納入する
ことができる。理事会において入会を承認された月から
年度内の会費を一括納入するものとし、年度の途中で法
人賛助会員を退会しても返金はしないものとする。
法人賛助会員は、前年度より同会員として継続する場合
には、毎年１月末日までにその会費を納付しなければな
らない ｡ ただし､１月末日､６月末日の年２回の分割納付は
妨げない ｡

第4 章　会員の失格　　

定款第10条に定める行為があった時は､ 総務担当委員会が
実情を調査して理事会に報告する｡
年会費を所定の納期までに納入しない会員に対しては､財
務を担当する理事は勧告を行い理事会に報告しなければ
ならない｡
例会及び委員会に対して欠席が連続６回に及んだ会員の
所属委員長は､ 会員に対して勧告を行い､ 勧告後１ヶ月以
内に適切なる善処の意思表示及び行為のない場合は理事
会に報告する｡
前条ならびに第11条の報告を受けた理事会は､ 当該会員の
過去の状況等を勘案し､ その決議により退会せしむること
ができる｡

第 5 章　休　会　　

正会員が長期の病気又は海外出張等により､ 例会、委員会、
その他一切の行事に出席不可能の場合は､ 休会することが
できる｡ ただし､ この場合正会員は､ 休会届を理事長に提
出し､ 理事会の承認を得なければならない｡
休会中の会費は､ これを免除しない｡ ただし､ 突然の災禍
などの理由で休会を承認された会員に対し理事会の決議
にて会費の一部又は全額を免除することができる｡
前条の休会の期限は､ １ヶ年以内とする｡ ただし､ 理事会
においてこれを延長することができる｡

第 6 章　特別会員　　

定款第６条第１項２号の有資格者で特別会員を希望する
ものは､ 理事会の承認を得､ 所定の入会金を納入したのち
特別会員になることができる｡
特別会員は本会議所の総会､理事会を除くあらゆる会合､
行事に参加できる｡ ただし､ 一切の表決権及び選挙権なら
びに被選挙権を有しない｡

第 7 章　賛助会員　　

本会議所の趣旨に賛同し､ その事業の発展を助成すること
を望む個人､ 法人及び団体は理事会の決定により賛助会員
として入会することができる｡ ただし､ 会費を納入しない
時は退会とする｡
会員資格は１ヶ年限りとする
賛助会員を希望するものは､ 所定の申込書を理事会に提出
する｡
賛助会員は､ 本会議所の総会､ 理事会を除くあらゆる会合､ 
行事に参加できる｡ ただし､ 議長の許可を得た場合はこの
限りではない。また、一切の表決権及び選挙権ならびに
被選挙権を有しない｡

第 8 章　顧　問　　

この法人の顧問は次の２種とする｡

（１）顧問・本会議所の正会員でなく､ 青年会議所の活動に対し
て適切な指導又は助言を与えるもので､ 原則として任期は
１ヶ年とする｡ ただし､ 再任は妨げない｡

（２）特別顧問・本会議所の正会員たる理事長経験者｡ ただし直
前理事長は除く｡
特別顧問は､ 被選挙権及び理事会の表決権を有しない｡

細　　則　　
本規定の執行に関する細則は､ 理事会の決議を以って定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議を以って定める。

附　　則　　
本規定は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､ 昭和60年12月 6 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 昭和63年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 平成 ９ 年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 平成16年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は、平成23年12月６ 日より施行する。（改訂）
本規定は、平成28年10月13日より施行する。（改訂）
本規定は、令和 ２ 年 １ 月 １ 日より施工する。（改訂）
本規定は、令和 ４ 年 １ 月 ６ 日より施工する。（改訂）

第 １ 章　目　的　　

本規定は､ 本会議所の運宮を円滑にし､ その目的達成を容
易ならしめるため､ 組織､ 運営等に関する事項を規定する
ものである｡

第 2 章　役員の任務　　

本会議所の役員は・定款に定める事項のほか､ 次の任務を
有する
理事長

（１）本会議所の代表として対外的な発言をし､ 総ての事業の総

括責任をもつ｡
（２）公益社団法人日本青年会議所総会､ 地区協議会､ ブロック

協議会及び理事長会議に出席し､ 本会議所の有する表決権
の行使及び意見の発表を行う｡

（３）本会議所の総会及び理事会の議長を務める
直前理事長
理事会に出席し意見を求められたときは､ 理事長経験を生
かし､ 所務､ その他について必要な助言をする｡
副理事長

（１）理事長と連絡を密にして､ 常に意見の調整統一をし､ 本会
議所の円滑な運営のため一体となって努力する｡

（２）各々分掌の委員会を統轄して活発な活動をはかり､ 各委員
会の連絡調整を図る
専務理事
理事長及び副理事長と連絡を密にして､ 常に意見の調整と
統一をし､ 本会議所の運営並びに対外的な活動のため一体
となって努力する
理　　事
理事は､ 本会議所の目的達成のために事業を計画、 検討、
実施し､ かつその成果を確認して､ 議事録または報告書を
７日以内に担当副理事長を経て､ 理事長に提出する｡
監　　事

（１）監事は本会議所の業務及び財産状況を監査し､ 必要ある時
は理事長に報告書を提出しなけれぱならない｡

（２）監事は､ 他のいかなる職務を兼務することができない。
サポート会員
基本的には担当委員会・担当例会の参加を義務とし、そ
の他付属する事業等に関しては担当副理事長の判断に
よって依　　頼を行う。委員会運営につき委員長及び副
委員長へ対し事業の方向性、実現方法、タスク管理の助
言を行う。また、委員会運営がスムーズでない場合は理事、
副理事長へ報告をする。

第 3 章　出　席　　

６ヵ月毎に正会員の出席率を発表し､ 年間出席率を発表する。
年間出席率の最低限界を60％とし､ それ未満の会員は､理
事会の議を経て本会議所定款の定めるところにより､除名

することができる｡ ただし､ 当該会員は理事会において､ 
弁明の機会をあたえられる｡
 実質出席率とは､ 総会､ 例会､ 委員会､ 全体行事の出席率
をいい､ 役員の場合は理事会､ 新入会員の場合はオリエン
テーションの出席率も含む｡
正会員は､ すべての会合において欠席､ 遅刻､ 早退､ する場
合は､ 必ず届け出ること｡
病気その他､ 止むを得ない事由により､ 長期間にわたり出
席不可能な場合は休会として出席の義務を免除する｡ただ
し､ 休会届を理事長宛に提出し､ 受理された日より休会扱
いとする｡
青年会議所関係の公務のためにあらかじめ届け出て､ 総会、
例会､ 委員会及び理事会に欠席した場合は､ 出席したもの
として取扱う｡
正会員は､ すべての会合に出席するには､ 正服を着用し、
ネームプレート、ＪＣバッチを佩用しなければならない。
ただし､ ６、７、８、９月の会合で上衣を着用しない場合は、
この限りでない｡
（２）講師を招いての会合は､ 上項に限らず上衣を着用する。
会合の出席は､ 規定用紙に署名する事を原則とする｡

第 4 章　例会､ 定例理事会　　

例会は原則として毎月第２金曜日に開催する｡ ただし､理
事会の承認を得て変更することができる｡
例会の運営については､ 少なくとも前月の理事会において
承認を受けなければならない｡
定例理事会は､ 原則として毎月第１金曜日に開催するただ
し､ 当日が祝祭日となった場合は､ その限りでない｡
正会員たる理事長経験者､ 及び当該年度の日本青年会議所、
関東地区協議会､ 埼玉ブロック協議会出向役員は、理事会
に出席し意見を求められたときは､ 発言できる｡
理事会の議事の運営は､ 理事会議事運用規定でこれを定める。

第 5 章　室､ 委員会　　

本会議所定款第３条の目的を達成し､ 運営を適正かつ円滑
にするため室を置くことができる｡

室長は担当の室を代表し､ 担当の各委員会を総括する｡
室を担当する室長は､ 副理事長､ 専務理事､ 及び理事がこ
れにあたる｡
定款第３９条の規定に基づき委員会を設置する｡ ただし、
特別に必要な事由の生じたときは､ 理事会の決議により特
別委員会を設置することができる｡
特別委員会への重属は妨げない｡
委員会には委員長1 人､ 副委員長若干人及び委員若干人を
置く｡
委員長及び副委員長は､正会員のうちから理事長が理事会
の承認を得て任命する｡
委員は､正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任
命する｡
正会員は､ 理事長､ 直前理事長､ 副理事長､専務理事､室長､ 
監事を除き､ 原則として全員がいずれかの委員会に所属し
なければならない｡
委員長は､ 委員会を代表し、 委員会の会務を総括するととも
に､ 委員会誌を記録し､ 理事長に提出しなければならない。
副委員長は､ 委員長を補佐し､ 委員長事故あるときはその
職務を代行する｡
委員会は､ 委員長があらかじめ議題､ 日時､ 場所などを各
委員に通知して招集するものとする｡
委員会は､ 毎月１回以上開催し､ 独自の事業計画の確立と
実施の推進母体となる｡
委員会の会議の定足数は､ 委員の２分の１とする｡
委員会の決議は､ 出席委員の過半数をもって決する｡ ただ
し、 可否同数のときは委員長がこれを決する｡
委員長は､ 必要と認めた場合には､ 役員､ 特別会員､ 賛助会
員及び他の会員の出席を求めることができる｡

第 6 章　褒　賞　　

本会議所における褒賞は､ 青年会議所運動に顕著な功績の
あった個人､ 法人団体及び委員会に対して理事会の決定に
より行う｡ ただし､ 褒賞の方法等については､ その都度理
事会で決定する｡
年間実質出席率が100％の会員は､ 褒賞する｡

第 7 章　運営マニュアル　　

理事長は､ 本規定に沿って運営を円滑ならしめるため毎年度
運営マニュアルを理事会に提出し､ 承認を得るものとする。
本会議所の役員は､その普及に努めるものとする｡ 　　
運営マニュアル提出時期は､ １月理事会とする｡

細　　則　　
本規定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本規定は､昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､昭和63年12月２日より施行する｡（改訂）
本規定は、令和2 年１月１日より施行する。（改訂）

第 １ 章　総　則　　　　

本規定は､ 定款に定める理事会における会議の運用に関し、
円滑に議事を進行させるため制定し､ 定款､ 諸規定に定め
る事項のほかは､ これを適用する｡
本規定は､ 国際青年会議所が採用するロバート議事法に原
則としてもとづく｡

第 2 章　招　集　　

会議の招集は､ 会議の目的たる事項ならびに日時及び場所
を記載した文書をもって会日の５日前までに通知を発し
なければならない｡
会議に招集を受けたる者は､ 招集日の当日開会定刻前に会
議場に参集､ 所定の会議構成者名簿に署名をしなければな
らない｡
会議に招集を受けたる者が出席出来ないときは､ その理由を
付し会議開会の時刻前に招集者に届け出なければならない。

第 3 章　会　議　　

会議の議長は､ 定款第３５条に定める通りとする｡
会議の定足数は､ 定款第３６条に定める通りとする｡
会議の開会定刻より相当の時間を経てもなお定足数に達
しないときは､ 議長は会議の開始時間の遅延又は流会を宣
言することができる｡
会議中に定足数を欠くに至るおそれのあるときは､ 議長は
休憩又は流会を宣言することができる｡
会議において議長は公平な立場となり､ 会議の秩序を維持
し､ 本規定に定めるほか次のような事を行う｡
（１）開会の宣言 （２）会議の成立の宣言 （３）議事日程の宣言
（４）議事録作成人の指名（５）議事録署名人の指名
（６）前回議事録の承認を受けること（７）閉会の宣言
（８）会議の議決結果の外部への報告

第 4 章　議事日程　　

議長は会議時に議事日程及び会議に関する資料を出席者
に配布又は呈示しなければならない｡
議長が必要があるとき､ 又はその会議に議題を提出する権
利を有する構成者から動議が提出されたときは会議の議
を経て議事日程の順序を変更したり他の議題を追加する
ことができる｡ なお審議に至らなかった議題については、 
あらたに議事日程を定めたときは、その議題を最優先と
しなければならない｡

第 5 章　議題および動議　　

会議の議題提出権者は､ その会議において議題を提出する
権利を有すると同時に表決権を有するその会議の構成者
でなければならない｡
議題提出者が議題を提出するときは､ 開催予定日前の正副
理事長会議に文書をもって提案理由をつけて提出しなけ
ればならない｡ ただし､ 緊急とみなされた場合はこの限り
でない｡
同一議題で議決された事項を再度その会議において議題
として取り上げるときは､ 会議の表決権を有する出席構成

者の３分の２以上の同意を得なければならない｡
同一議事日程中に議決された事項はいかなる理由があろう
とも再度その会議に議題として取り上げることはできない。
動議は会議において他に１人以上のその会議の表決権を
有する出席構成者の賛成がなければならない｡
動議は会議において賛成支持されない前は自由に取り下
げることができる｡

第 6 章　議　事　　

議題を会議に付するときは議長にその旨宣告する｡
会議において議題提出者は提案主旨を記載した文書を資
料として配布し､ 必要があれば説明しなければならない｡
　

第 7 章　発　言　　

発言はすべて議長の許可を得なければならない｡
議長の許可のない発言は討議の対象にならない｡
会議において発言しようとする者は､ 挙手をして議長の許
可を得て発言しなければならない｡
２人以上挙手をして発言を求めたときは､ 議長は先挙手者
と認めた者を指名する｡
発言はすべて簡明を旨とし議題外にわたりまたはその範
囲を超えてはならない｡
議長は発言が会議の品位をきずつけ､ 又は議事妨害である
と認めるときは注意し､ なお従わない場合は発言を禁止す
ることができる｡
議長は討議の進行において最初に反対者を発言させ､ つぎ
に賛成者と反対者を交互に指名するように努めなければ
ならない｡
発言は原則として１議題につき､ １人２回５分以内の範囲
で行う｡ ただし､ 議事進行上その適用は議長の判断とし回
数､ 時間等を議長により制限されることがある｡

第 8 章　採　決　　

議長は採決をとろうとするときは表決にうつる旨を告げる。
採決は次の方法による｡

（１）口頭 （２）拍手（３）挙手（４）起立
（５）記名投票（ ６）無記名投票
採決はまず否決案について行い､ 次に修正案､ 原案をあとに
する。修正案が多い場合､ 原案に最も遠いものより採決する。
採決は先ず賛成をとり､ 次に反対をとる｡

第 9 章　議事録　　

議事録は議長から指名された書記により議事に関し忠実
に記載しなければならない｡ また書記は作成した議事録を
議長及び議事録署名人に会議開催後10日以内に届け出な
ければならない｡
前条で届け出を受けた議長､ 議事録署名人は訂正修正箇所
があれば指摘し､ 直ちに署名捺印の上､ 書記に返却しなけ
ればならない｡
前条にて確認された議事録は､ 書記により会議構成者に次
回の理事会までに提出しなければならない｡
議事録はいかなる理由があろうとも内容を変えることは
できず､ あくまで事実の内容に対する誤文・誤字の訂正に
とどまる。

第 10 章　傍　聴　　

会議を傍聴しようとする者は､ 議長の許可を得なければな
らない｡
傍聴者は､ 会議の開会中は会議における討議に対して賛否
を表明したりして議事を妨害するような言動をしてはな
らない｡ なお､ 傍聴者が議事の進行を妨害した場合は議長
はその者を退場させることができる｡

第 11 章　事前の会議　　

理事会に先立って正副理事長会議を開催しなければならない。
正副理事長会議は､ 理事長がその職務を遂行するにあたり、
政策ならびに運営について､ 意見の交換をし､ 大局的な方
針を決定する｡
正副理事長会議構成は､ 理事長､ 直前理事長､ 副理事長､専
務理事とし､ 招集及び議長は理事長がこれに当たる｡

財務担当理事､ 及び事務局担当理事と総務担当委員長は､
常時出席できる｡ このほか､ 正副理事長会議構成者が必要
と認めた者は､ 出席できる｡
当会議は議決権を有しない｡ ただし､ 理事会より一任され
た事項はこの限りではない｡

細　　則　　
本規定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本規定は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､平成28年10月13日より施行する｡

第 1 章　目　的　　　

本規定は､ 本会議所の運営を円滑にし､ その目的達成を容
易ならしめるため､ 事務局､ 会計経理､ 慶弔､ 旅費等に関す
る事項を規定するものである｡

第 2 章　事務局　　　

事務局には､ 事務局長を置くことができ､ 事務局長は､ 専
務理事の指揮を受け事務局の統轄､ 管理にあたる｡
総会及び理事会の議事録は､ 総務担当委員会がこれを作成
し事務局に備え付けるものとする｡
事務局は､ 事業年度毎に次の分類に従い文書等を整理、保
存しなければならない｡

（１）本会議所の定款ならびに諸規定　　　　　永久保存
（２）総会及び理事会の議事録　　　　　　　　永久保存
（３）本会議所内部の文書　　　　　　　　　５年間保存
（４）公益社団法人日本青年会議所及び
　　各地青年会議所関係の文書綴　　　　　１年間保存
（５）本会議所会報綴　　　　　　　　　 　　　永久保存

（６）事務局日誌　　　　　　　　　　　　　３年間保存
（７）受発信簿　　　　　　　　　　　　　　１年間保存
（８）会員名簿　　　　　　　　　　　　　　　永久保存
（９）許可､ 認可等に関する書類
（10）登記に関する書類
（11）役員の氏名､ 住所及び略歴を記載した書類ならびにその就

任の承諾を証する書類
（12）資産台帳
（13） 現事業年度及び過去３年間の収入及び支出に関する帳簿、

証拠書類
（14）各事業年度末における財産目録及び収支決算書
（15）現事業年度の事業計画書及び収支予算書
（16）知事が当該法人を監督するために発した書類
（17）前各号に掲げるもののほか､ 知事が特に必要と認める書類

及び帳簿
事務局長は､ 備品台帳を整備し､ 出入を記載し､ 備品を完
全に管理しなければならない。

第 3 章　会計経理　　

本会議所の会計に用いる諸帳簿は､ 次の通りとする｡
（１）帳簿　　　　総勘定元帳､ 現預金出納帳､ 会費徴収簿
（２）決算書類及び諸表　　貸借対照表､ 収支決算書､
　　　　　　　　　　　　事業報告書､ 監査報告書､ 　　
　　　　　　　　　　　　財産目録等
（３）伝票　　　　入会伝票 ､ 出金伝票 ､ 振替伝票
金銭の出納は､ 財務を担当する理事が責任管理し、次の証
憑を揃えて起票し､ 期日順に整理するものとする｡

（１）収入については､ 発行した領収書控
（２）収支については､ 受領した領収書
（３）領収書徴収不能のもとについては､ 受領不能理由を記載し

た支払証明書
出納は､ つとめて銀行の普通及び当座預金口座によって処
理し､ 口座名義は理事長とし理事長印を使用する｡
各委員会の予算の範囲内における支出は各委員長が所定の支
払請求書に捺印の上､ 事務局に提出する｡ ならびに単位事業
が完了したときは､ 速やかに計算書証憑及び関係書類を揃え
捺印の上事務局に提出し､ 事務局は会計担当理事に提出する。

特に予算外の支出を必要とする時には理事会の承認を得
るものとする｡
財務を担当する理事は､ 決算にあたって前払費用、未収金、
未払金等を整理し、仮払勘定は、原則としてそれぞれ担
当の科目に振替え､ 関係帳簿を照合､ かつ整理し銀行預金
残高証明書類をととのえなければならない｡
会計諸帳簿は､ 次の区分に従い保存するものとする｡
（１）決算書類　　　　　　　　　　　　　永久保存
（２）その他の会計書類　　　　　　　　５年間保存

第 4 章　慶　弔　　

正会員の慶弔に関しては､ 次の基準により慶弔金もしくは
記念品を贈る｡

（１）正会員の結婚　　　　　10,000円
（２）正会員の死亡　　　　　30,000円及び供花
（３）正会員の入院 　　　　　 5,000円（2 週間以上の場合）
（４）正会員の家族の死亡 　供花（ 会員の両親及び、夫、妻 、子）
（５）正会員の出産 　　　　   10,000円

金額等については､ 毎年頭初の理事会により決議する｡

第 5 章　旅　費　　

理事長の命じた事務局員の公務出張に対しては､ 次の通り
旅費を支給する｡

（１）目的地までの往復普通料金相当額（用務の都合により特別
急行料金を加算する）

（２）宿泊費は､ 実費相当額
（３）日当は１日5,000円

理事会の命じた会員の公務出張に対しては､ 理事会の議を
へて前条に準じた旅費を支給することができる｡

細　　則　　
本則定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本則定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本則は､ 昭和58年12月10日より施行する｡

　　２

　　３　

（会員資格の喪失）　
第11条　

（総会の構成）
第12条
　　２

（総会の権限）　　
第13条　

（総会の開催）
第14条　

　　２

（総会の招集）　
第15条　

　　２　

　　３　

　　４　

（総会の議長）　
第16条　
（総会の議決権）
第17条
総会の決議）
第18条　　

　　２　

　　３　

（総会における書面表決等）
第19条　

　　２　
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第 １ 章　総　則　　

この法人は、公益社団法人こだま青年会議所と称する。

この法人は、主たる事務所を埼玉県本庄市朝日町三丁目
1番35号に置く。

第２章　目的及び事業　　

この法人は､ 地域社会及び国家の発展を図り､ 会員の連携
と指導力の啓発に努めるとともに､ 国際的理解を深め､世
界の平和に寄与することを目的とする｡

この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を
目的として、その事業を行わない。
この法人は、これを特定の政党のために利用しない。
　
この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を
行う。

（１）政治、経済、社会、福祉、環境、文化等に関する調査、
研究及び企画立案に関する事業

（２）児童又は青少年の健全育成事業
（３）地域における諸問題の調査研究及び地域貢献事業
（４）教育、スポーツなどを通じて心身の健全な発達に寄与し、

又は豊かな人間性を涵養する事業
前項のほか、公益目的事業の推進に資するため必要に応
じ次の事業を行う。

（１）会員の指導力啓発の知識の修得及び教養の向上並びに能
力の開発を図る事業

（２）国際青年会議所､公益社団法人日本青年会議所､ 国内
及び国外の青年会議所その他の諸団体と提携し、相互の
理解と親善を増進する事業

（３）その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第１項の事業は埼玉県において行うものとする。

第３章　会　員　　

この法人に次の会員を置く。
（１）正会員　本庄市、児玉郡に住所又は勤務先を有する年齢

20歳以上40歳未満の品格ある青年、及び直前理事長。
ただし、正会員である事業年度中に40歳に達した者は、当
該年度中は正会員の資格を有する。また、満45歳以下で（公
社）こだま青年会議所を卒業した者のうち理事長より依頼を
受け快諾をいただき、かつ正会員になることにつき理事会で
承認を受けた者（以下「サポート会員」とする）も正会員とする。

（２）特別会員　40歳に達した年の事業年度の終了する日に正
会員であった者で、特別会員となることを希望する者

（３）賛助会員　この法人の目的に賛同し、賛助することを望
む個人及び団体で､ 理事会において入会を承認されたもの
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律（以下「一般社団・財団法人法」とい
う。）上の社員とする。

この法人の正会員になろうとする者は、入会申込書を理
事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
正会員以外の会員の入会に関する事項は、理事会におい
て別に定める。

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を支払
う義務を負う。なお、社会情勢等に鑑みやむを得ず事業
を行えなかった場合等には、総会の決議により会員へ一
律会費の一部を返戻することができる。

会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提
出することにより任意にいつでも退会することができる。
　
正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会
の決議によって当該正会員を除名することができる。

（１）この定款その他の規則に違反したとき。
（２）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした

とき。
（３）その他除名すべき正当な事由があるとき。

前項の規定により正会員を除名しようとするときは､当該
会員に総会の日から７日以上前までにその旨を通知する
とともに､ 当該会員の除名の決議を行う総会において､ 弁
明の機会を与えなければならない｡
特別会員又は賛助会員が第1 項各号の一に該当するときは、
理事会の決議により、当該会員を除名することができる。

前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当する
に至ったときは、その資格を喪失する。

（１）総正会員が同意したとき。
（２）当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第４章　総　会　　

総会は、すべての正会員をもって構成する。
前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会
とする。

総会は、次の事項について決議する。
（１）正会員の除名
（２）理事及び監事の選任又は解任
（３）理事長候補者の選出
（４）事業計画及び収支予算並びにその変更の承認
（５）事業報告及び決算の承認
（６）定款の変更
（７）解散及び残余財産の処分
（８）理事会において総会に付議した事項
（９）その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定

められた事項

総会は、通常総会として毎年度１月に開催するほか、９月、
１２月、その他必要がある場合に開催する。
前項の通常総会をもって一般社団・財団法人法上の定時
社員総会とする。

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の
決議に基づき理事長が招集する。
総正会員の議決権の５分の１以上の議決権を有する正会

員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の
理由を示して、総会の招集を請求することができる。
理事長は、前項の請求があった日から30日以内に臨時総
会を招集しなければならない。
総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び目的であ
る事項並びに書面又は電磁的方法による表決の可否その他
法令で定める事項を示した書面により、少なくとも総会の
日の14日前までに正会員に通知しなければならない。

総会の議長は､当該総会において正会員の中から選出する。

総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。

（総会の決議は、総正会員の議決権の３分の２以上を有す
る正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半
数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数
以上であって、総正会員の議決権の３分の２以上に当た
る多数をもって行う。

（１）正会員の除名
（２）監事の解任
（３）定款の変更
（４）合併
（５）解散
（６）その他法令で定められた事項

理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候
補者ごとに第１項の決議を行わなければならない。理事又
は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場
合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い
順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

総会に出席できない正会員は、法令で定めるところにより、
あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法
をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を
委任することができる。ただし、書面又は電磁的方法に
よる表決は、第15条第４項において、書面又は電磁的方
法による表決ができるとされている場合に限り適用する。
前項の表決があった場合において、前条の規定の適用に

ついては出席したものとみなす。

総会の議事については、法令で定めるところにより、議
事録を作成する。
議長、理事長及び当該総会において選出された２名以上
の理事は、前項の議事録に記名押印する。

第５章　役員等　　

この法人に、次の役員を置く。
（１）理事　15名以上30名以内
（２）監事　２名以上３名以内

理事のうち１名を理事長、２名以上５名以内を副理事長、
１名を専務理事とする。
前項の理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表
理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第
１項第２号の業務執行理事とする。

理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によっ
て理事の中から選定する。
監事は、この法人の理事を兼務することはできない。

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めると
ころにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、こ
の法人を代表し、その業務を執行する。
副理事長及び専務理事は、理事長を補佐し、法令及びこ
の定款で定めるところにより、この法人の業務を分担執
行する。
理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に４か月
を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理
事会に報告しなければならない。

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるとこ
ろにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、
この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

理事として選任された者は、選任された翌年の1 月1 日に
就任し、その年の12 月31 日に任期を満了とする。
監事として選任された者は、選任された翌年の1 月1 日に
就任し、選任された翌々年の12 月31 日に任期を満了とする。
前２項にかかわらず、補欠として選任された理事又は監
事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなると
きは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに
選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として
の権利義務を有する。

理事及び監事は、総会の決議によって解任することがで
きる。

理事及び監事は、無報酬とする。

この法人に任意の機関として、直前理事長１名を置くこ
とができる。
直前理事長は、次の職務を行う。

（１）理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
（２）この法人の運営に関して、必要な助言をすること。

直前理事長の選任及び解任は、総会において決議する。
直前理事長は、無報酬とする。

この法人に任意の機関として、特別顧問4 名以内を置くこ
とができる。
特別顧問は、次の職務を行う。

（１）理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
（２）この法人の運営に関して、理事長の諮問に答え、又は助

言をすること。
特別顧問の選任及び解任は、総会において決議する。
特別顧問は、無報酬とする。

第６章　理事会　　

この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。

直前理事長及び特別顧問は、理事会に出席し、意見を述
べることができる。
理事以外の正会員は、理事会に出席し、議長の指名によ
り意見を述べることができる。

理事会は、次の職務を行う。
（１）この法人の業務執行の決定
（２）理事の職務の執行の監督
（３）理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

理事会は、毎月１回、理事長が招集する。
前項のほか、次の各号の一に該当する場合には、理事長
が臨時理事会を招集する。

（１）理事長が必要と認めたとき。
（２）理事又は監事から、理事長に対し、理事会の招集の請求

があったとき。
理事長は、前項第２号の規定による請求があった日から
５日以内に、その請求があった日から１４日以内の日を
理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければな
らない。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副
理事長が理事会を招集する。

理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれ
に当たる。ただし、理事長を選定する場合に限り、理事
の互選とする。

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する
理事を除く理事の３分の２以上が出席し、その過半数を
もって行う。
前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条
の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものと
みなす。

理事会の議事については、法令で定めるところにより、
議事録を作成する。
出席した理事長、監事及び当該理事会において議事録署名
人に選任された理事２名は、前項の議事録に記名押印する。

第７章　例会及び委員会　　

この法人は､ 正会員をもって構成する例会を年10回以上開
催するものとする｡ただし、社会情勢を鑑み、事業を行う
ことが不適切である場合には、スタッフ会議にて中止に
することができる。
例会の運営については､ 理事長が理事会の決議を得て､別
に定める｡

この法人に委員会を置く｡
委員会の数及び名称は理事会において定める。
それぞれの委員会は、理事１名以上と正会員若干名をもっ
て構成する。
委員会は、次に掲げる事項を行う。

（１）委員会が担当する事業に係る事業計画案を策定し、理事
会に提出すること。

（２）理事会の決議を得た事業を業務執行理事のもと、運営す
ること。

（３）事業終了後、理事会に報告すること。
委員会の委員の選任及び解任は、理事会において決議する。
その他の委員会の運営に関する事項については、理事会
において別に定める。

第８章　資産及び会計　　

この法人の事業年度は、毎年１月１日に始まり、同年12
月３１日に終わる。

この法人の事業計画書及び収支予算書並びに資金調達及
び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業
年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の
決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これ
を変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度
が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するもの
とする。

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終

了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた後、
理事会及び、通常総会の承認を受けなければならない。

（１）事業報告
（２）事業報告の附属明細書
（３）貸借対照表
（４）正味財産増減計算書
（５）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
（６）財産目録

前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備
え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名
簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するもの
とする。

（１）監査報告
（２）理事及び監事の名簿
（３）理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する

数値のうち重要なものを記載した書類

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、
当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算
定し、前条第２項第４号の書類に記載するものとする。

第９章　定款の変更及び解散　　

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由に
より解散する。

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合
併により法人が消滅する場合（その権利義務を承継する法
人が公益法人であるときを除く。）には、総会の決議を経て、
公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益
認定の取消しの日又は当該合併の日から１か月以内に、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第
５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体
に贈与するものとする。

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、
総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律第５条第17号に掲げる法人又は国若し
くは地方公共団体に贈与するものとする。
　　　

第１０章　公告の方法　　

この法人の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告を
することができない場合は、官報に掲載する方法による。
　　

附　　則　　
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条
第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の理事長は、田中弘和とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第１項に定め
る特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を
行ったときは、第３８条の規定にかかわらず、解散の登
記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を
事業年度の開始日とする。
この定款の変更は、令和2 年１月1 日より施行する。
この定款の変更は、令和2 年2 月1 日に訴求し施行する。

第 １ 章　目　的　　

第１条 本規定は本会議所会員の資格及び入会希望者の取
り扱いに関する事項を規定したものである。
本会議所の会員は､ 正会員､ 特別会員､ 及び賛助会員の３
種とする｡
定款第６条第１項のただし書きについては､ １月１日に満
40才に達した正会員も含むものとする｡

第2 章　入　会　　

本会議所に正会員（サポート会員を除く。）として入会を希望
するものは､所定の入会申込書を提出しなければならない｡
理事会は､ 入会資格調査を会員拡大担当委員会へ委託する。
会員拡大担当委員会は､入会希望者に面接するとともに入
会資格の適否を調査し､ その結果を理事会に答申する｡
 入会希望者は､ 入会に関する研修を受けなければならない。
理事会は答申に基づき審査し､ 入会の適否を決定する｡入
会の諾否は､ 理事長が入会申込者に書面で通知する｡
入会を承諾された者は､ 入会金の納入をもって正会員とな
る｡ ただし､ 入会承認後１ヶ月以内に会費入会金の納入を
しない場合はこの限りではない｡

第 3 章　会　費　　

定款第８条に定める入会金ならびに年会費は次の通りと
する｡
入 会 金　正 会 員    　金20,000円（ サポート会員を除く）
　　　　  特別会員　　金60,000円（ 終身会費） 　
年 会 費　正 会 員    　金96,000円（ サポート会員を除く）
　　　　  サポート会員　金48,000円
　　　　  賛助会員　　金10,000円（一口）
　　　　  法人賛助会員　金120,000円（一口）
正会員は毎年１月末日までにその会費を納付しなければ
ならない｡ ただし､ １月末日､ ６月末日の年２回の分割納

付は妨げない｡ 　　
会員が年度途中入会の場合は､ 年会費の在籍月割り額とし
原則として一括で納付する｡ ただし、月払いの分割納入を
妨げない。
特別会員は会員になりたるときより２ヶ月以内にその会
費を納入しなければならない｡
賛助会員は､ 原則として毎年１月末日までにその会費を納
入しなければならない｡ ただし理事会の決議により分割を
認める｡
法人賛助会員になることを希望する場合は、所定の申込
書を提出し、理事会の承認を得ることで法人賛助会員と
なることができる。年度途中で承認を受けた法人賛助会
員の年会費は在籍月割り額とし、随時の会費を納入する
ことができる。理事会において入会を承認された月から
年度内の会費を一括納入するものとし、年度の途中で法
人賛助会員を退会しても返金はしないものとする。
法人賛助会員は、前年度より同会員として継続する場合
には、毎年１月末日までにその会費を納付しなければな
らない ｡ ただし､１月末日､６月末日の年２回の分割納付は
妨げない ｡

第4 章　会員の失格　　

定款第10条に定める行為があった時は､ 総務担当委員会が
実情を調査して理事会に報告する｡
年会費を所定の納期までに納入しない会員に対しては､財
務を担当する理事は勧告を行い理事会に報告しなければ
ならない｡
例会及び委員会に対して欠席が連続６回に及んだ会員の
所属委員長は､ 会員に対して勧告を行い､ 勧告後１ヶ月以
内に適切なる善処の意思表示及び行為のない場合は理事
会に報告する｡
前条ならびに第11条の報告を受けた理事会は､ 当該会員の
過去の状況等を勘案し､ その決議により退会せしむること
ができる｡

第 5 章　休　会　　

正会員が長期の病気又は海外出張等により､ 例会、委員会、
その他一切の行事に出席不可能の場合は､ 休会することが
できる｡ ただし､ この場合正会員は､ 休会届を理事長に提
出し､ 理事会の承認を得なければならない｡
休会中の会費は､ これを免除しない｡ ただし､ 突然の災禍
などの理由で休会を承認された会員に対し理事会の決議
にて会費の一部又は全額を免除することができる｡
前条の休会の期限は､ １ヶ年以内とする｡ ただし､ 理事会
においてこれを延長することができる｡

第 6 章　特別会員　　

定款第６条第１項２号の有資格者で特別会員を希望する
ものは､ 理事会の承認を得､ 所定の入会金を納入したのち
特別会員になることができる｡
特別会員は本会議所の総会､理事会を除くあらゆる会合､
行事に参加できる｡ ただし､ 一切の表決権及び選挙権なら
びに被選挙権を有しない｡

第 7 章　賛助会員　　

本会議所の趣旨に賛同し､ その事業の発展を助成すること
を望む個人､ 法人及び団体は理事会の決定により賛助会員
として入会することができる｡ ただし､ 会費を納入しない
時は退会とする｡
会員資格は１ヶ年限りとする
賛助会員を希望するものは､ 所定の申込書を理事会に提出
する｡
賛助会員は､ 本会議所の総会､ 理事会を除くあらゆる会合､ 
行事に参加できる｡ ただし､ 議長の許可を得た場合はこの
限りではない。また、一切の表決権及び選挙権ならびに
被選挙権を有しない｡

第 8 章　顧　問　　

この法人の顧問は次の２種とする｡

（１）顧問・本会議所の正会員でなく､ 青年会議所の活動に対し
て適切な指導又は助言を与えるもので､ 原則として任期は
１ヶ年とする｡ ただし､ 再任は妨げない｡

（２）特別顧問・本会議所の正会員たる理事長経験者｡ ただし直
前理事長は除く｡
特別顧問は､ 被選挙権及び理事会の表決権を有しない｡

細　　則　　
本規定の執行に関する細則は､ 理事会の決議を以って定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議を以って定める。

附　　則　　
本規定は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､ 昭和60年12月 6 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 昭和63年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 平成 ９ 年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 平成16年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は、平成23年12月６ 日より施行する。（改訂）
本規定は、平成28年10月13日より施行する。（改訂）
本規定は、令和 ２ 年 １ 月 １ 日より施工する。（改訂）
本規定は、令和 ４ 年 １ 月 ６ 日より施工する。（改訂）

第 １ 章　目　的　　

本規定は､ 本会議所の運宮を円滑にし､ その目的達成を容
易ならしめるため､ 組織､ 運営等に関する事項を規定する
ものである｡

第 2 章　役員の任務　　

本会議所の役員は・定款に定める事項のほか､ 次の任務を
有する
理事長

（１）本会議所の代表として対外的な発言をし､ 総ての事業の総

括責任をもつ｡
（２）公益社団法人日本青年会議所総会､ 地区協議会､ ブロック

協議会及び理事長会議に出席し､ 本会議所の有する表決権
の行使及び意見の発表を行う｡

（３）本会議所の総会及び理事会の議長を務める
直前理事長
理事会に出席し意見を求められたときは､ 理事長経験を生
かし､ 所務､ その他について必要な助言をする｡
副理事長

（１）理事長と連絡を密にして､ 常に意見の調整統一をし､ 本会
議所の円滑な運営のため一体となって努力する｡

（２）各々分掌の委員会を統轄して活発な活動をはかり､ 各委員
会の連絡調整を図る
専務理事
理事長及び副理事長と連絡を密にして､ 常に意見の調整と
統一をし､ 本会議所の運営並びに対外的な活動のため一体
となって努力する
理　　事
理事は､ 本会議所の目的達成のために事業を計画、 検討、
実施し､ かつその成果を確認して､ 議事録または報告書を
７日以内に担当副理事長を経て､ 理事長に提出する｡
監　　事

（１）監事は本会議所の業務及び財産状況を監査し､ 必要ある時
は理事長に報告書を提出しなけれぱならない｡

（２）監事は､ 他のいかなる職務を兼務することができない。
サポート会員
基本的には担当委員会・担当例会の参加を義務とし、そ
の他付属する事業等に関しては担当副理事長の判断に
よって依　　頼を行う。委員会運営につき委員長及び副
委員長へ対し事業の方向性、実現方法、タスク管理の助
言を行う。また、委員会運営がスムーズでない場合は理事、
副理事長へ報告をする。

第 3 章　出　席　　

６ヵ月毎に正会員の出席率を発表し､ 年間出席率を発表する。
年間出席率の最低限界を60％とし､ それ未満の会員は､理
事会の議を経て本会議所定款の定めるところにより､除名

することができる｡ ただし､ 当該会員は理事会において､ 
弁明の機会をあたえられる｡
 実質出席率とは､ 総会､ 例会､ 委員会､ 全体行事の出席率
をいい､ 役員の場合は理事会､ 新入会員の場合はオリエン
テーションの出席率も含む｡
正会員は､ すべての会合において欠席､ 遅刻､ 早退､ する場
合は､ 必ず届け出ること｡
病気その他､ 止むを得ない事由により､ 長期間にわたり出
席不可能な場合は休会として出席の義務を免除する｡ただ
し､ 休会届を理事長宛に提出し､ 受理された日より休会扱
いとする｡
青年会議所関係の公務のためにあらかじめ届け出て､ 総会、
例会､ 委員会及び理事会に欠席した場合は､ 出席したもの
として取扱う｡
正会員は､ すべての会合に出席するには､ 正服を着用し、
ネームプレート、ＪＣバッチを佩用しなければならない。
ただし､ ６、７、８、９月の会合で上衣を着用しない場合は、
この限りでない｡
（２）講師を招いての会合は､ 上項に限らず上衣を着用する。
会合の出席は､ 規定用紙に署名する事を原則とする｡

第 4 章　例会､ 定例理事会　　

例会は原則として毎月第２金曜日に開催する｡ ただし､理
事会の承認を得て変更することができる｡
例会の運営については､ 少なくとも前月の理事会において
承認を受けなければならない｡
定例理事会は､ 原則として毎月第１金曜日に開催するただ
し､ 当日が祝祭日となった場合は､ その限りでない｡
正会員たる理事長経験者､ 及び当該年度の日本青年会議所、
関東地区協議会､ 埼玉ブロック協議会出向役員は、理事会
に出席し意見を求められたときは､ 発言できる｡
理事会の議事の運営は､ 理事会議事運用規定でこれを定める。

第 5 章　室､ 委員会　　

本会議所定款第３条の目的を達成し､ 運営を適正かつ円滑
にするため室を置くことができる｡

室長は担当の室を代表し､ 担当の各委員会を総括する｡
室を担当する室長は､ 副理事長､ 専務理事､ 及び理事がこ
れにあたる｡
定款第３９条の規定に基づき委員会を設置する｡ ただし、
特別に必要な事由の生じたときは､ 理事会の決議により特
別委員会を設置することができる｡
特別委員会への重属は妨げない｡
委員会には委員長1 人､ 副委員長若干人及び委員若干人を
置く｡
委員長及び副委員長は､正会員のうちから理事長が理事会
の承認を得て任命する｡
委員は､正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任
命する｡
正会員は､ 理事長､ 直前理事長､ 副理事長､専務理事､室長､ 
監事を除き､ 原則として全員がいずれかの委員会に所属し
なければならない｡
委員長は､ 委員会を代表し、 委員会の会務を総括するととも
に､ 委員会誌を記録し､ 理事長に提出しなければならない。
副委員長は､ 委員長を補佐し､ 委員長事故あるときはその
職務を代行する｡
委員会は､ 委員長があらかじめ議題､ 日時､ 場所などを各
委員に通知して招集するものとする｡
委員会は､ 毎月１回以上開催し､ 独自の事業計画の確立と
実施の推進母体となる｡
委員会の会議の定足数は､ 委員の２分の１とする｡
委員会の決議は､ 出席委員の過半数をもって決する｡ ただ
し、 可否同数のときは委員長がこれを決する｡
委員長は､ 必要と認めた場合には､ 役員､ 特別会員､ 賛助会
員及び他の会員の出席を求めることができる｡

第 6 章　褒　賞　　

本会議所における褒賞は､ 青年会議所運動に顕著な功績の
あった個人､ 法人団体及び委員会に対して理事会の決定に
より行う｡ ただし､ 褒賞の方法等については､ その都度理
事会で決定する｡
年間実質出席率が100％の会員は､ 褒賞する｡

第 7 章　運営マニュアル　　

理事長は､ 本規定に沿って運営を円滑ならしめるため毎年度
運営マニュアルを理事会に提出し､ 承認を得るものとする。
本会議所の役員は､その普及に努めるものとする｡ 　　
運営マニュアル提出時期は､ １月理事会とする｡

細　　則　　
本規定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本規定は､昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､昭和63年12月２日より施行する｡（改訂）
本規定は、令和2 年１月１日より施行する。（改訂）

第 １ 章　総　則　　　　

本規定は､ 定款に定める理事会における会議の運用に関し、
円滑に議事を進行させるため制定し､ 定款､ 諸規定に定め
る事項のほかは､ これを適用する｡
本規定は､ 国際青年会議所が採用するロバート議事法に原
則としてもとづく｡

第 2 章　招　集　　

会議の招集は､ 会議の目的たる事項ならびに日時及び場所
を記載した文書をもって会日の５日前までに通知を発し
なければならない｡
会議に招集を受けたる者は､ 招集日の当日開会定刻前に会
議場に参集､ 所定の会議構成者名簿に署名をしなければな
らない｡
会議に招集を受けたる者が出席出来ないときは､ その理由を
付し会議開会の時刻前に招集者に届け出なければならない。

第 3 章　会　議　　

会議の議長は､ 定款第３５条に定める通りとする｡
会議の定足数は､ 定款第３６条に定める通りとする｡
会議の開会定刻より相当の時間を経てもなお定足数に達
しないときは､ 議長は会議の開始時間の遅延又は流会を宣
言することができる｡
会議中に定足数を欠くに至るおそれのあるときは､ 議長は
休憩又は流会を宣言することができる｡
会議において議長は公平な立場となり､ 会議の秩序を維持
し､ 本規定に定めるほか次のような事を行う｡
（１）開会の宣言 （２）会議の成立の宣言 （３）議事日程の宣言
（４）議事録作成人の指名（５）議事録署名人の指名
（６）前回議事録の承認を受けること（７）閉会の宣言
（８）会議の議決結果の外部への報告

第 4 章　議事日程　　

議長は会議時に議事日程及び会議に関する資料を出席者
に配布又は呈示しなければならない｡
議長が必要があるとき､ 又はその会議に議題を提出する権
利を有する構成者から動議が提出されたときは会議の議
を経て議事日程の順序を変更したり他の議題を追加する
ことができる｡ なお審議に至らなかった議題については、 
あらたに議事日程を定めたときは、その議題を最優先と
しなければならない｡

第 5 章　議題および動議　　

会議の議題提出権者は､ その会議において議題を提出する
権利を有すると同時に表決権を有するその会議の構成者
でなければならない｡
議題提出者が議題を提出するときは､ 開催予定日前の正副
理事長会議に文書をもって提案理由をつけて提出しなけ
ればならない｡ ただし､ 緊急とみなされた場合はこの限り
でない｡
同一議題で議決された事項を再度その会議において議題
として取り上げるときは､ 会議の表決権を有する出席構成

者の３分の２以上の同意を得なければならない｡
同一議事日程中に議決された事項はいかなる理由があろう
とも再度その会議に議題として取り上げることはできない。
動議は会議において他に１人以上のその会議の表決権を
有する出席構成者の賛成がなければならない｡
動議は会議において賛成支持されない前は自由に取り下
げることができる｡

第 6 章　議　事　　

議題を会議に付するときは議長にその旨宣告する｡
会議において議題提出者は提案主旨を記載した文書を資
料として配布し､ 必要があれば説明しなければならない｡
　

第 7 章　発　言　　

発言はすべて議長の許可を得なければならない｡
議長の許可のない発言は討議の対象にならない｡
会議において発言しようとする者は､ 挙手をして議長の許
可を得て発言しなければならない｡
２人以上挙手をして発言を求めたときは､ 議長は先挙手者
と認めた者を指名する｡
発言はすべて簡明を旨とし議題外にわたりまたはその範
囲を超えてはならない｡
議長は発言が会議の品位をきずつけ､ 又は議事妨害である
と認めるときは注意し､ なお従わない場合は発言を禁止す
ることができる｡
議長は討議の進行において最初に反対者を発言させ､ つぎ
に賛成者と反対者を交互に指名するように努めなければ
ならない｡
発言は原則として１議題につき､ １人２回５分以内の範囲
で行う｡ ただし､ 議事進行上その適用は議長の判断とし回
数､ 時間等を議長により制限されることがある｡

第 8 章　採　決　　

議長は採決をとろうとするときは表決にうつる旨を告げる。
採決は次の方法による｡

（１）口頭 （２）拍手（３）挙手（４）起立
（５）記名投票（ ６）無記名投票
採決はまず否決案について行い､ 次に修正案､ 原案をあとに
する。修正案が多い場合､ 原案に最も遠いものより採決する。
採決は先ず賛成をとり､ 次に反対をとる｡

第 9 章　議事録　　

議事録は議長から指名された書記により議事に関し忠実
に記載しなければならない｡ また書記は作成した議事録を
議長及び議事録署名人に会議開催後10日以内に届け出な
ければならない｡
前条で届け出を受けた議長､ 議事録署名人は訂正修正箇所
があれば指摘し､ 直ちに署名捺印の上､ 書記に返却しなけ
ればならない｡
前条にて確認された議事録は､ 書記により会議構成者に次
回の理事会までに提出しなければならない｡
議事録はいかなる理由があろうとも内容を変えることは
できず､ あくまで事実の内容に対する誤文・誤字の訂正に
とどまる。

第 10 章　傍　聴　　

会議を傍聴しようとする者は､ 議長の許可を得なければな
らない｡
傍聴者は､ 会議の開会中は会議における討議に対して賛否
を表明したりして議事を妨害するような言動をしてはな
らない｡ なお､ 傍聴者が議事の進行を妨害した場合は議長
はその者を退場させることができる｡

第 11 章　事前の会議　　

理事会に先立って正副理事長会議を開催しなければならない。
正副理事長会議は､ 理事長がその職務を遂行するにあたり、
政策ならびに運営について､ 意見の交換をし､ 大局的な方
針を決定する｡
正副理事長会議構成は､ 理事長､ 直前理事長､ 副理事長､専
務理事とし､ 招集及び議長は理事長がこれに当たる｡

財務担当理事､ 及び事務局担当理事と総務担当委員長は､
常時出席できる｡ このほか､ 正副理事長会議構成者が必要
と認めた者は､ 出席できる｡
当会議は議決権を有しない｡ ただし､ 理事会より一任され
た事項はこの限りではない｡

細　　則　　
本規定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本規定は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､平成28年10月13日より施行する｡

第 1 章　目　的　　　

本規定は､ 本会議所の運営を円滑にし､ その目的達成を容
易ならしめるため､ 事務局､ 会計経理､ 慶弔､ 旅費等に関す
る事項を規定するものである｡

第 2 章　事務局　　　

事務局には､ 事務局長を置くことができ､ 事務局長は､ 専
務理事の指揮を受け事務局の統轄､ 管理にあたる｡
総会及び理事会の議事録は､ 総務担当委員会がこれを作成
し事務局に備え付けるものとする｡
事務局は､ 事業年度毎に次の分類に従い文書等を整理、保
存しなければならない｡

（１）本会議所の定款ならびに諸規定　　　　　永久保存
（２）総会及び理事会の議事録　　　　　　　　永久保存
（３）本会議所内部の文書　　　　　　　　　５年間保存
（４）公益社団法人日本青年会議所及び
　　各地青年会議所関係の文書綴　　　　　１年間保存
（５）本会議所会報綴　　　　　　　　　 　　　永久保存

（６）事務局日誌　　　　　　　　　　　　　３年間保存
（７）受発信簿　　　　　　　　　　　　　　１年間保存
（８）会員名簿　　　　　　　　　　　　　　　永久保存
（９）許可､ 認可等に関する書類
（10）登記に関する書類
（11）役員の氏名､ 住所及び略歴を記載した書類ならびにその就

任の承諾を証する書類
（12）資産台帳
（13） 現事業年度及び過去３年間の収入及び支出に関する帳簿、

証拠書類
（14）各事業年度末における財産目録及び収支決算書
（15）現事業年度の事業計画書及び収支予算書
（16）知事が当該法人を監督するために発した書類
（17）前各号に掲げるもののほか､ 知事が特に必要と認める書類

及び帳簿
事務局長は､ 備品台帳を整備し､ 出入を記載し､ 備品を完
全に管理しなければならない。

第 3 章　会計経理　　

本会議所の会計に用いる諸帳簿は､ 次の通りとする｡
（１）帳簿　　　　総勘定元帳､ 現預金出納帳､ 会費徴収簿
（２）決算書類及び諸表　　貸借対照表､ 収支決算書､
　　　　　　　　　　　　事業報告書､ 監査報告書､ 　　
　　　　　　　　　　　　財産目録等
（３）伝票　　　　入会伝票 ､ 出金伝票 ､ 振替伝票
金銭の出納は､ 財務を担当する理事が責任管理し、次の証
憑を揃えて起票し､ 期日順に整理するものとする｡

（１）収入については､ 発行した領収書控
（２）収支については､ 受領した領収書
（３）領収書徴収不能のもとについては､ 受領不能理由を記載し

た支払証明書
出納は､ つとめて銀行の普通及び当座預金口座によって処
理し､ 口座名義は理事長とし理事長印を使用する｡
各委員会の予算の範囲内における支出は各委員長が所定の支
払請求書に捺印の上､ 事務局に提出する｡ ならびに単位事業
が完了したときは､ 速やかに計算書証憑及び関係書類を揃え
捺印の上事務局に提出し､ 事務局は会計担当理事に提出する。

特に予算外の支出を必要とする時には理事会の承認を得
るものとする｡
財務を担当する理事は､ 決算にあたって前払費用、未収金、
未払金等を整理し、仮払勘定は、原則としてそれぞれ担
当の科目に振替え､ 関係帳簿を照合､ かつ整理し銀行預金
残高証明書類をととのえなければならない｡
会計諸帳簿は､ 次の区分に従い保存するものとする｡
（１）決算書類　　　　　　　　　　　　　永久保存
（２）その他の会計書類　　　　　　　　５年間保存

第 4 章　慶　弔　　

正会員の慶弔に関しては､ 次の基準により慶弔金もしくは
記念品を贈る｡

（１）正会員の結婚　　　　　10,000円
（２）正会員の死亡　　　　　30,000円及び供花
（３）正会員の入院 　　　　　 5,000円（2 週間以上の場合）
（４）正会員の家族の死亡 　供花（ 会員の両親及び、夫、妻 、子）
（５）正会員の出産 　　　　   10,000円

金額等については､ 毎年頭初の理事会により決議する｡

第 5 章　旅　費　　

理事長の命じた事務局員の公務出張に対しては､ 次の通り
旅費を支給する｡

（１）目的地までの往復普通料金相当額（用務の都合により特別
急行料金を加算する）

（２）宿泊費は､ 実費相当額
（３）日当は１日5,000円

理事会の命じた会員の公務出張に対しては､ 理事会の議を
へて前条に準じた旅費を支給することができる｡

細　　則　　
本則定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本則定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本則は､ 昭和58年12月10日より施行する｡

（総会の議事録）
第20条　　

　　２　　

　　
（役員の設置）
第21条　

　　２　

　　３　

（役員の選任）
第22条　　
　　２　

　　３　　
（理事の職務及び権限）
第23条　

　　２　

　　３　

　　４

（監事の職務及び権限）
第24条　　

　　２　

（役員の任期）
第25条　

　　２　

　　３

　　４　　

（役員の解任）
第26条　

（役員の報酬等）
第27条　　　
（直前理事長）
第28条　　

　　２　

　　３　　
　　４　
（特別顧問）
第29条　

　　２

　　３　　
　　４　

（理事会の構成）
第30条　
　　２　
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第 １ 章　総　則　　

この法人は、公益社団法人こだま青年会議所と称する。

この法人は、主たる事務所を埼玉県本庄市朝日町三丁目
1番35号に置く。

第２章　目的及び事業　　

この法人は､ 地域社会及び国家の発展を図り､ 会員の連携
と指導力の啓発に努めるとともに､ 国際的理解を深め､世
界の平和に寄与することを目的とする｡

この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を
目的として、その事業を行わない。
この法人は、これを特定の政党のために利用しない。
　
この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を
行う。

（１）政治、経済、社会、福祉、環境、文化等に関する調査、
研究及び企画立案に関する事業

（２）児童又は青少年の健全育成事業
（３）地域における諸問題の調査研究及び地域貢献事業
（４）教育、スポーツなどを通じて心身の健全な発達に寄与し、

又は豊かな人間性を涵養する事業
前項のほか、公益目的事業の推進に資するため必要に応
じ次の事業を行う。

（１）会員の指導力啓発の知識の修得及び教養の向上並びに能
力の開発を図る事業

（２）国際青年会議所､公益社団法人日本青年会議所､ 国内
及び国外の青年会議所その他の諸団体と提携し、相互の
理解と親善を増進する事業

（３）その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第１項の事業は埼玉県において行うものとする。

第３章　会　員　　

この法人に次の会員を置く。
（１）正会員　本庄市、児玉郡に住所又は勤務先を有する年齢

20歳以上40歳未満の品格ある青年、及び直前理事長。
ただし、正会員である事業年度中に40歳に達した者は、当
該年度中は正会員の資格を有する。また、満45歳以下で（公
社）こだま青年会議所を卒業した者のうち理事長より依頼を
受け快諾をいただき、かつ正会員になることにつき理事会で
承認を受けた者（以下「サポート会員」とする）も正会員とする。

（２）特別会員　40歳に達した年の事業年度の終了する日に正
会員であった者で、特別会員となることを希望する者

（３）賛助会員　この法人の目的に賛同し、賛助することを望
む個人及び団体で､ 理事会において入会を承認されたもの
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律（以下「一般社団・財団法人法」とい
う。）上の社員とする。

この法人の正会員になろうとする者は、入会申込書を理
事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
正会員以外の会員の入会に関する事項は、理事会におい
て別に定める。

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を支払
う義務を負う。なお、社会情勢等に鑑みやむを得ず事業
を行えなかった場合等には、総会の決議により会員へ一
律会費の一部を返戻することができる。

会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提
出することにより任意にいつでも退会することができる。
　
正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会
の決議によって当該正会員を除名することができる。

（１）この定款その他の規則に違反したとき。
（２）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした

とき。
（３）その他除名すべき正当な事由があるとき。

前項の規定により正会員を除名しようとするときは､当該
会員に総会の日から７日以上前までにその旨を通知する
とともに､ 当該会員の除名の決議を行う総会において､ 弁
明の機会を与えなければならない｡
特別会員又は賛助会員が第1 項各号の一に該当するときは、
理事会の決議により、当該会員を除名することができる。

前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当する
に至ったときは、その資格を喪失する。

（１）総正会員が同意したとき。
（２）当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第４章　総　会　　

総会は、すべての正会員をもって構成する。
前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会
とする。

総会は、次の事項について決議する。
（１）正会員の除名
（２）理事及び監事の選任又は解任
（３）理事長候補者の選出
（４）事業計画及び収支予算並びにその変更の承認
（５）事業報告及び決算の承認
（６）定款の変更
（７）解散及び残余財産の処分
（８）理事会において総会に付議した事項
（９）その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定

められた事項

総会は、通常総会として毎年度１月に開催するほか、９月、
１２月、その他必要がある場合に開催する。
前項の通常総会をもって一般社団・財団法人法上の定時
社員総会とする。

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の
決議に基づき理事長が招集する。
総正会員の議決権の５分の１以上の議決権を有する正会

員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の
理由を示して、総会の招集を請求することができる。
理事長は、前項の請求があった日から30日以内に臨時総
会を招集しなければならない。
総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び目的であ
る事項並びに書面又は電磁的方法による表決の可否その他
法令で定める事項を示した書面により、少なくとも総会の
日の14日前までに正会員に通知しなければならない。

総会の議長は､当該総会において正会員の中から選出する。

総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。

（総会の決議は、総正会員の議決権の３分の２以上を有す
る正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半
数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数
以上であって、総正会員の議決権の３分の２以上に当た
る多数をもって行う。

（１）正会員の除名
（２）監事の解任
（３）定款の変更
（４）合併
（５）解散
（６）その他法令で定められた事項

理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候
補者ごとに第１項の決議を行わなければならない。理事又
は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場
合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い
順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

総会に出席できない正会員は、法令で定めるところにより、
あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法
をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を
委任することができる。ただし、書面又は電磁的方法に
よる表決は、第15条第４項において、書面又は電磁的方
法による表決ができるとされている場合に限り適用する。
前項の表決があった場合において、前条の規定の適用に

ついては出席したものとみなす。

総会の議事については、法令で定めるところにより、議
事録を作成する。
議長、理事長及び当該総会において選出された２名以上
の理事は、前項の議事録に記名押印する。

第５章　役員等　　

この法人に、次の役員を置く。
（１）理事　15名以上30名以内
（２）監事　２名以上３名以内

理事のうち１名を理事長、２名以上５名以内を副理事長、
１名を専務理事とする。
前項の理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表
理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第
１項第２号の業務執行理事とする。

理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によっ
て理事の中から選定する。
監事は、この法人の理事を兼務することはできない。

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めると
ころにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、こ
の法人を代表し、その業務を執行する。
副理事長及び専務理事は、理事長を補佐し、法令及びこ
の定款で定めるところにより、この法人の業務を分担執
行する。
理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に４か月
を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理
事会に報告しなければならない。

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるとこ
ろにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、
この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

理事として選任された者は、選任された翌年の1 月1 日に
就任し、その年の12 月31 日に任期を満了とする。
監事として選任された者は、選任された翌年の1 月1 日に
就任し、選任された翌々年の12 月31 日に任期を満了とする。
前２項にかかわらず、補欠として選任された理事又は監
事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなると
きは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに
選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として
の権利義務を有する。

理事及び監事は、総会の決議によって解任することがで
きる。

理事及び監事は、無報酬とする。

この法人に任意の機関として、直前理事長１名を置くこ
とができる。
直前理事長は、次の職務を行う。

（１）理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
（２）この法人の運営に関して、必要な助言をすること。

直前理事長の選任及び解任は、総会において決議する。
直前理事長は、無報酬とする。

この法人に任意の機関として、特別顧問4 名以内を置くこ
とができる。
特別顧問は、次の職務を行う。

（１）理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
（２）この法人の運営に関して、理事長の諮問に答え、又は助

言をすること。
特別顧問の選任及び解任は、総会において決議する。
特別顧問は、無報酬とする。

第６章　理事会　　

この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。

直前理事長及び特別顧問は、理事会に出席し、意見を述
べることができる。
理事以外の正会員は、理事会に出席し、議長の指名によ
り意見を述べることができる。

理事会は、次の職務を行う。
（１）この法人の業務執行の決定
（２）理事の職務の執行の監督
（３）理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

理事会は、毎月１回、理事長が招集する。
前項のほか、次の各号の一に該当する場合には、理事長
が臨時理事会を招集する。

（１）理事長が必要と認めたとき。
（２）理事又は監事から、理事長に対し、理事会の招集の請求

があったとき。
理事長は、前項第２号の規定による請求があった日から
５日以内に、その請求があった日から１４日以内の日を
理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければな
らない。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副
理事長が理事会を招集する。

理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれ
に当たる。ただし、理事長を選定する場合に限り、理事
の互選とする。

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する
理事を除く理事の３分の２以上が出席し、その過半数を
もって行う。
前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条
の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものと
みなす。

理事会の議事については、法令で定めるところにより、
議事録を作成する。
出席した理事長、監事及び当該理事会において議事録署名
人に選任された理事２名は、前項の議事録に記名押印する。

第７章　例会及び委員会　　

この法人は､ 正会員をもって構成する例会を年10回以上開
催するものとする｡ただし、社会情勢を鑑み、事業を行う
ことが不適切である場合には、スタッフ会議にて中止に
することができる。
例会の運営については､ 理事長が理事会の決議を得て､別
に定める｡

この法人に委員会を置く｡
委員会の数及び名称は理事会において定める。
それぞれの委員会は、理事１名以上と正会員若干名をもっ
て構成する。
委員会は、次に掲げる事項を行う。

（１）委員会が担当する事業に係る事業計画案を策定し、理事
会に提出すること。

（２）理事会の決議を得た事業を業務執行理事のもと、運営す
ること。

（３）事業終了後、理事会に報告すること。
委員会の委員の選任及び解任は、理事会において決議する。
その他の委員会の運営に関する事項については、理事会
において別に定める。

第８章　資産及び会計　　

この法人の事業年度は、毎年１月１日に始まり、同年12
月３１日に終わる。

この法人の事業計画書及び収支予算書並びに資金調達及
び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業
年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の
決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これ
を変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度
が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するもの
とする。

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終

了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた後、
理事会及び、通常総会の承認を受けなければならない。

（１）事業報告
（２）事業報告の附属明細書
（３）貸借対照表
（４）正味財産増減計算書
（５）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
（６）財産目録

前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備
え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名
簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するもの
とする。

（１）監査報告
（２）理事及び監事の名簿
（３）理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する

数値のうち重要なものを記載した書類

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、
当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算
定し、前条第２項第４号の書類に記載するものとする。

第９章　定款の変更及び解散　　

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由に
より解散する。

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合
併により法人が消滅する場合（その権利義務を承継する法
人が公益法人であるときを除く。）には、総会の決議を経て、
公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益
認定の取消しの日又は当該合併の日から１か月以内に、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第
５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体
に贈与するものとする。

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、
総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律第５条第17号に掲げる法人又は国若し
くは地方公共団体に贈与するものとする。
　　　

第１０章　公告の方法　　

この法人の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告を
することができない場合は、官報に掲載する方法による。
　　

附　　則　　
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条
第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の理事長は、田中弘和とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第１項に定め
る特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を
行ったときは、第３８条の規定にかかわらず、解散の登
記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を
事業年度の開始日とする。
この定款の変更は、令和2 年１月1 日より施行する。
この定款の変更は、令和2 年2 月1 日に訴求し施行する。

第 １ 章　目　的　　

第１条 本規定は本会議所会員の資格及び入会希望者の取
り扱いに関する事項を規定したものである。
本会議所の会員は､ 正会員､ 特別会員､ 及び賛助会員の３
種とする｡
定款第６条第１項のただし書きについては､ １月１日に満
40才に達した正会員も含むものとする｡

第2 章　入　会　　

本会議所に正会員（サポート会員を除く。）として入会を希望
するものは､所定の入会申込書を提出しなければならない｡
理事会は､ 入会資格調査を会員拡大担当委員会へ委託する。
会員拡大担当委員会は､入会希望者に面接するとともに入
会資格の適否を調査し､ その結果を理事会に答申する｡
 入会希望者は､ 入会に関する研修を受けなければならない。
理事会は答申に基づき審査し､ 入会の適否を決定する｡入
会の諾否は､ 理事長が入会申込者に書面で通知する｡
入会を承諾された者は､ 入会金の納入をもって正会員とな
る｡ ただし､ 入会承認後１ヶ月以内に会費入会金の納入を
しない場合はこの限りではない｡

第 3 章　会　費　　

定款第８条に定める入会金ならびに年会費は次の通りと
する｡
入 会 金　正 会 員    　金20,000円（ サポート会員を除く）
　　　　  特別会員　　金60,000円（ 終身会費） 　
年 会 費　正 会 員    　金96,000円（ サポート会員を除く）
　　　　  サポート会員　金48,000円
　　　　  賛助会員　　金10,000円（一口）
　　　　  法人賛助会員　金120,000円（一口）
正会員は毎年１月末日までにその会費を納付しなければ
ならない｡ ただし､ １月末日､ ６月末日の年２回の分割納

付は妨げない｡ 　　
会員が年度途中入会の場合は､ 年会費の在籍月割り額とし
原則として一括で納付する｡ ただし、月払いの分割納入を
妨げない。
特別会員は会員になりたるときより２ヶ月以内にその会
費を納入しなければならない｡
賛助会員は､ 原則として毎年１月末日までにその会費を納
入しなければならない｡ ただし理事会の決議により分割を
認める｡
法人賛助会員になることを希望する場合は、所定の申込
書を提出し、理事会の承認を得ることで法人賛助会員と
なることができる。年度途中で承認を受けた法人賛助会
員の年会費は在籍月割り額とし、随時の会費を納入する
ことができる。理事会において入会を承認された月から
年度内の会費を一括納入するものとし、年度の途中で法
人賛助会員を退会しても返金はしないものとする。
法人賛助会員は、前年度より同会員として継続する場合
には、毎年１月末日までにその会費を納付しなければな
らない ｡ ただし､１月末日､６月末日の年２回の分割納付は
妨げない ｡

第4 章　会員の失格　　

定款第10条に定める行為があった時は､ 総務担当委員会が
実情を調査して理事会に報告する｡
年会費を所定の納期までに納入しない会員に対しては､財
務を担当する理事は勧告を行い理事会に報告しなければ
ならない｡
例会及び委員会に対して欠席が連続６回に及んだ会員の
所属委員長は､ 会員に対して勧告を行い､ 勧告後１ヶ月以
内に適切なる善処の意思表示及び行為のない場合は理事
会に報告する｡
前条ならびに第11条の報告を受けた理事会は､ 当該会員の
過去の状況等を勘案し､ その決議により退会せしむること
ができる｡

第 5 章　休　会　　

正会員が長期の病気又は海外出張等により､ 例会、委員会、
その他一切の行事に出席不可能の場合は､ 休会することが
できる｡ ただし､ この場合正会員は､ 休会届を理事長に提
出し､ 理事会の承認を得なければならない｡
休会中の会費は､ これを免除しない｡ ただし､ 突然の災禍
などの理由で休会を承認された会員に対し理事会の決議
にて会費の一部又は全額を免除することができる｡
前条の休会の期限は､ １ヶ年以内とする｡ ただし､ 理事会
においてこれを延長することができる｡

第 6 章　特別会員　　

定款第６条第１項２号の有資格者で特別会員を希望する
ものは､ 理事会の承認を得､ 所定の入会金を納入したのち
特別会員になることができる｡
特別会員は本会議所の総会､理事会を除くあらゆる会合､
行事に参加できる｡ ただし､ 一切の表決権及び選挙権なら
びに被選挙権を有しない｡

第 7 章　賛助会員　　

本会議所の趣旨に賛同し､ その事業の発展を助成すること
を望む個人､ 法人及び団体は理事会の決定により賛助会員
として入会することができる｡ ただし､ 会費を納入しない
時は退会とする｡
会員資格は１ヶ年限りとする
賛助会員を希望するものは､ 所定の申込書を理事会に提出
する｡
賛助会員は､ 本会議所の総会､ 理事会を除くあらゆる会合､ 
行事に参加できる｡ ただし､ 議長の許可を得た場合はこの
限りではない。また、一切の表決権及び選挙権ならびに
被選挙権を有しない｡

第 8 章　顧　問　　

この法人の顧問は次の２種とする｡

（１）顧問・本会議所の正会員でなく､ 青年会議所の活動に対し
て適切な指導又は助言を与えるもので､ 原則として任期は
１ヶ年とする｡ ただし､ 再任は妨げない｡

（２）特別顧問・本会議所の正会員たる理事長経験者｡ ただし直
前理事長は除く｡
特別顧問は､ 被選挙権及び理事会の表決権を有しない｡

細　　則　　
本規定の執行に関する細則は､ 理事会の決議を以って定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議を以って定める。

附　　則　　
本規定は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､ 昭和60年12月 6 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 昭和63年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 平成 ９ 年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 平成16年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は、平成23年12月６ 日より施行する。（改訂）
本規定は、平成28年10月13日より施行する。（改訂）
本規定は、令和 ２ 年 １ 月 １ 日より施工する。（改訂）
本規定は、令和 ４ 年 １ 月 ６ 日より施工する。（改訂）

第 １ 章　目　的　　

本規定は､ 本会議所の運宮を円滑にし､ その目的達成を容
易ならしめるため､ 組織､ 運営等に関する事項を規定する
ものである｡

第 2 章　役員の任務　　

本会議所の役員は・定款に定める事項のほか､ 次の任務を
有する
理事長

（１）本会議所の代表として対外的な発言をし､ 総ての事業の総

括責任をもつ｡
（２）公益社団法人日本青年会議所総会､ 地区協議会､ ブロック

協議会及び理事長会議に出席し､ 本会議所の有する表決権
の行使及び意見の発表を行う｡

（３）本会議所の総会及び理事会の議長を務める
直前理事長
理事会に出席し意見を求められたときは､ 理事長経験を生
かし､ 所務､ その他について必要な助言をする｡
副理事長

（１）理事長と連絡を密にして､ 常に意見の調整統一をし､ 本会
議所の円滑な運営のため一体となって努力する｡

（２）各々分掌の委員会を統轄して活発な活動をはかり､ 各委員
会の連絡調整を図る
専務理事
理事長及び副理事長と連絡を密にして､ 常に意見の調整と
統一をし､ 本会議所の運営並びに対外的な活動のため一体
となって努力する
理　　事
理事は､ 本会議所の目的達成のために事業を計画、 検討、
実施し､ かつその成果を確認して､ 議事録または報告書を
７日以内に担当副理事長を経て､ 理事長に提出する｡
監　　事

（１）監事は本会議所の業務及び財産状況を監査し､ 必要ある時
は理事長に報告書を提出しなけれぱならない｡

（２）監事は､ 他のいかなる職務を兼務することができない。
サポート会員
基本的には担当委員会・担当例会の参加を義務とし、そ
の他付属する事業等に関しては担当副理事長の判断に
よって依　　頼を行う。委員会運営につき委員長及び副
委員長へ対し事業の方向性、実現方法、タスク管理の助
言を行う。また、委員会運営がスムーズでない場合は理事、
副理事長へ報告をする。

第 3 章　出　席　　

６ヵ月毎に正会員の出席率を発表し､ 年間出席率を発表する。
年間出席率の最低限界を60％とし､ それ未満の会員は､理
事会の議を経て本会議所定款の定めるところにより､除名

することができる｡ ただし､ 当該会員は理事会において､ 
弁明の機会をあたえられる｡
 実質出席率とは､ 総会､ 例会､ 委員会､ 全体行事の出席率
をいい､ 役員の場合は理事会､ 新入会員の場合はオリエン
テーションの出席率も含む｡
正会員は､ すべての会合において欠席､ 遅刻､ 早退､ する場
合は､ 必ず届け出ること｡
病気その他､ 止むを得ない事由により､ 長期間にわたり出
席不可能な場合は休会として出席の義務を免除する｡ただ
し､ 休会届を理事長宛に提出し､ 受理された日より休会扱
いとする｡
青年会議所関係の公務のためにあらかじめ届け出て､ 総会、
例会､ 委員会及び理事会に欠席した場合は､ 出席したもの
として取扱う｡
正会員は､ すべての会合に出席するには､ 正服を着用し、
ネームプレート、ＪＣバッチを佩用しなければならない。
ただし､ ６、７、８、９月の会合で上衣を着用しない場合は、
この限りでない｡
（２）講師を招いての会合は､ 上項に限らず上衣を着用する。
会合の出席は､ 規定用紙に署名する事を原則とする｡

第 4 章　例会､ 定例理事会　　

例会は原則として毎月第２金曜日に開催する｡ ただし､理
事会の承認を得て変更することができる｡
例会の運営については､ 少なくとも前月の理事会において
承認を受けなければならない｡
定例理事会は､ 原則として毎月第１金曜日に開催するただ
し､ 当日が祝祭日となった場合は､ その限りでない｡
正会員たる理事長経験者､ 及び当該年度の日本青年会議所、
関東地区協議会､ 埼玉ブロック協議会出向役員は、理事会
に出席し意見を求められたときは､ 発言できる｡
理事会の議事の運営は､ 理事会議事運用規定でこれを定める。

第 5 章　室､ 委員会　　

本会議所定款第３条の目的を達成し､ 運営を適正かつ円滑
にするため室を置くことができる｡

室長は担当の室を代表し､ 担当の各委員会を総括する｡
室を担当する室長は､ 副理事長､ 専務理事､ 及び理事がこ
れにあたる｡
定款第３９条の規定に基づき委員会を設置する｡ ただし、
特別に必要な事由の生じたときは､ 理事会の決議により特
別委員会を設置することができる｡
特別委員会への重属は妨げない｡
委員会には委員長1 人､ 副委員長若干人及び委員若干人を
置く｡
委員長及び副委員長は､正会員のうちから理事長が理事会
の承認を得て任命する｡
委員は､正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任
命する｡
正会員は､ 理事長､ 直前理事長､ 副理事長､専務理事､室長､ 
監事を除き､ 原則として全員がいずれかの委員会に所属し
なければならない｡
委員長は､ 委員会を代表し、 委員会の会務を総括するととも
に､ 委員会誌を記録し､ 理事長に提出しなければならない。
副委員長は､ 委員長を補佐し､ 委員長事故あるときはその
職務を代行する｡
委員会は､ 委員長があらかじめ議題､ 日時､ 場所などを各
委員に通知して招集するものとする｡
委員会は､ 毎月１回以上開催し､ 独自の事業計画の確立と
実施の推進母体となる｡
委員会の会議の定足数は､ 委員の２分の１とする｡
委員会の決議は､ 出席委員の過半数をもって決する｡ ただ
し、 可否同数のときは委員長がこれを決する｡
委員長は､ 必要と認めた場合には､ 役員､ 特別会員､ 賛助会
員及び他の会員の出席を求めることができる｡

第 6 章　褒　賞　　

本会議所における褒賞は､ 青年会議所運動に顕著な功績の
あった個人､ 法人団体及び委員会に対して理事会の決定に
より行う｡ ただし､ 褒賞の方法等については､ その都度理
事会で決定する｡
年間実質出席率が100％の会員は､ 褒賞する｡

第 7 章　運営マニュアル　　

理事長は､ 本規定に沿って運営を円滑ならしめるため毎年度
運営マニュアルを理事会に提出し､ 承認を得るものとする。
本会議所の役員は､その普及に努めるものとする｡ 　　
運営マニュアル提出時期は､ １月理事会とする｡

細　　則　　
本規定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本規定は､昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､昭和63年12月２日より施行する｡（改訂）
本規定は、令和2 年１月１日より施行する。（改訂）

第 １ 章　総　則　　　　

本規定は､ 定款に定める理事会における会議の運用に関し、
円滑に議事を進行させるため制定し､ 定款､ 諸規定に定め
る事項のほかは､ これを適用する｡
本規定は､ 国際青年会議所が採用するロバート議事法に原
則としてもとづく｡

第 2 章　招　集　　

会議の招集は､ 会議の目的たる事項ならびに日時及び場所
を記載した文書をもって会日の５日前までに通知を発し
なければならない｡
会議に招集を受けたる者は､ 招集日の当日開会定刻前に会
議場に参集､ 所定の会議構成者名簿に署名をしなければな
らない｡
会議に招集を受けたる者が出席出来ないときは､ その理由を
付し会議開会の時刻前に招集者に届け出なければならない。

第 3 章　会　議　　

会議の議長は､ 定款第３５条に定める通りとする｡
会議の定足数は､ 定款第３６条に定める通りとする｡
会議の開会定刻より相当の時間を経てもなお定足数に達
しないときは､ 議長は会議の開始時間の遅延又は流会を宣
言することができる｡
会議中に定足数を欠くに至るおそれのあるときは､ 議長は
休憩又は流会を宣言することができる｡
会議において議長は公平な立場となり､ 会議の秩序を維持
し､ 本規定に定めるほか次のような事を行う｡
（１）開会の宣言 （２）会議の成立の宣言 （３）議事日程の宣言
（４）議事録作成人の指名（５）議事録署名人の指名
（６）前回議事録の承認を受けること（７）閉会の宣言
（８）会議の議決結果の外部への報告

第 4 章　議事日程　　

議長は会議時に議事日程及び会議に関する資料を出席者
に配布又は呈示しなければならない｡
議長が必要があるとき､ 又はその会議に議題を提出する権
利を有する構成者から動議が提出されたときは会議の議
を経て議事日程の順序を変更したり他の議題を追加する
ことができる｡ なお審議に至らなかった議題については、 
あらたに議事日程を定めたときは、その議題を最優先と
しなければならない｡

第 5 章　議題および動議　　

会議の議題提出権者は､ その会議において議題を提出する
権利を有すると同時に表決権を有するその会議の構成者
でなければならない｡
議題提出者が議題を提出するときは､ 開催予定日前の正副
理事長会議に文書をもって提案理由をつけて提出しなけ
ればならない｡ ただし､ 緊急とみなされた場合はこの限り
でない｡
同一議題で議決された事項を再度その会議において議題
として取り上げるときは､ 会議の表決権を有する出席構成

者の３分の２以上の同意を得なければならない｡
同一議事日程中に議決された事項はいかなる理由があろう
とも再度その会議に議題として取り上げることはできない。
動議は会議において他に１人以上のその会議の表決権を
有する出席構成者の賛成がなければならない｡
動議は会議において賛成支持されない前は自由に取り下
げることができる｡

第 6 章　議　事　　

議題を会議に付するときは議長にその旨宣告する｡
会議において議題提出者は提案主旨を記載した文書を資
料として配布し､ 必要があれば説明しなければならない｡
　

第 7 章　発　言　　

発言はすべて議長の許可を得なければならない｡
議長の許可のない発言は討議の対象にならない｡
会議において発言しようとする者は､ 挙手をして議長の許
可を得て発言しなければならない｡
２人以上挙手をして発言を求めたときは､ 議長は先挙手者
と認めた者を指名する｡
発言はすべて簡明を旨とし議題外にわたりまたはその範
囲を超えてはならない｡
議長は発言が会議の品位をきずつけ､ 又は議事妨害である
と認めるときは注意し､ なお従わない場合は発言を禁止す
ることができる｡
議長は討議の進行において最初に反対者を発言させ､ つぎ
に賛成者と反対者を交互に指名するように努めなければ
ならない｡
発言は原則として１議題につき､ １人２回５分以内の範囲
で行う｡ ただし､ 議事進行上その適用は議長の判断とし回
数､ 時間等を議長により制限されることがある｡

第 8 章　採　決　　

議長は採決をとろうとするときは表決にうつる旨を告げる。
採決は次の方法による｡

（１）口頭 （２）拍手（３）挙手（４）起立
（５）記名投票（ ６）無記名投票
採決はまず否決案について行い､ 次に修正案､ 原案をあとに
する。修正案が多い場合､ 原案に最も遠いものより採決する。
採決は先ず賛成をとり､ 次に反対をとる｡

第 9 章　議事録　　

議事録は議長から指名された書記により議事に関し忠実
に記載しなければならない｡ また書記は作成した議事録を
議長及び議事録署名人に会議開催後10日以内に届け出な
ければならない｡
前条で届け出を受けた議長､ 議事録署名人は訂正修正箇所
があれば指摘し､ 直ちに署名捺印の上､ 書記に返却しなけ
ればならない｡
前条にて確認された議事録は､ 書記により会議構成者に次
回の理事会までに提出しなければならない｡
議事録はいかなる理由があろうとも内容を変えることは
できず､ あくまで事実の内容に対する誤文・誤字の訂正に
とどまる。

第 10 章　傍　聴　　

会議を傍聴しようとする者は､ 議長の許可を得なければな
らない｡
傍聴者は､ 会議の開会中は会議における討議に対して賛否
を表明したりして議事を妨害するような言動をしてはな
らない｡ なお､ 傍聴者が議事の進行を妨害した場合は議長
はその者を退場させることができる｡

第 11 章　事前の会議　　

理事会に先立って正副理事長会議を開催しなければならない。
正副理事長会議は､ 理事長がその職務を遂行するにあたり、
政策ならびに運営について､ 意見の交換をし､ 大局的な方
針を決定する｡
正副理事長会議構成は､ 理事長､ 直前理事長､ 副理事長､専
務理事とし､ 招集及び議長は理事長がこれに当たる｡

財務担当理事､ 及び事務局担当理事と総務担当委員長は､
常時出席できる｡ このほか､ 正副理事長会議構成者が必要
と認めた者は､ 出席できる｡
当会議は議決権を有しない｡ ただし､ 理事会より一任され
た事項はこの限りではない｡

細　　則　　
本規定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本規定は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､平成28年10月13日より施行する｡

第 1 章　目　的　　　

本規定は､ 本会議所の運営を円滑にし､ その目的達成を容
易ならしめるため､ 事務局､ 会計経理､ 慶弔､ 旅費等に関す
る事項を規定するものである｡

第 2 章　事務局　　　

事務局には､ 事務局長を置くことができ､ 事務局長は､ 専
務理事の指揮を受け事務局の統轄､ 管理にあたる｡
総会及び理事会の議事録は､ 総務担当委員会がこれを作成
し事務局に備え付けるものとする｡
事務局は､ 事業年度毎に次の分類に従い文書等を整理、保
存しなければならない｡

（１）本会議所の定款ならびに諸規定　　　　　永久保存
（２）総会及び理事会の議事録　　　　　　　　永久保存
（３）本会議所内部の文書　　　　　　　　　５年間保存
（４）公益社団法人日本青年会議所及び
　　各地青年会議所関係の文書綴　　　　　１年間保存
（５）本会議所会報綴　　　　　　　　　 　　　永久保存

（６）事務局日誌　　　　　　　　　　　　　３年間保存
（７）受発信簿　　　　　　　　　　　　　　１年間保存
（８）会員名簿　　　　　　　　　　　　　　　永久保存
（９）許可､ 認可等に関する書類
（10）登記に関する書類
（11）役員の氏名､ 住所及び略歴を記載した書類ならびにその就

任の承諾を証する書類
（12）資産台帳
（13） 現事業年度及び過去３年間の収入及び支出に関する帳簿、

証拠書類
（14）各事業年度末における財産目録及び収支決算書
（15）現事業年度の事業計画書及び収支予算書
（16）知事が当該法人を監督するために発した書類
（17）前各号に掲げるもののほか､ 知事が特に必要と認める書類

及び帳簿
事務局長は､ 備品台帳を整備し､ 出入を記載し､ 備品を完
全に管理しなければならない。

第 3 章　会計経理　　

本会議所の会計に用いる諸帳簿は､ 次の通りとする｡
（１）帳簿　　　　総勘定元帳､ 現預金出納帳､ 会費徴収簿
（２）決算書類及び諸表　　貸借対照表､ 収支決算書､
　　　　　　　　　　　　事業報告書､ 監査報告書､ 　　
　　　　　　　　　　　　財産目録等
（３）伝票　　　　入会伝票 ､ 出金伝票 ､ 振替伝票
金銭の出納は､ 財務を担当する理事が責任管理し、次の証
憑を揃えて起票し､ 期日順に整理するものとする｡

（１）収入については､ 発行した領収書控
（２）収支については､ 受領した領収書
（３）領収書徴収不能のもとについては､ 受領不能理由を記載し

た支払証明書
出納は､ つとめて銀行の普通及び当座預金口座によって処
理し､ 口座名義は理事長とし理事長印を使用する｡
各委員会の予算の範囲内における支出は各委員長が所定の支
払請求書に捺印の上､ 事務局に提出する｡ ならびに単位事業
が完了したときは､ 速やかに計算書証憑及び関係書類を揃え
捺印の上事務局に提出し､ 事務局は会計担当理事に提出する。

特に予算外の支出を必要とする時には理事会の承認を得
るものとする｡
財務を担当する理事は､ 決算にあたって前払費用、未収金、
未払金等を整理し、仮払勘定は、原則としてそれぞれ担
当の科目に振替え､ 関係帳簿を照合､ かつ整理し銀行預金
残高証明書類をととのえなければならない｡
会計諸帳簿は､ 次の区分に従い保存するものとする｡
（１）決算書類　　　　　　　　　　　　　永久保存
（２）その他の会計書類　　　　　　　　５年間保存

第 4 章　慶　弔　　

正会員の慶弔に関しては､ 次の基準により慶弔金もしくは
記念品を贈る｡

（１）正会員の結婚　　　　　10,000円
（２）正会員の死亡　　　　　30,000円及び供花
（３）正会員の入院 　　　　　 5,000円（2 週間以上の場合）
（４）正会員の家族の死亡 　供花（ 会員の両親及び、夫、妻 、子）
（５）正会員の出産 　　　　   10,000円

金額等については､ 毎年頭初の理事会により決議する｡

第 5 章　旅　費　　

理事長の命じた事務局員の公務出張に対しては､ 次の通り
旅費を支給する｡

（１）目的地までの往復普通料金相当額（用務の都合により特別
急行料金を加算する）

（２）宿泊費は､ 実費相当額
（３）日当は１日5,000円

理事会の命じた会員の公務出張に対しては､ 理事会の議を
へて前条に準じた旅費を支給することができる｡

細　　則　　
本則定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本則定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本則は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
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第 １ 章　総　則　　

この法人は、公益社団法人こだま青年会議所と称する。

この法人は、主たる事務所を埼玉県本庄市朝日町三丁目
1番35号に置く。

第２章　目的及び事業　　

この法人は､ 地域社会及び国家の発展を図り､ 会員の連携
と指導力の啓発に努めるとともに､ 国際的理解を深め､世
界の平和に寄与することを目的とする｡

この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を
目的として、その事業を行わない。
この法人は、これを特定の政党のために利用しない。
　
この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を
行う。

（１）政治、経済、社会、福祉、環境、文化等に関する調査、
研究及び企画立案に関する事業

（２）児童又は青少年の健全育成事業
（３）地域における諸問題の調査研究及び地域貢献事業
（４）教育、スポーツなどを通じて心身の健全な発達に寄与し、

又は豊かな人間性を涵養する事業
前項のほか、公益目的事業の推進に資するため必要に応
じ次の事業を行う。

（１）会員の指導力啓発の知識の修得及び教養の向上並びに能
力の開発を図る事業

（２）国際青年会議所､公益社団法人日本青年会議所､ 国内
及び国外の青年会議所その他の諸団体と提携し、相互の
理解と親善を増進する事業

（３）その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第１項の事業は埼玉県において行うものとする。

第３章　会　員　　

この法人に次の会員を置く。
（１）正会員　本庄市、児玉郡に住所又は勤務先を有する年齢

20歳以上40歳未満の品格ある青年、及び直前理事長。
ただし、正会員である事業年度中に40歳に達した者は、当
該年度中は正会員の資格を有する。また、満45歳以下で（公
社）こだま青年会議所を卒業した者のうち理事長より依頼を
受け快諾をいただき、かつ正会員になることにつき理事会で
承認を受けた者（以下「サポート会員」とする）も正会員とする。

（２）特別会員　40歳に達した年の事業年度の終了する日に正
会員であった者で、特別会員となることを希望する者

（３）賛助会員　この法人の目的に賛同し、賛助することを望
む個人及び団体で､ 理事会において入会を承認されたもの
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律（以下「一般社団・財団法人法」とい
う。）上の社員とする。

この法人の正会員になろうとする者は、入会申込書を理
事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
正会員以外の会員の入会に関する事項は、理事会におい
て別に定める。

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を支払
う義務を負う。なお、社会情勢等に鑑みやむを得ず事業
を行えなかった場合等には、総会の決議により会員へ一
律会費の一部を返戻することができる。

会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提
出することにより任意にいつでも退会することができる。
　
正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会
の決議によって当該正会員を除名することができる。

（１）この定款その他の規則に違反したとき。
（２）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした

とき。
（３）その他除名すべき正当な事由があるとき。

前項の規定により正会員を除名しようとするときは､当該
会員に総会の日から７日以上前までにその旨を通知する
とともに､ 当該会員の除名の決議を行う総会において､ 弁
明の機会を与えなければならない｡
特別会員又は賛助会員が第1 項各号の一に該当するときは、
理事会の決議により、当該会員を除名することができる。

前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当する
に至ったときは、その資格を喪失する。

（１）総正会員が同意したとき。
（２）当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第４章　総　会　　

総会は、すべての正会員をもって構成する。
前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会
とする。

総会は、次の事項について決議する。
（１）正会員の除名
（２）理事及び監事の選任又は解任
（３）理事長候補者の選出
（４）事業計画及び収支予算並びにその変更の承認
（５）事業報告及び決算の承認
（６）定款の変更
（７）解散及び残余財産の処分
（８）理事会において総会に付議した事項
（９）その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定

められた事項

総会は、通常総会として毎年度１月に開催するほか、９月、
１２月、その他必要がある場合に開催する。
前項の通常総会をもって一般社団・財団法人法上の定時
社員総会とする。

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の
決議に基づき理事長が招集する。
総正会員の議決権の５分の１以上の議決権を有する正会

員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の
理由を示して、総会の招集を請求することができる。
理事長は、前項の請求があった日から30日以内に臨時総
会を招集しなければならない。
総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び目的であ
る事項並びに書面又は電磁的方法による表決の可否その他
法令で定める事項を示した書面により、少なくとも総会の
日の14日前までに正会員に通知しなければならない。

総会の議長は､当該総会において正会員の中から選出する。

総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。

（総会の決議は、総正会員の議決権の３分の２以上を有す
る正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半
数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数
以上であって、総正会員の議決権の３分の２以上に当た
る多数をもって行う。

（１）正会員の除名
（２）監事の解任
（３）定款の変更
（４）合併
（５）解散
（６）その他法令で定められた事項

理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候
補者ごとに第１項の決議を行わなければならない。理事又
は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場
合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い
順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

総会に出席できない正会員は、法令で定めるところにより、
あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法
をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を
委任することができる。ただし、書面又は電磁的方法に
よる表決は、第15条第４項において、書面又は電磁的方
法による表決ができるとされている場合に限り適用する。
前項の表決があった場合において、前条の規定の適用に

ついては出席したものとみなす。

総会の議事については、法令で定めるところにより、議
事録を作成する。
議長、理事長及び当該総会において選出された２名以上
の理事は、前項の議事録に記名押印する。

第５章　役員等　　

この法人に、次の役員を置く。
（１）理事　15名以上30名以内
（２）監事　２名以上３名以内

理事のうち１名を理事長、２名以上５名以内を副理事長、
１名を専務理事とする。
前項の理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表
理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第
１項第２号の業務執行理事とする。

理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によっ
て理事の中から選定する。
監事は、この法人の理事を兼務することはできない。

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めると
ころにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、こ
の法人を代表し、その業務を執行する。
副理事長及び専務理事は、理事長を補佐し、法令及びこ
の定款で定めるところにより、この法人の業務を分担執
行する。
理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に４か月
を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理
事会に報告しなければならない。

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるとこ
ろにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、
この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

理事として選任された者は、選任された翌年の1 月1 日に
就任し、その年の12 月31 日に任期を満了とする。
監事として選任された者は、選任された翌年の1 月1 日に
就任し、選任された翌々年の12 月31 日に任期を満了とする。
前２項にかかわらず、補欠として選任された理事又は監
事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなると
きは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに
選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として
の権利義務を有する。

理事及び監事は、総会の決議によって解任することがで
きる。

理事及び監事は、無報酬とする。

この法人に任意の機関として、直前理事長１名を置くこ
とができる。
直前理事長は、次の職務を行う。

（１）理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
（２）この法人の運営に関して、必要な助言をすること。

直前理事長の選任及び解任は、総会において決議する。
直前理事長は、無報酬とする。

この法人に任意の機関として、特別顧問4 名以内を置くこ
とができる。
特別顧問は、次の職務を行う。

（１）理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
（２）この法人の運営に関して、理事長の諮問に答え、又は助

言をすること。
特別顧問の選任及び解任は、総会において決議する。
特別顧問は、無報酬とする。

第６章　理事会　　

この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。

直前理事長及び特別顧問は、理事会に出席し、意見を述
べることができる。
理事以外の正会員は、理事会に出席し、議長の指名によ
り意見を述べることができる。

理事会は、次の職務を行う。
（１）この法人の業務執行の決定
（２）理事の職務の執行の監督
（３）理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

理事会は、毎月１回、理事長が招集する。
前項のほか、次の各号の一に該当する場合には、理事長
が臨時理事会を招集する。

（１）理事長が必要と認めたとき。
（２）理事又は監事から、理事長に対し、理事会の招集の請求

があったとき。
理事長は、前項第２号の規定による請求があった日から
５日以内に、その請求があった日から１４日以内の日を
理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければな
らない。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副
理事長が理事会を招集する。

理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれ
に当たる。ただし、理事長を選定する場合に限り、理事
の互選とする。

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する
理事を除く理事の３分の２以上が出席し、その過半数を
もって行う。
前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条
の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものと
みなす。

理事会の議事については、法令で定めるところにより、
議事録を作成する。
出席した理事長、監事及び当該理事会において議事録署名
人に選任された理事２名は、前項の議事録に記名押印する。

第７章　例会及び委員会　　

この法人は､ 正会員をもって構成する例会を年10回以上開
催するものとする｡ただし、社会情勢を鑑み、事業を行う
ことが不適切である場合には、スタッフ会議にて中止に
することができる。
例会の運営については､ 理事長が理事会の決議を得て､別
に定める｡

この法人に委員会を置く｡
委員会の数及び名称は理事会において定める。
それぞれの委員会は、理事１名以上と正会員若干名をもっ
て構成する。
委員会は、次に掲げる事項を行う。

（１）委員会が担当する事業に係る事業計画案を策定し、理事
会に提出すること。

（２）理事会の決議を得た事業を業務執行理事のもと、運営す
ること。

（３）事業終了後、理事会に報告すること。
委員会の委員の選任及び解任は、理事会において決議する。
その他の委員会の運営に関する事項については、理事会
において別に定める。

第８章　資産及び会計　　

この法人の事業年度は、毎年１月１日に始まり、同年12
月３１日に終わる。

この法人の事業計画書及び収支予算書並びに資金調達及
び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業
年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の
決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これ
を変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度
が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するもの
とする。

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終

了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた後、
理事会及び、通常総会の承認を受けなければならない。

（１）事業報告
（２）事業報告の附属明細書
（３）貸借対照表
（４）正味財産増減計算書
（５）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
（６）財産目録

前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備
え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名
簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するもの
とする。

（１）監査報告
（２）理事及び監事の名簿
（３）理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する

数値のうち重要なものを記載した書類

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、
当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算
定し、前条第２項第４号の書類に記載するものとする。

第９章　定款の変更及び解散　　

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由に
より解散する。

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合
併により法人が消滅する場合（その権利義務を承継する法
人が公益法人であるときを除く。）には、総会の決議を経て、
公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益
認定の取消しの日又は当該合併の日から１か月以内に、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第
５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体
に贈与するものとする。

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、
総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律第５条第17号に掲げる法人又は国若し
くは地方公共団体に贈与するものとする。
　　　

第１０章　公告の方法　　

この法人の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告を
することができない場合は、官報に掲載する方法による。
　　

附　　則　　
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条
第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の理事長は、田中弘和とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第１項に定め
る特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を
行ったときは、第３８条の規定にかかわらず、解散の登
記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を
事業年度の開始日とする。
この定款の変更は、令和2 年１月1 日より施行する。
この定款の変更は、令和2 年2 月1 日に訴求し施行する。

第 １ 章　目　的　　

第１条 本規定は本会議所会員の資格及び入会希望者の取
り扱いに関する事項を規定したものである。
本会議所の会員は､ 正会員､ 特別会員､ 及び賛助会員の３
種とする｡
定款第６条第１項のただし書きについては､ １月１日に満
40才に達した正会員も含むものとする｡

第2 章　入　会　　

本会議所に正会員（サポート会員を除く。）として入会を希望
するものは､所定の入会申込書を提出しなければならない｡
理事会は､ 入会資格調査を会員拡大担当委員会へ委託する。
会員拡大担当委員会は､入会希望者に面接するとともに入
会資格の適否を調査し､ その結果を理事会に答申する｡
 入会希望者は､ 入会に関する研修を受けなければならない。
理事会は答申に基づき審査し､ 入会の適否を決定する｡入
会の諾否は､ 理事長が入会申込者に書面で通知する｡
入会を承諾された者は､ 入会金の納入をもって正会員とな
る｡ ただし､ 入会承認後１ヶ月以内に会費入会金の納入を
しない場合はこの限りではない｡

第 3 章　会　費　　

定款第８条に定める入会金ならびに年会費は次の通りと
する｡
入 会 金　正 会 員    　金20,000円（ サポート会員を除く）
　　　　  特別会員　　金60,000円（ 終身会費） 　
年 会 費　正 会 員    　金96,000円（ サポート会員を除く）
　　　　  サポート会員　金48,000円
　　　　  賛助会員　　金10,000円（一口）
　　　　  法人賛助会員　金120,000円（一口）
正会員は毎年１月末日までにその会費を納付しなければ
ならない｡ ただし､ １月末日､ ６月末日の年２回の分割納

付は妨げない｡ 　　
会員が年度途中入会の場合は､ 年会費の在籍月割り額とし
原則として一括で納付する｡ ただし、月払いの分割納入を
妨げない。
特別会員は会員になりたるときより２ヶ月以内にその会
費を納入しなければならない｡
賛助会員は､ 原則として毎年１月末日までにその会費を納
入しなければならない｡ ただし理事会の決議により分割を
認める｡
法人賛助会員になることを希望する場合は、所定の申込
書を提出し、理事会の承認を得ることで法人賛助会員と
なることができる。年度途中で承認を受けた法人賛助会
員の年会費は在籍月割り額とし、随時の会費を納入する
ことができる。理事会において入会を承認された月から
年度内の会費を一括納入するものとし、年度の途中で法
人賛助会員を退会しても返金はしないものとする。
法人賛助会員は、前年度より同会員として継続する場合
には、毎年１月末日までにその会費を納付しなければな
らない ｡ ただし､１月末日､６月末日の年２回の分割納付は
妨げない ｡

第4 章　会員の失格　　

定款第10条に定める行為があった時は､ 総務担当委員会が
実情を調査して理事会に報告する｡
年会費を所定の納期までに納入しない会員に対しては､財
務を担当する理事は勧告を行い理事会に報告しなければ
ならない｡
例会及び委員会に対して欠席が連続６回に及んだ会員の
所属委員長は､ 会員に対して勧告を行い､ 勧告後１ヶ月以
内に適切なる善処の意思表示及び行為のない場合は理事
会に報告する｡
前条ならびに第11条の報告を受けた理事会は､ 当該会員の
過去の状況等を勘案し､ その決議により退会せしむること
ができる｡

第 5 章　休　会　　

正会員が長期の病気又は海外出張等により､ 例会、委員会、
その他一切の行事に出席不可能の場合は､ 休会することが
できる｡ ただし､ この場合正会員は､ 休会届を理事長に提
出し､ 理事会の承認を得なければならない｡
休会中の会費は､ これを免除しない｡ ただし､ 突然の災禍
などの理由で休会を承認された会員に対し理事会の決議
にて会費の一部又は全額を免除することができる｡
前条の休会の期限は､ １ヶ年以内とする｡ ただし､ 理事会
においてこれを延長することができる｡

第 6 章　特別会員　　

定款第６条第１項２号の有資格者で特別会員を希望する
ものは､ 理事会の承認を得､ 所定の入会金を納入したのち
特別会員になることができる｡
特別会員は本会議所の総会､理事会を除くあらゆる会合､
行事に参加できる｡ ただし､ 一切の表決権及び選挙権なら
びに被選挙権を有しない｡

第 7 章　賛助会員　　

本会議所の趣旨に賛同し､ その事業の発展を助成すること
を望む個人､ 法人及び団体は理事会の決定により賛助会員
として入会することができる｡ ただし､ 会費を納入しない
時は退会とする｡
会員資格は１ヶ年限りとする
賛助会員を希望するものは､ 所定の申込書を理事会に提出
する｡
賛助会員は､ 本会議所の総会､ 理事会を除くあらゆる会合､ 
行事に参加できる｡ ただし､ 議長の許可を得た場合はこの
限りではない。また、一切の表決権及び選挙権ならびに
被選挙権を有しない｡

第 8 章　顧　問　　

この法人の顧問は次の２種とする｡

（１）顧問・本会議所の正会員でなく､ 青年会議所の活動に対し
て適切な指導又は助言を与えるもので､ 原則として任期は
１ヶ年とする｡ ただし､ 再任は妨げない｡

（２）特別顧問・本会議所の正会員たる理事長経験者｡ ただし直
前理事長は除く｡
特別顧問は､ 被選挙権及び理事会の表決権を有しない｡

細　　則　　
本規定の執行に関する細則は､ 理事会の決議を以って定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議を以って定める。

附　　則　　
本規定は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､ 昭和60年12月 6 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 昭和63年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 平成 ９ 年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 平成16年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は、平成23年12月６ 日より施行する。（改訂）
本規定は、平成28年10月13日より施行する。（改訂）
本規定は、令和 ２ 年 １ 月 １ 日より施工する。（改訂）
本規定は、令和 ４ 年 １ 月 ６ 日より施工する。（改訂）

第 １ 章　目　的　　

本規定は､ 本会議所の運宮を円滑にし､ その目的達成を容
易ならしめるため､ 組織､ 運営等に関する事項を規定する
ものである｡

第 2 章　役員の任務　　

本会議所の役員は・定款に定める事項のほか､ 次の任務を
有する
理事長

（１）本会議所の代表として対外的な発言をし､ 総ての事業の総

括責任をもつ｡
（２）公益社団法人日本青年会議所総会､ 地区協議会､ ブロック

協議会及び理事長会議に出席し､ 本会議所の有する表決権
の行使及び意見の発表を行う｡

（３）本会議所の総会及び理事会の議長を務める
直前理事長
理事会に出席し意見を求められたときは､ 理事長経験を生
かし､ 所務､ その他について必要な助言をする｡
副理事長

（１）理事長と連絡を密にして､ 常に意見の調整統一をし､ 本会
議所の円滑な運営のため一体となって努力する｡

（２）各々分掌の委員会を統轄して活発な活動をはかり､ 各委員
会の連絡調整を図る
専務理事
理事長及び副理事長と連絡を密にして､ 常に意見の調整と
統一をし､ 本会議所の運営並びに対外的な活動のため一体
となって努力する
理　　事
理事は､ 本会議所の目的達成のために事業を計画、 検討、
実施し､ かつその成果を確認して､ 議事録または報告書を
７日以内に担当副理事長を経て､ 理事長に提出する｡
監　　事

（１）監事は本会議所の業務及び財産状況を監査し､ 必要ある時
は理事長に報告書を提出しなけれぱならない｡

（２）監事は､ 他のいかなる職務を兼務することができない。
サポート会員
基本的には担当委員会・担当例会の参加を義務とし、そ
の他付属する事業等に関しては担当副理事長の判断に
よって依　　頼を行う。委員会運営につき委員長及び副
委員長へ対し事業の方向性、実現方法、タスク管理の助
言を行う。また、委員会運営がスムーズでない場合は理事、
副理事長へ報告をする。

第 3 章　出　席　　

６ヵ月毎に正会員の出席率を発表し､ 年間出席率を発表する。
年間出席率の最低限界を60％とし､ それ未満の会員は､理
事会の議を経て本会議所定款の定めるところにより､除名

することができる｡ ただし､ 当該会員は理事会において､ 
弁明の機会をあたえられる｡
 実質出席率とは､ 総会､ 例会､ 委員会､ 全体行事の出席率
をいい､ 役員の場合は理事会､ 新入会員の場合はオリエン
テーションの出席率も含む｡
正会員は､ すべての会合において欠席､ 遅刻､ 早退､ する場
合は､ 必ず届け出ること｡
病気その他､ 止むを得ない事由により､ 長期間にわたり出
席不可能な場合は休会として出席の義務を免除する｡ただ
し､ 休会届を理事長宛に提出し､ 受理された日より休会扱
いとする｡
青年会議所関係の公務のためにあらかじめ届け出て､ 総会、
例会､ 委員会及び理事会に欠席した場合は､ 出席したもの
として取扱う｡
正会員は､ すべての会合に出席するには､ 正服を着用し、
ネームプレート、ＪＣバッチを佩用しなければならない。
ただし､ ６、７、８、９月の会合で上衣を着用しない場合は、
この限りでない｡
（２）講師を招いての会合は､ 上項に限らず上衣を着用する。
会合の出席は､ 規定用紙に署名する事を原則とする｡

第 4 章　例会､ 定例理事会　　

例会は原則として毎月第２金曜日に開催する｡ ただし､理
事会の承認を得て変更することができる｡
例会の運営については､ 少なくとも前月の理事会において
承認を受けなければならない｡
定例理事会は､ 原則として毎月第１金曜日に開催するただ
し､ 当日が祝祭日となった場合は､ その限りでない｡
正会員たる理事長経験者､ 及び当該年度の日本青年会議所、
関東地区協議会､ 埼玉ブロック協議会出向役員は、理事会
に出席し意見を求められたときは､ 発言できる｡
理事会の議事の運営は､ 理事会議事運用規定でこれを定める。

第 5 章　室､ 委員会　　

本会議所定款第３条の目的を達成し､ 運営を適正かつ円滑
にするため室を置くことができる｡

室長は担当の室を代表し､ 担当の各委員会を総括する｡
室を担当する室長は､ 副理事長､ 専務理事､ 及び理事がこ
れにあたる｡
定款第３９条の規定に基づき委員会を設置する｡ ただし、
特別に必要な事由の生じたときは､ 理事会の決議により特
別委員会を設置することができる｡
特別委員会への重属は妨げない｡
委員会には委員長1 人､ 副委員長若干人及び委員若干人を
置く｡
委員長及び副委員長は､正会員のうちから理事長が理事会
の承認を得て任命する｡
委員は､正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任
命する｡
正会員は､ 理事長､ 直前理事長､ 副理事長､専務理事､室長､ 
監事を除き､ 原則として全員がいずれかの委員会に所属し
なければならない｡
委員長は､ 委員会を代表し、 委員会の会務を総括するととも
に､ 委員会誌を記録し､ 理事長に提出しなければならない。
副委員長は､ 委員長を補佐し､ 委員長事故あるときはその
職務を代行する｡
委員会は､ 委員長があらかじめ議題､ 日時､ 場所などを各
委員に通知して招集するものとする｡
委員会は､ 毎月１回以上開催し､ 独自の事業計画の確立と
実施の推進母体となる｡
委員会の会議の定足数は､ 委員の２分の１とする｡
委員会の決議は､ 出席委員の過半数をもって決する｡ ただ
し、 可否同数のときは委員長がこれを決する｡
委員長は､ 必要と認めた場合には､ 役員､ 特別会員､ 賛助会
員及び他の会員の出席を求めることができる｡

第 6 章　褒　賞　　

本会議所における褒賞は､ 青年会議所運動に顕著な功績の
あった個人､ 法人団体及び委員会に対して理事会の決定に
より行う｡ ただし､ 褒賞の方法等については､ その都度理
事会で決定する｡
年間実質出席率が100％の会員は､ 褒賞する｡

第 7 章　運営マニュアル　　

理事長は､ 本規定に沿って運営を円滑ならしめるため毎年度
運営マニュアルを理事会に提出し､ 承認を得るものとする。
本会議所の役員は､その普及に努めるものとする｡ 　　
運営マニュアル提出時期は､ １月理事会とする｡

細　　則　　
本規定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本規定は､昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､昭和63年12月２日より施行する｡（改訂）
本規定は、令和2 年１月１日より施行する。（改訂）

第 １ 章　総　則　　　　

本規定は､ 定款に定める理事会における会議の運用に関し、
円滑に議事を進行させるため制定し､ 定款､ 諸規定に定め
る事項のほかは､ これを適用する｡
本規定は､ 国際青年会議所が採用するロバート議事法に原
則としてもとづく｡

第 2 章　招　集　　

会議の招集は､ 会議の目的たる事項ならびに日時及び場所
を記載した文書をもって会日の５日前までに通知を発し
なければならない｡
会議に招集を受けたる者は､ 招集日の当日開会定刻前に会
議場に参集､ 所定の会議構成者名簿に署名をしなければな
らない｡
会議に招集を受けたる者が出席出来ないときは､ その理由を
付し会議開会の時刻前に招集者に届け出なければならない。

第 3 章　会　議　　

会議の議長は､ 定款第３５条に定める通りとする｡
会議の定足数は､ 定款第３６条に定める通りとする｡
会議の開会定刻より相当の時間を経てもなお定足数に達
しないときは､ 議長は会議の開始時間の遅延又は流会を宣
言することができる｡
会議中に定足数を欠くに至るおそれのあるときは､ 議長は
休憩又は流会を宣言することができる｡
会議において議長は公平な立場となり､ 会議の秩序を維持
し､ 本規定に定めるほか次のような事を行う｡
（１）開会の宣言 （２）会議の成立の宣言 （３）議事日程の宣言
（４）議事録作成人の指名（５）議事録署名人の指名
（６）前回議事録の承認を受けること（７）閉会の宣言
（８）会議の議決結果の外部への報告

第 4 章　議事日程　　

議長は会議時に議事日程及び会議に関する資料を出席者
に配布又は呈示しなければならない｡
議長が必要があるとき､ 又はその会議に議題を提出する権
利を有する構成者から動議が提出されたときは会議の議
を経て議事日程の順序を変更したり他の議題を追加する
ことができる｡ なお審議に至らなかった議題については、 
あらたに議事日程を定めたときは、その議題を最優先と
しなければならない｡

第 5 章　議題および動議　　

会議の議題提出権者は､ その会議において議題を提出する
権利を有すると同時に表決権を有するその会議の構成者
でなければならない｡
議題提出者が議題を提出するときは､ 開催予定日前の正副
理事長会議に文書をもって提案理由をつけて提出しなけ
ればならない｡ ただし､ 緊急とみなされた場合はこの限り
でない｡
同一議題で議決された事項を再度その会議において議題
として取り上げるときは､ 会議の表決権を有する出席構成

者の３分の２以上の同意を得なければならない｡
同一議事日程中に議決された事項はいかなる理由があろう
とも再度その会議に議題として取り上げることはできない。
動議は会議において他に１人以上のその会議の表決権を
有する出席構成者の賛成がなければならない｡
動議は会議において賛成支持されない前は自由に取り下
げることができる｡

第 6 章　議　事　　

議題を会議に付するときは議長にその旨宣告する｡
会議において議題提出者は提案主旨を記載した文書を資
料として配布し､ 必要があれば説明しなければならない｡
　

第 7 章　発　言　　

発言はすべて議長の許可を得なければならない｡
議長の許可のない発言は討議の対象にならない｡
会議において発言しようとする者は､ 挙手をして議長の許
可を得て発言しなければならない｡
２人以上挙手をして発言を求めたときは､ 議長は先挙手者
と認めた者を指名する｡
発言はすべて簡明を旨とし議題外にわたりまたはその範
囲を超えてはならない｡
議長は発言が会議の品位をきずつけ､ 又は議事妨害である
と認めるときは注意し､ なお従わない場合は発言を禁止す
ることができる｡
議長は討議の進行において最初に反対者を発言させ､ つぎ
に賛成者と反対者を交互に指名するように努めなければ
ならない｡
発言は原則として１議題につき､ １人２回５分以内の範囲
で行う｡ ただし､ 議事進行上その適用は議長の判断とし回
数､ 時間等を議長により制限されることがある｡

第 8 章　採　決　　

議長は採決をとろうとするときは表決にうつる旨を告げる。
採決は次の方法による｡

（１）口頭 （２）拍手（３）挙手（４）起立
（５）記名投票（ ６）無記名投票
採決はまず否決案について行い､ 次に修正案､ 原案をあとに
する。修正案が多い場合､ 原案に最も遠いものより採決する。
採決は先ず賛成をとり､ 次に反対をとる｡

第 9 章　議事録　　

議事録は議長から指名された書記により議事に関し忠実
に記載しなければならない｡ また書記は作成した議事録を
議長及び議事録署名人に会議開催後10日以内に届け出な
ければならない｡
前条で届け出を受けた議長､ 議事録署名人は訂正修正箇所
があれば指摘し､ 直ちに署名捺印の上､ 書記に返却しなけ
ればならない｡
前条にて確認された議事録は､ 書記により会議構成者に次
回の理事会までに提出しなければならない｡
議事録はいかなる理由があろうとも内容を変えることは
できず､ あくまで事実の内容に対する誤文・誤字の訂正に
とどまる。

第 10 章　傍　聴　　

会議を傍聴しようとする者は､ 議長の許可を得なければな
らない｡
傍聴者は､ 会議の開会中は会議における討議に対して賛否
を表明したりして議事を妨害するような言動をしてはな
らない｡ なお､ 傍聴者が議事の進行を妨害した場合は議長
はその者を退場させることができる｡

第 11 章　事前の会議　　

理事会に先立って正副理事長会議を開催しなければならない。
正副理事長会議は､ 理事長がその職務を遂行するにあたり、
政策ならびに運営について､ 意見の交換をし､ 大局的な方
針を決定する｡
正副理事長会議構成は､ 理事長､ 直前理事長､ 副理事長､専
務理事とし､ 招集及び議長は理事長がこれに当たる｡

財務担当理事､ 及び事務局担当理事と総務担当委員長は､
常時出席できる｡ このほか､ 正副理事長会議構成者が必要
と認めた者は､ 出席できる｡
当会議は議決権を有しない｡ ただし､ 理事会より一任され
た事項はこの限りではない｡

細　　則　　
本規定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本規定は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､平成28年10月13日より施行する｡

第 1 章　目　的　　　

本規定は､ 本会議所の運営を円滑にし､ その目的達成を容
易ならしめるため､ 事務局､ 会計経理､ 慶弔､ 旅費等に関す
る事項を規定するものである｡

第 2 章　事務局　　　

事務局には､ 事務局長を置くことができ､ 事務局長は､ 専
務理事の指揮を受け事務局の統轄､ 管理にあたる｡
総会及び理事会の議事録は､ 総務担当委員会がこれを作成
し事務局に備え付けるものとする｡
事務局は､ 事業年度毎に次の分類に従い文書等を整理、保
存しなければならない｡

（１）本会議所の定款ならびに諸規定　　　　　永久保存
（２）総会及び理事会の議事録　　　　　　　　永久保存
（３）本会議所内部の文書　　　　　　　　　５年間保存
（４）公益社団法人日本青年会議所及び
　　各地青年会議所関係の文書綴　　　　　１年間保存
（５）本会議所会報綴　　　　　　　　　 　　　永久保存

（６）事務局日誌　　　　　　　　　　　　　３年間保存
（７）受発信簿　　　　　　　　　　　　　　１年間保存
（８）会員名簿　　　　　　　　　　　　　　　永久保存
（９）許可､ 認可等に関する書類
（10）登記に関する書類
（11）役員の氏名､ 住所及び略歴を記載した書類ならびにその就

任の承諾を証する書類
（12）資産台帳
（13） 現事業年度及び過去３年間の収入及び支出に関する帳簿、

証拠書類
（14）各事業年度末における財産目録及び収支決算書
（15）現事業年度の事業計画書及び収支予算書
（16）知事が当該法人を監督するために発した書類
（17）前各号に掲げるもののほか､ 知事が特に必要と認める書類

及び帳簿
事務局長は､ 備品台帳を整備し､ 出入を記載し､ 備品を完
全に管理しなければならない。

第 3 章　会計経理　　

本会議所の会計に用いる諸帳簿は､ 次の通りとする｡
（１）帳簿　　　　総勘定元帳､ 現預金出納帳､ 会費徴収簿
（２）決算書類及び諸表　　貸借対照表､ 収支決算書､
　　　　　　　　　　　　事業報告書､ 監査報告書､ 　　
　　　　　　　　　　　　財産目録等
（３）伝票　　　　入会伝票 ､ 出金伝票 ､ 振替伝票
金銭の出納は､ 財務を担当する理事が責任管理し、次の証
憑を揃えて起票し､ 期日順に整理するものとする｡

（１）収入については､ 発行した領収書控
（２）収支については､ 受領した領収書
（３）領収書徴収不能のもとについては､ 受領不能理由を記載し

た支払証明書
出納は､ つとめて銀行の普通及び当座預金口座によって処
理し､ 口座名義は理事長とし理事長印を使用する｡
各委員会の予算の範囲内における支出は各委員長が所定の支
払請求書に捺印の上､ 事務局に提出する｡ ならびに単位事業
が完了したときは､ 速やかに計算書証憑及び関係書類を揃え
捺印の上事務局に提出し､ 事務局は会計担当理事に提出する。

特に予算外の支出を必要とする時には理事会の承認を得
るものとする｡
財務を担当する理事は､ 決算にあたって前払費用、未収金、
未払金等を整理し、仮払勘定は、原則としてそれぞれ担
当の科目に振替え､ 関係帳簿を照合､ かつ整理し銀行預金
残高証明書類をととのえなければならない｡
会計諸帳簿は､ 次の区分に従い保存するものとする｡
（１）決算書類　　　　　　　　　　　　　永久保存
（２）その他の会計書類　　　　　　　　５年間保存

第 4 章　慶　弔　　

正会員の慶弔に関しては､ 次の基準により慶弔金もしくは
記念品を贈る｡

（１）正会員の結婚　　　　　10,000円
（２）正会員の死亡　　　　　30,000円及び供花
（３）正会員の入院 　　　　　 5,000円（2 週間以上の場合）
（４）正会員の家族の死亡 　供花（ 会員の両親及び、夫、妻 、子）
（５）正会員の出産 　　　　   10,000円

金額等については､ 毎年頭初の理事会により決議する｡

第 5 章　旅　費　　

理事長の命じた事務局員の公務出張に対しては､ 次の通り
旅費を支給する｡

（１）目的地までの往復普通料金相当額（用務の都合により特別
急行料金を加算する）

（２）宿泊費は､ 実費相当額
（３）日当は１日5,000円

理事会の命じた会員の公務出張に対しては､ 理事会の議を
へて前条に準じた旅費を支給することができる｡

細　　則　　
本則定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本則定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本則は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
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第 １ 章　総　則　　

この法人は、公益社団法人こだま青年会議所と称する。

この法人は、主たる事務所を埼玉県本庄市朝日町三丁目
1番35号に置く。

第２章　目的及び事業　　

この法人は､ 地域社会及び国家の発展を図り､ 会員の連携
と指導力の啓発に努めるとともに､ 国際的理解を深め､世
界の平和に寄与することを目的とする｡

この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を
目的として、その事業を行わない。
この法人は、これを特定の政党のために利用しない。
　
この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を
行う。

（１）政治、経済、社会、福祉、環境、文化等に関する調査、
研究及び企画立案に関する事業

（２）児童又は青少年の健全育成事業
（３）地域における諸問題の調査研究及び地域貢献事業
（４）教育、スポーツなどを通じて心身の健全な発達に寄与し、

又は豊かな人間性を涵養する事業
前項のほか、公益目的事業の推進に資するため必要に応
じ次の事業を行う。

（１）会員の指導力啓発の知識の修得及び教養の向上並びに能
力の開発を図る事業

（２）国際青年会議所､公益社団法人日本青年会議所､ 国内
及び国外の青年会議所その他の諸団体と提携し、相互の
理解と親善を増進する事業

（３）その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第１項の事業は埼玉県において行うものとする。

第３章　会　員　　

この法人に次の会員を置く。
（１）正会員　本庄市、児玉郡に住所又は勤務先を有する年齢

20歳以上40歳未満の品格ある青年、及び直前理事長。
ただし、正会員である事業年度中に40歳に達した者は、当
該年度中は正会員の資格を有する。また、満45歳以下で（公
社）こだま青年会議所を卒業した者のうち理事長より依頼を
受け快諾をいただき、かつ正会員になることにつき理事会で
承認を受けた者（以下「サポート会員」とする）も正会員とする。

（２）特別会員　40歳に達した年の事業年度の終了する日に正
会員であった者で、特別会員となることを希望する者

（３）賛助会員　この法人の目的に賛同し、賛助することを望
む個人及び団体で､ 理事会において入会を承認されたもの
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律（以下「一般社団・財団法人法」とい
う。）上の社員とする。

この法人の正会員になろうとする者は、入会申込書を理
事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
正会員以外の会員の入会に関する事項は、理事会におい
て別に定める。

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を支払
う義務を負う。なお、社会情勢等に鑑みやむを得ず事業
を行えなかった場合等には、総会の決議により会員へ一
律会費の一部を返戻することができる。

会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提
出することにより任意にいつでも退会することができる。
　
正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会
の決議によって当該正会員を除名することができる。

（１）この定款その他の規則に違反したとき。
（２）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした

とき。
（３）その他除名すべき正当な事由があるとき。

前項の規定により正会員を除名しようとするときは､当該
会員に総会の日から７日以上前までにその旨を通知する
とともに､ 当該会員の除名の決議を行う総会において､ 弁
明の機会を与えなければならない｡
特別会員又は賛助会員が第1 項各号の一に該当するときは、
理事会の決議により、当該会員を除名することができる。

前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当する
に至ったときは、その資格を喪失する。

（１）総正会員が同意したとき。
（２）当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第４章　総　会　　

総会は、すべての正会員をもって構成する。
前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会
とする。

総会は、次の事項について決議する。
（１）正会員の除名
（２）理事及び監事の選任又は解任
（３）理事長候補者の選出
（４）事業計画及び収支予算並びにその変更の承認
（５）事業報告及び決算の承認
（６）定款の変更
（７）解散及び残余財産の処分
（８）理事会において総会に付議した事項
（９）その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定

められた事項

総会は、通常総会として毎年度１月に開催するほか、９月、
１２月、その他必要がある場合に開催する。
前項の通常総会をもって一般社団・財団法人法上の定時
社員総会とする。

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の
決議に基づき理事長が招集する。
総正会員の議決権の５分の１以上の議決権を有する正会

員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の
理由を示して、総会の招集を請求することができる。
理事長は、前項の請求があった日から30日以内に臨時総
会を招集しなければならない。
総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び目的であ
る事項並びに書面又は電磁的方法による表決の可否その他
法令で定める事項を示した書面により、少なくとも総会の
日の14日前までに正会員に通知しなければならない。

総会の議長は､当該総会において正会員の中から選出する。

総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。

（総会の決議は、総正会員の議決権の３分の２以上を有す
る正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半
数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数
以上であって、総正会員の議決権の３分の２以上に当た
る多数をもって行う。

（１）正会員の除名
（２）監事の解任
（３）定款の変更
（４）合併
（５）解散
（６）その他法令で定められた事項

理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候
補者ごとに第１項の決議を行わなければならない。理事又
は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場
合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い
順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

総会に出席できない正会員は、法令で定めるところにより、
あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法
をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を
委任することができる。ただし、書面又は電磁的方法に
よる表決は、第15条第４項において、書面又は電磁的方
法による表決ができるとされている場合に限り適用する。
前項の表決があった場合において、前条の規定の適用に

ついては出席したものとみなす。

総会の議事については、法令で定めるところにより、議
事録を作成する。
議長、理事長及び当該総会において選出された２名以上
の理事は、前項の議事録に記名押印する。

第５章　役員等　　

この法人に、次の役員を置く。
（１）理事　15名以上30名以内
（２）監事　２名以上３名以内

理事のうち１名を理事長、２名以上５名以内を副理事長、
１名を専務理事とする。
前項の理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表
理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第
１項第２号の業務執行理事とする。

理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によっ
て理事の中から選定する。
監事は、この法人の理事を兼務することはできない。

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めると
ころにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、こ
の法人を代表し、その業務を執行する。
副理事長及び専務理事は、理事長を補佐し、法令及びこ
の定款で定めるところにより、この法人の業務を分担執
行する。
理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に４か月
を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理
事会に報告しなければならない。

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるとこ
ろにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、
この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

理事として選任された者は、選任された翌年の1 月1 日に
就任し、その年の12 月31 日に任期を満了とする。
監事として選任された者は、選任された翌年の1 月1 日に
就任し、選任された翌々年の12 月31 日に任期を満了とする。
前２項にかかわらず、補欠として選任された理事又は監
事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなると
きは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに
選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として
の権利義務を有する。

理事及び監事は、総会の決議によって解任することがで
きる。

理事及び監事は、無報酬とする。

この法人に任意の機関として、直前理事長１名を置くこ
とができる。
直前理事長は、次の職務を行う。

（１）理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
（２）この法人の運営に関して、必要な助言をすること。

直前理事長の選任及び解任は、総会において決議する。
直前理事長は、無報酬とする。

この法人に任意の機関として、特別顧問4 名以内を置くこ
とができる。
特別顧問は、次の職務を行う。

（１）理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
（２）この法人の運営に関して、理事長の諮問に答え、又は助

言をすること。
特別顧問の選任及び解任は、総会において決議する。
特別顧問は、無報酬とする。

第６章　理事会　　

この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。

直前理事長及び特別顧問は、理事会に出席し、意見を述
べることができる。
理事以外の正会員は、理事会に出席し、議長の指名によ
り意見を述べることができる。

理事会は、次の職務を行う。
（１）この法人の業務執行の決定
（２）理事の職務の執行の監督
（３）理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

理事会は、毎月１回、理事長が招集する。
前項のほか、次の各号の一に該当する場合には、理事長
が臨時理事会を招集する。

（１）理事長が必要と認めたとき。
（２）理事又は監事から、理事長に対し、理事会の招集の請求

があったとき。
理事長は、前項第２号の規定による請求があった日から
５日以内に、その請求があった日から１４日以内の日を
理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければな
らない。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副
理事長が理事会を招集する。

理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれ
に当たる。ただし、理事長を選定する場合に限り、理事
の互選とする。

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する
理事を除く理事の３分の２以上が出席し、その過半数を
もって行う。
前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条
の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものと
みなす。

理事会の議事については、法令で定めるところにより、
議事録を作成する。
出席した理事長、監事及び当該理事会において議事録署名
人に選任された理事２名は、前項の議事録に記名押印する。

第７章　例会及び委員会　　

この法人は､ 正会員をもって構成する例会を年10回以上開
催するものとする｡ただし、社会情勢を鑑み、事業を行う
ことが不適切である場合には、スタッフ会議にて中止に
することができる。
例会の運営については､ 理事長が理事会の決議を得て､別
に定める｡

この法人に委員会を置く｡
委員会の数及び名称は理事会において定める。
それぞれの委員会は、理事１名以上と正会員若干名をもっ
て構成する。
委員会は、次に掲げる事項を行う。

（１）委員会が担当する事業に係る事業計画案を策定し、理事
会に提出すること。

（２）理事会の決議を得た事業を業務執行理事のもと、運営す
ること。

（３）事業終了後、理事会に報告すること。
委員会の委員の選任及び解任は、理事会において決議する。
その他の委員会の運営に関する事項については、理事会
において別に定める。

第８章　資産及び会計　　

この法人の事業年度は、毎年１月１日に始まり、同年12
月３１日に終わる。

この法人の事業計画書及び収支予算書並びに資金調達及
び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業
年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の
決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これ
を変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度
が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するもの
とする。

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終

了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた後、
理事会及び、通常総会の承認を受けなければならない。

（１）事業報告
（２）事業報告の附属明細書
（３）貸借対照表
（４）正味財産増減計算書
（５）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
（６）財産目録

前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備
え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名
簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するもの
とする。

（１）監査報告
（２）理事及び監事の名簿
（３）理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する

数値のうち重要なものを記載した書類

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、
当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算
定し、前条第２項第４号の書類に記載するものとする。

第９章　定款の変更及び解散　　

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由に
より解散する。

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合
併により法人が消滅する場合（その権利義務を承継する法
人が公益法人であるときを除く。）には、総会の決議を経て、
公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益
認定の取消しの日又は当該合併の日から１か月以内に、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第
５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体
に贈与するものとする。

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、
総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律第５条第17号に掲げる法人又は国若し
くは地方公共団体に贈与するものとする。
　　　

第１０章　公告の方法　　

この法人の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告を
することができない場合は、官報に掲載する方法による。
　　

附　　則　　
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条
第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の理事長は、田中弘和とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第１項に定め
る特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を
行ったときは、第３８条の規定にかかわらず、解散の登
記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を
事業年度の開始日とする。
この定款の変更は、令和2 年１月1 日より施行する。
この定款の変更は、令和2 年2 月1 日に訴求し施行する。

第 １ 章　目　的　　

第１条 本規定は本会議所会員の資格及び入会希望者の取
り扱いに関する事項を規定したものである。
本会議所の会員は､ 正会員､ 特別会員､ 及び賛助会員の３
種とする｡
定款第６条第１項のただし書きについては､ １月１日に満
40才に達した正会員も含むものとする｡

第2 章　入　会　　

本会議所に正会員（サポート会員を除く。）として入会を希望
するものは､所定の入会申込書を提出しなければならない｡
理事会は､ 入会資格調査を会員拡大担当委員会へ委託する。
会員拡大担当委員会は､入会希望者に面接するとともに入
会資格の適否を調査し､ その結果を理事会に答申する｡
 入会希望者は､ 入会に関する研修を受けなければならない。
理事会は答申に基づき審査し､ 入会の適否を決定する｡入
会の諾否は､ 理事長が入会申込者に書面で通知する｡
入会を承諾された者は､ 入会金の納入をもって正会員とな
る｡ ただし､ 入会承認後１ヶ月以内に会費入会金の納入を
しない場合はこの限りではない｡

第 3 章　会　費　　

定款第８条に定める入会金ならびに年会費は次の通りと
する｡
入 会 金　正 会 員    　金20,000円（ サポート会員を除く）
　　　　  特別会員　　金60,000円（ 終身会費） 　
年 会 費　正 会 員    　金96,000円（ サポート会員を除く）
　　　　  サポート会員　金48,000円
　　　　  賛助会員　　金10,000円（一口）
　　　　  法人賛助会員　金120,000円（一口）
正会員は毎年１月末日までにその会費を納付しなければ
ならない｡ ただし､ １月末日､ ６月末日の年２回の分割納

付は妨げない｡ 　　
会員が年度途中入会の場合は､ 年会費の在籍月割り額とし
原則として一括で納付する｡ ただし、月払いの分割納入を
妨げない。
特別会員は会員になりたるときより２ヶ月以内にその会
費を納入しなければならない｡
賛助会員は､ 原則として毎年１月末日までにその会費を納
入しなければならない｡ ただし理事会の決議により分割を
認める｡
法人賛助会員になることを希望する場合は、所定の申込
書を提出し、理事会の承認を得ることで法人賛助会員と
なることができる。年度途中で承認を受けた法人賛助会
員の年会費は在籍月割り額とし、随時の会費を納入する
ことができる。理事会において入会を承認された月から
年度内の会費を一括納入するものとし、年度の途中で法
人賛助会員を退会しても返金はしないものとする。
法人賛助会員は、前年度より同会員として継続する場合
には、毎年１月末日までにその会費を納付しなければな
らない ｡ ただし､１月末日､６月末日の年２回の分割納付は
妨げない ｡

第4 章　会員の失格　　

定款第10条に定める行為があった時は､ 総務担当委員会が
実情を調査して理事会に報告する｡
年会費を所定の納期までに納入しない会員に対しては､財
務を担当する理事は勧告を行い理事会に報告しなければ
ならない｡
例会及び委員会に対して欠席が連続６回に及んだ会員の
所属委員長は､ 会員に対して勧告を行い､ 勧告後１ヶ月以
内に適切なる善処の意思表示及び行為のない場合は理事
会に報告する｡
前条ならびに第11条の報告を受けた理事会は､ 当該会員の
過去の状況等を勘案し､ その決議により退会せしむること
ができる｡

第 5 章　休　会　　

正会員が長期の病気又は海外出張等により､ 例会、委員会、
その他一切の行事に出席不可能の場合は､ 休会することが
できる｡ ただし､ この場合正会員は､ 休会届を理事長に提
出し､ 理事会の承認を得なければならない｡
休会中の会費は､ これを免除しない｡ ただし､ 突然の災禍
などの理由で休会を承認された会員に対し理事会の決議
にて会費の一部又は全額を免除することができる｡
前条の休会の期限は､ １ヶ年以内とする｡ ただし､ 理事会
においてこれを延長することができる｡

第 6 章　特別会員　　

定款第６条第１項２号の有資格者で特別会員を希望する
ものは､ 理事会の承認を得､ 所定の入会金を納入したのち
特別会員になることができる｡
特別会員は本会議所の総会､理事会を除くあらゆる会合､
行事に参加できる｡ ただし､ 一切の表決権及び選挙権なら
びに被選挙権を有しない｡

第 7 章　賛助会員　　

本会議所の趣旨に賛同し､ その事業の発展を助成すること
を望む個人､ 法人及び団体は理事会の決定により賛助会員
として入会することができる｡ ただし､ 会費を納入しない
時は退会とする｡
会員資格は１ヶ年限りとする
賛助会員を希望するものは､ 所定の申込書を理事会に提出
する｡
賛助会員は､ 本会議所の総会､ 理事会を除くあらゆる会合､ 
行事に参加できる｡ ただし､ 議長の許可を得た場合はこの
限りではない。また、一切の表決権及び選挙権ならびに
被選挙権を有しない｡

第 8 章　顧　問　　

この法人の顧問は次の２種とする｡

（１）顧問・本会議所の正会員でなく､ 青年会議所の活動に対し
て適切な指導又は助言を与えるもので､ 原則として任期は
１ヶ年とする｡ ただし､ 再任は妨げない｡

（２）特別顧問・本会議所の正会員たる理事長経験者｡ ただし直
前理事長は除く｡
特別顧問は､ 被選挙権及び理事会の表決権を有しない｡

細　　則　　
本規定の執行に関する細則は､ 理事会の決議を以って定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議を以って定める。

附　　則　　
本規定は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､ 昭和60年12月 6 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 昭和63年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 平成 ９ 年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 平成16年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は、平成23年12月６ 日より施行する。（改訂）
本規定は、平成28年10月13日より施行する。（改訂）
本規定は、令和 ２ 年 １ 月 １ 日より施工する。（改訂）
本規定は、令和 ４ 年 １ 月 ６ 日より施工する。（改訂）

第 １ 章　目　的　　

本規定は､ 本会議所の運宮を円滑にし､ その目的達成を容
易ならしめるため､ 組織､ 運営等に関する事項を規定する
ものである｡

第 2 章　役員の任務　　

本会議所の役員は・定款に定める事項のほか､ 次の任務を
有する
理事長

（１）本会議所の代表として対外的な発言をし､ 総ての事業の総

括責任をもつ｡
（２）公益社団法人日本青年会議所総会､ 地区協議会､ ブロック

協議会及び理事長会議に出席し､ 本会議所の有する表決権
の行使及び意見の発表を行う｡

（３）本会議所の総会及び理事会の議長を務める
直前理事長
理事会に出席し意見を求められたときは､ 理事長経験を生
かし､ 所務､ その他について必要な助言をする｡
副理事長

（１）理事長と連絡を密にして､ 常に意見の調整統一をし､ 本会
議所の円滑な運営のため一体となって努力する｡

（２）各々分掌の委員会を統轄して活発な活動をはかり､ 各委員
会の連絡調整を図る
専務理事
理事長及び副理事長と連絡を密にして､ 常に意見の調整と
統一をし､ 本会議所の運営並びに対外的な活動のため一体
となって努力する
理　　事
理事は､ 本会議所の目的達成のために事業を計画、 検討、
実施し､ かつその成果を確認して､ 議事録または報告書を
７日以内に担当副理事長を経て､ 理事長に提出する｡
監　　事

（１）監事は本会議所の業務及び財産状況を監査し､ 必要ある時
は理事長に報告書を提出しなけれぱならない｡

（２）監事は､ 他のいかなる職務を兼務することができない。
サポート会員
基本的には担当委員会・担当例会の参加を義務とし、そ
の他付属する事業等に関しては担当副理事長の判断に
よって依　　頼を行う。委員会運営につき委員長及び副
委員長へ対し事業の方向性、実現方法、タスク管理の助
言を行う。また、委員会運営がスムーズでない場合は理事、
副理事長へ報告をする。

第 3 章　出　席　　

６ヵ月毎に正会員の出席率を発表し､ 年間出席率を発表する。
年間出席率の最低限界を60％とし､ それ未満の会員は､理
事会の議を経て本会議所定款の定めるところにより､除名

することができる｡ ただし､ 当該会員は理事会において､ 
弁明の機会をあたえられる｡
 実質出席率とは､ 総会､ 例会､ 委員会､ 全体行事の出席率
をいい､ 役員の場合は理事会､ 新入会員の場合はオリエン
テーションの出席率も含む｡
正会員は､ すべての会合において欠席､ 遅刻､ 早退､ する場
合は､ 必ず届け出ること｡
病気その他､ 止むを得ない事由により､ 長期間にわたり出
席不可能な場合は休会として出席の義務を免除する｡ただ
し､ 休会届を理事長宛に提出し､ 受理された日より休会扱
いとする｡
青年会議所関係の公務のためにあらかじめ届け出て､ 総会、
例会､ 委員会及び理事会に欠席した場合は､ 出席したもの
として取扱う｡
正会員は､ すべての会合に出席するには､ 正服を着用し、
ネームプレート、ＪＣバッチを佩用しなければならない。
ただし､ ６、７、８、９月の会合で上衣を着用しない場合は、
この限りでない｡
（２）講師を招いての会合は､ 上項に限らず上衣を着用する。
会合の出席は､ 規定用紙に署名する事を原則とする｡

第 4 章　例会､ 定例理事会　　

例会は原則として毎月第２金曜日に開催する｡ ただし､理
事会の承認を得て変更することができる｡
例会の運営については､ 少なくとも前月の理事会において
承認を受けなければならない｡
定例理事会は､ 原則として毎月第１金曜日に開催するただ
し､ 当日が祝祭日となった場合は､ その限りでない｡
正会員たる理事長経験者､ 及び当該年度の日本青年会議所、
関東地区協議会､ 埼玉ブロック協議会出向役員は、理事会
に出席し意見を求められたときは､ 発言できる｡
理事会の議事の運営は､ 理事会議事運用規定でこれを定める。

第 5 章　室､ 委員会　　

本会議所定款第３条の目的を達成し､ 運営を適正かつ円滑
にするため室を置くことができる｡

室長は担当の室を代表し､ 担当の各委員会を総括する｡
室を担当する室長は､ 副理事長､ 専務理事､ 及び理事がこ
れにあたる｡
定款第３９条の規定に基づき委員会を設置する｡ ただし、
特別に必要な事由の生じたときは､ 理事会の決議により特
別委員会を設置することができる｡
特別委員会への重属は妨げない｡
委員会には委員長1 人､ 副委員長若干人及び委員若干人を
置く｡
委員長及び副委員長は､正会員のうちから理事長が理事会
の承認を得て任命する｡
委員は､正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任
命する｡
正会員は､ 理事長､ 直前理事長､ 副理事長､専務理事､室長､ 
監事を除き､ 原則として全員がいずれかの委員会に所属し
なければならない｡
委員長は､ 委員会を代表し、 委員会の会務を総括するととも
に､ 委員会誌を記録し､ 理事長に提出しなければならない。
副委員長は､ 委員長を補佐し､ 委員長事故あるときはその
職務を代行する｡
委員会は､ 委員長があらかじめ議題､ 日時､ 場所などを各
委員に通知して招集するものとする｡
委員会は､ 毎月１回以上開催し､ 独自の事業計画の確立と
実施の推進母体となる｡
委員会の会議の定足数は､ 委員の２分の１とする｡
委員会の決議は､ 出席委員の過半数をもって決する｡ ただ
し、 可否同数のときは委員長がこれを決する｡
委員長は､ 必要と認めた場合には､ 役員､ 特別会員､ 賛助会
員及び他の会員の出席を求めることができる｡

第 6 章　褒　賞　　

本会議所における褒賞は､ 青年会議所運動に顕著な功績の
あった個人､ 法人団体及び委員会に対して理事会の決定に
より行う｡ ただし､ 褒賞の方法等については､ その都度理
事会で決定する｡
年間実質出席率が100％の会員は､ 褒賞する｡

第 7 章　運営マニュアル　　

理事長は､ 本規定に沿って運営を円滑ならしめるため毎年度
運営マニュアルを理事会に提出し､ 承認を得るものとする。
本会議所の役員は､その普及に努めるものとする｡ 　　
運営マニュアル提出時期は､ １月理事会とする｡

細　　則　　
本規定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本規定は､昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､昭和63年12月２日より施行する｡（改訂）
本規定は、令和2 年１月１日より施行する。（改訂）

第 １ 章　総　則　　　　

本規定は､ 定款に定める理事会における会議の運用に関し、
円滑に議事を進行させるため制定し､ 定款､ 諸規定に定め
る事項のほかは､ これを適用する｡
本規定は､ 国際青年会議所が採用するロバート議事法に原
則としてもとづく｡

第 2 章　招　集　　

会議の招集は､ 会議の目的たる事項ならびに日時及び場所
を記載した文書をもって会日の５日前までに通知を発し
なければならない｡
会議に招集を受けたる者は､ 招集日の当日開会定刻前に会
議場に参集､ 所定の会議構成者名簿に署名をしなければな
らない｡
会議に招集を受けたる者が出席出来ないときは､ その理由を
付し会議開会の時刻前に招集者に届け出なければならない。

第 3 章　会　議　　

会議の議長は､ 定款第３５条に定める通りとする｡
会議の定足数は､ 定款第３６条に定める通りとする｡
会議の開会定刻より相当の時間を経てもなお定足数に達
しないときは､ 議長は会議の開始時間の遅延又は流会を宣
言することができる｡
会議中に定足数を欠くに至るおそれのあるときは､ 議長は
休憩又は流会を宣言することができる｡
会議において議長は公平な立場となり､ 会議の秩序を維持
し､ 本規定に定めるほか次のような事を行う｡
（１）開会の宣言 （２）会議の成立の宣言 （３）議事日程の宣言
（４）議事録作成人の指名（５）議事録署名人の指名
（６）前回議事録の承認を受けること（７）閉会の宣言
（８）会議の議決結果の外部への報告

第 4 章　議事日程　　

議長は会議時に議事日程及び会議に関する資料を出席者
に配布又は呈示しなければならない｡
議長が必要があるとき､ 又はその会議に議題を提出する権
利を有する構成者から動議が提出されたときは会議の議
を経て議事日程の順序を変更したり他の議題を追加する
ことができる｡ なお審議に至らなかった議題については、 
あらたに議事日程を定めたときは、その議題を最優先と
しなければならない｡

第 5 章　議題および動議　　

会議の議題提出権者は､ その会議において議題を提出する
権利を有すると同時に表決権を有するその会議の構成者
でなければならない｡
議題提出者が議題を提出するときは､ 開催予定日前の正副
理事長会議に文書をもって提案理由をつけて提出しなけ
ればならない｡ ただし､ 緊急とみなされた場合はこの限り
でない｡
同一議題で議決された事項を再度その会議において議題
として取り上げるときは､ 会議の表決権を有する出席構成

者の３分の２以上の同意を得なければならない｡
同一議事日程中に議決された事項はいかなる理由があろう
とも再度その会議に議題として取り上げることはできない。
動議は会議において他に１人以上のその会議の表決権を
有する出席構成者の賛成がなければならない｡
動議は会議において賛成支持されない前は自由に取り下
げることができる｡

第 6 章　議　事　　

議題を会議に付するときは議長にその旨宣告する｡
会議において議題提出者は提案主旨を記載した文書を資
料として配布し､ 必要があれば説明しなければならない｡
　

第 7 章　発　言　　

発言はすべて議長の許可を得なければならない｡
議長の許可のない発言は討議の対象にならない｡
会議において発言しようとする者は､ 挙手をして議長の許
可を得て発言しなければならない｡
２人以上挙手をして発言を求めたときは､ 議長は先挙手者
と認めた者を指名する｡
発言はすべて簡明を旨とし議題外にわたりまたはその範
囲を超えてはならない｡
議長は発言が会議の品位をきずつけ､ 又は議事妨害である
と認めるときは注意し､ なお従わない場合は発言を禁止す
ることができる｡
議長は討議の進行において最初に反対者を発言させ､ つぎ
に賛成者と反対者を交互に指名するように努めなければ
ならない｡
発言は原則として１議題につき､ １人２回５分以内の範囲
で行う｡ ただし､ 議事進行上その適用は議長の判断とし回
数､ 時間等を議長により制限されることがある｡

第 8 章　採　決　　

議長は採決をとろうとするときは表決にうつる旨を告げる。
採決は次の方法による｡

（１）口頭 （２）拍手（３）挙手（４）起立
（５）記名投票（ ６）無記名投票
採決はまず否決案について行い､ 次に修正案､ 原案をあとに
する。修正案が多い場合､ 原案に最も遠いものより採決する。
採決は先ず賛成をとり､ 次に反対をとる｡

第 9 章　議事録　　

議事録は議長から指名された書記により議事に関し忠実
に記載しなければならない｡ また書記は作成した議事録を
議長及び議事録署名人に会議開催後10日以内に届け出な
ければならない｡
前条で届け出を受けた議長､ 議事録署名人は訂正修正箇所
があれば指摘し､ 直ちに署名捺印の上､ 書記に返却しなけ
ればならない｡
前条にて確認された議事録は､ 書記により会議構成者に次
回の理事会までに提出しなければならない｡
議事録はいかなる理由があろうとも内容を変えることは
できず､ あくまで事実の内容に対する誤文・誤字の訂正に
とどまる。

第 10 章　傍　聴　　

会議を傍聴しようとする者は､ 議長の許可を得なければな
らない｡
傍聴者は､ 会議の開会中は会議における討議に対して賛否
を表明したりして議事を妨害するような言動をしてはな
らない｡ なお､ 傍聴者が議事の進行を妨害した場合は議長
はその者を退場させることができる｡

第 11 章　事前の会議　　

理事会に先立って正副理事長会議を開催しなければならない。
正副理事長会議は､ 理事長がその職務を遂行するにあたり、
政策ならびに運営について､ 意見の交換をし､ 大局的な方
針を決定する｡
正副理事長会議構成は､ 理事長､ 直前理事長､ 副理事長､専
務理事とし､ 招集及び議長は理事長がこれに当たる｡

財務担当理事､ 及び事務局担当理事と総務担当委員長は､
常時出席できる｡ このほか､ 正副理事長会議構成者が必要
と認めた者は､ 出席できる｡
当会議は議決権を有しない｡ ただし､ 理事会より一任され
た事項はこの限りではない｡

細　　則　　
本規定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本規定は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､平成28年10月13日より施行する｡

第 1 章　目　的　　　

本規定は､ 本会議所の運営を円滑にし､ その目的達成を容
易ならしめるため､ 事務局､ 会計経理､ 慶弔､ 旅費等に関す
る事項を規定するものである｡

第 2 章　事務局　　　

事務局には､ 事務局長を置くことができ､ 事務局長は､ 専
務理事の指揮を受け事務局の統轄､ 管理にあたる｡
総会及び理事会の議事録は､ 総務担当委員会がこれを作成
し事務局に備え付けるものとする｡
事務局は､ 事業年度毎に次の分類に従い文書等を整理、保
存しなければならない｡

（１）本会議所の定款ならびに諸規定　　　　　永久保存
（２）総会及び理事会の議事録　　　　　　　　永久保存
（３）本会議所内部の文書　　　　　　　　　５年間保存
（４）公益社団法人日本青年会議所及び
　　各地青年会議所関係の文書綴　　　　　１年間保存
（５）本会議所会報綴　　　　　　　　　 　　　永久保存

（６）事務局日誌　　　　　　　　　　　　　３年間保存
（７）受発信簿　　　　　　　　　　　　　　１年間保存
（８）会員名簿　　　　　　　　　　　　　　　永久保存
（９）許可､ 認可等に関する書類
（10）登記に関する書類
（11）役員の氏名､ 住所及び略歴を記載した書類ならびにその就

任の承諾を証する書類
（12）資産台帳
（13） 現事業年度及び過去３年間の収入及び支出に関する帳簿、

証拠書類
（14）各事業年度末における財産目録及び収支決算書
（15）現事業年度の事業計画書及び収支予算書
（16）知事が当該法人を監督するために発した書類
（17）前各号に掲げるもののほか､ 知事が特に必要と認める書類

及び帳簿
事務局長は､ 備品台帳を整備し､ 出入を記載し､ 備品を完
全に管理しなければならない。

第 3 章　会計経理　　

本会議所の会計に用いる諸帳簿は､ 次の通りとする｡
（１）帳簿　　　　総勘定元帳､ 現預金出納帳､ 会費徴収簿
（２）決算書類及び諸表　　貸借対照表､ 収支決算書､
　　　　　　　　　　　　事業報告書､ 監査報告書､ 　　
　　　　　　　　　　　　財産目録等
（３）伝票　　　　入会伝票 ､ 出金伝票 ､ 振替伝票
金銭の出納は､ 財務を担当する理事が責任管理し、次の証
憑を揃えて起票し､ 期日順に整理するものとする｡

（１）収入については､ 発行した領収書控
（２）収支については､ 受領した領収書
（３）領収書徴収不能のもとについては､ 受領不能理由を記載し

た支払証明書
出納は､ つとめて銀行の普通及び当座預金口座によって処
理し､ 口座名義は理事長とし理事長印を使用する｡
各委員会の予算の範囲内における支出は各委員長が所定の支
払請求書に捺印の上､ 事務局に提出する｡ ならびに単位事業
が完了したときは､ 速やかに計算書証憑及び関係書類を揃え
捺印の上事務局に提出し､ 事務局は会計担当理事に提出する。

特に予算外の支出を必要とする時には理事会の承認を得
るものとする｡
財務を担当する理事は､ 決算にあたって前払費用、未収金、
未払金等を整理し、仮払勘定は、原則としてそれぞれ担
当の科目に振替え､ 関係帳簿を照合､ かつ整理し銀行預金
残高証明書類をととのえなければならない｡
会計諸帳簿は､ 次の区分に従い保存するものとする｡
（１）決算書類　　　　　　　　　　　　　永久保存
（２）その他の会計書類　　　　　　　　５年間保存

第 4 章　慶　弔　　

正会員の慶弔に関しては､ 次の基準により慶弔金もしくは
記念品を贈る｡

（１）正会員の結婚　　　　　10,000円
（２）正会員の死亡　　　　　30,000円及び供花
（３）正会員の入院 　　　　　 5,000円（2 週間以上の場合）
（４）正会員の家族の死亡 　供花（ 会員の両親及び、夫、妻 、子）
（５）正会員の出産 　　　　   10,000円

金額等については､ 毎年頭初の理事会により決議する｡

第 5 章　旅　費　　

理事長の命じた事務局員の公務出張に対しては､ 次の通り
旅費を支給する｡

（１）目的地までの往復普通料金相当額（用務の都合により特別
急行料金を加算する）

（２）宿泊費は､ 実費相当額
（３）日当は１日5,000円

理事会の命じた会員の公務出張に対しては､ 理事会の議を
へて前条に準じた旅費を支給することができる｡

細　　則　　
本則定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本則定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本則は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
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第 １ 章　総　則　　

この法人は、公益社団法人こだま青年会議所と称する。

この法人は、主たる事務所を埼玉県本庄市朝日町三丁目
1番35号に置く。

第２章　目的及び事業　　

この法人は､ 地域社会及び国家の発展を図り､ 会員の連携
と指導力の啓発に努めるとともに､ 国際的理解を深め､世
界の平和に寄与することを目的とする｡

この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を
目的として、その事業を行わない。
この法人は、これを特定の政党のために利用しない。
　
この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を
行う。

（１）政治、経済、社会、福祉、環境、文化等に関する調査、
研究及び企画立案に関する事業

（２）児童又は青少年の健全育成事業
（３）地域における諸問題の調査研究及び地域貢献事業
（４）教育、スポーツなどを通じて心身の健全な発達に寄与し、

又は豊かな人間性を涵養する事業
前項のほか、公益目的事業の推進に資するため必要に応
じ次の事業を行う。

（１）会員の指導力啓発の知識の修得及び教養の向上並びに能
力の開発を図る事業

（２）国際青年会議所､公益社団法人日本青年会議所､ 国内
及び国外の青年会議所その他の諸団体と提携し、相互の
理解と親善を増進する事業

（３）その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第１項の事業は埼玉県において行うものとする。

第３章　会　員　　

この法人に次の会員を置く。
（１）正会員　本庄市、児玉郡に住所又は勤務先を有する年齢

20歳以上40歳未満の品格ある青年、及び直前理事長。
ただし、正会員である事業年度中に40歳に達した者は、当
該年度中は正会員の資格を有する。また、満45歳以下で（公
社）こだま青年会議所を卒業した者のうち理事長より依頼を
受け快諾をいただき、かつ正会員になることにつき理事会で
承認を受けた者（以下「サポート会員」とする）も正会員とする。

（２）特別会員　40歳に達した年の事業年度の終了する日に正
会員であった者で、特別会員となることを希望する者

（３）賛助会員　この法人の目的に賛同し、賛助することを望
む個人及び団体で､ 理事会において入会を承認されたもの
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律（以下「一般社団・財団法人法」とい
う。）上の社員とする。

この法人の正会員になろうとする者は、入会申込書を理
事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
正会員以外の会員の入会に関する事項は、理事会におい
て別に定める。

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を支払
う義務を負う。なお、社会情勢等に鑑みやむを得ず事業
を行えなかった場合等には、総会の決議により会員へ一
律会費の一部を返戻することができる。

会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提
出することにより任意にいつでも退会することができる。
　
正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会
の決議によって当該正会員を除名することができる。

（１）この定款その他の規則に違反したとき。
（２）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした

とき。
（３）その他除名すべき正当な事由があるとき。

前項の規定により正会員を除名しようとするときは､当該
会員に総会の日から７日以上前までにその旨を通知する
とともに､ 当該会員の除名の決議を行う総会において､ 弁
明の機会を与えなければならない｡
特別会員又は賛助会員が第1 項各号の一に該当するときは、
理事会の決議により、当該会員を除名することができる。

前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当する
に至ったときは、その資格を喪失する。

（１）総正会員が同意したとき。
（２）当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第４章　総　会　　

総会は、すべての正会員をもって構成する。
前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会
とする。

総会は、次の事項について決議する。
（１）正会員の除名
（２）理事及び監事の選任又は解任
（３）理事長候補者の選出
（４）事業計画及び収支予算並びにその変更の承認
（５）事業報告及び決算の承認
（６）定款の変更
（７）解散及び残余財産の処分
（８）理事会において総会に付議した事項
（９）その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定

められた事項

総会は、通常総会として毎年度１月に開催するほか、９月、
１２月、その他必要がある場合に開催する。
前項の通常総会をもって一般社団・財団法人法上の定時
社員総会とする。

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の
決議に基づき理事長が招集する。
総正会員の議決権の５分の１以上の議決権を有する正会

員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の
理由を示して、総会の招集を請求することができる。
理事長は、前項の請求があった日から30日以内に臨時総
会を招集しなければならない。
総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び目的であ
る事項並びに書面又は電磁的方法による表決の可否その他
法令で定める事項を示した書面により、少なくとも総会の
日の14日前までに正会員に通知しなければならない。

総会の議長は､当該総会において正会員の中から選出する。

総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。

（総会の決議は、総正会員の議決権の３分の２以上を有す
る正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半
数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数
以上であって、総正会員の議決権の３分の２以上に当た
る多数をもって行う。

（１）正会員の除名
（２）監事の解任
（３）定款の変更
（４）合併
（５）解散
（６）その他法令で定められた事項

理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候
補者ごとに第１項の決議を行わなければならない。理事又
は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場
合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い
順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

総会に出席できない正会員は、法令で定めるところにより、
あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法
をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を
委任することができる。ただし、書面又は電磁的方法に
よる表決は、第15条第４項において、書面又は電磁的方
法による表決ができるとされている場合に限り適用する。
前項の表決があった場合において、前条の規定の適用に

ついては出席したものとみなす。

総会の議事については、法令で定めるところにより、議
事録を作成する。
議長、理事長及び当該総会において選出された２名以上
の理事は、前項の議事録に記名押印する。

第５章　役員等　　

この法人に、次の役員を置く。
（１）理事　15名以上30名以内
（２）監事　２名以上３名以内

理事のうち１名を理事長、２名以上５名以内を副理事長、
１名を専務理事とする。
前項の理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表
理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第
１項第２号の業務執行理事とする。

理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によっ
て理事の中から選定する。
監事は、この法人の理事を兼務することはできない。

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めると
ころにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、こ
の法人を代表し、その業務を執行する。
副理事長及び専務理事は、理事長を補佐し、法令及びこ
の定款で定めるところにより、この法人の業務を分担執
行する。
理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に４か月
を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理
事会に報告しなければならない。

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるとこ
ろにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、
この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

理事として選任された者は、選任された翌年の1 月1 日に
就任し、その年の12 月31 日に任期を満了とする。
監事として選任された者は、選任された翌年の1 月1 日に
就任し、選任された翌々年の12 月31 日に任期を満了とする。
前２項にかかわらず、補欠として選任された理事又は監
事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなると
きは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに
選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として
の権利義務を有する。

理事及び監事は、総会の決議によって解任することがで
きる。

理事及び監事は、無報酬とする。

この法人に任意の機関として、直前理事長１名を置くこ
とができる。
直前理事長は、次の職務を行う。

（１）理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
（２）この法人の運営に関して、必要な助言をすること。

直前理事長の選任及び解任は、総会において決議する。
直前理事長は、無報酬とする。

この法人に任意の機関として、特別顧問4 名以内を置くこ
とができる。
特別顧問は、次の職務を行う。

（１）理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
（２）この法人の運営に関して、理事長の諮問に答え、又は助

言をすること。
特別顧問の選任及び解任は、総会において決議する。
特別顧問は、無報酬とする。

第６章　理事会　　

この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。

直前理事長及び特別顧問は、理事会に出席し、意見を述
べることができる。
理事以外の正会員は、理事会に出席し、議長の指名によ
り意見を述べることができる。

理事会は、次の職務を行う。
（１）この法人の業務執行の決定
（２）理事の職務の執行の監督
（３）理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

理事会は、毎月１回、理事長が招集する。
前項のほか、次の各号の一に該当する場合には、理事長
が臨時理事会を招集する。

（１）理事長が必要と認めたとき。
（２）理事又は監事から、理事長に対し、理事会の招集の請求

があったとき。
理事長は、前項第２号の規定による請求があった日から
５日以内に、その請求があった日から１４日以内の日を
理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければな
らない。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副
理事長が理事会を招集する。

理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれ
に当たる。ただし、理事長を選定する場合に限り、理事
の互選とする。

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する
理事を除く理事の３分の２以上が出席し、その過半数を
もって行う。
前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条
の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものと
みなす。

理事会の議事については、法令で定めるところにより、
議事録を作成する。
出席した理事長、監事及び当該理事会において議事録署名
人に選任された理事２名は、前項の議事録に記名押印する。

第７章　例会及び委員会　　

この法人は､ 正会員をもって構成する例会を年10回以上開
催するものとする｡ただし、社会情勢を鑑み、事業を行う
ことが不適切である場合には、スタッフ会議にて中止に
することができる。
例会の運営については､ 理事長が理事会の決議を得て､別
に定める｡

この法人に委員会を置く｡
委員会の数及び名称は理事会において定める。
それぞれの委員会は、理事１名以上と正会員若干名をもっ
て構成する。
委員会は、次に掲げる事項を行う。

（１）委員会が担当する事業に係る事業計画案を策定し、理事
会に提出すること。

（２）理事会の決議を得た事業を業務執行理事のもと、運営す
ること。

（３）事業終了後、理事会に報告すること。
委員会の委員の選任及び解任は、理事会において決議する。
その他の委員会の運営に関する事項については、理事会
において別に定める。

第８章　資産及び会計　　

この法人の事業年度は、毎年１月１日に始まり、同年12
月３１日に終わる。

この法人の事業計画書及び収支予算書並びに資金調達及
び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業
年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の
決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これ
を変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度
が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するもの
とする。

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終

了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた後、
理事会及び、通常総会の承認を受けなければならない。

（１）事業報告
（２）事業報告の附属明細書
（３）貸借対照表
（４）正味財産増減計算書
（５）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
（６）財産目録

前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備
え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名
簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するもの
とする。

（１）監査報告
（２）理事及び監事の名簿
（３）理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する

数値のうち重要なものを記載した書類

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、
当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算
定し、前条第２項第４号の書類に記載するものとする。

第９章　定款の変更及び解散　　

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由に
より解散する。

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合
併により法人が消滅する場合（その権利義務を承継する法
人が公益法人であるときを除く。）には、総会の決議を経て、
公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益
認定の取消しの日又は当該合併の日から１か月以内に、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第
５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体
に贈与するものとする。

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、
総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律第５条第17号に掲げる法人又は国若し
くは地方公共団体に贈与するものとする。
　　　

第１０章　公告の方法　　

この法人の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告を
することができない場合は、官報に掲載する方法による。
　　

附　　則　　
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条
第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の理事長は、田中弘和とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第１項に定め
る特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を
行ったときは、第３８条の規定にかかわらず、解散の登
記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を
事業年度の開始日とする。
この定款の変更は、令和2 年１月1 日より施行する。
この定款の変更は、令和2 年2 月1 日に訴求し施行する。

第 １ 章　目　的　　

第１条 本規定は本会議所会員の資格及び入会希望者の取
り扱いに関する事項を規定したものである。
本会議所の会員は､ 正会員､ 特別会員､ 及び賛助会員の３
種とする｡
定款第６条第１項のただし書きについては､ １月１日に満
40才に達した正会員も含むものとする｡

第2 章　入　会　　

本会議所に正会員（サポート会員を除く。）として入会を希望
するものは､所定の入会申込書を提出しなければならない｡
理事会は､ 入会資格調査を会員拡大担当委員会へ委託する。
会員拡大担当委員会は､入会希望者に面接するとともに入
会資格の適否を調査し､ その結果を理事会に答申する｡
 入会希望者は､ 入会に関する研修を受けなければならない。
理事会は答申に基づき審査し､ 入会の適否を決定する｡入
会の諾否は､ 理事長が入会申込者に書面で通知する｡
入会を承諾された者は､ 入会金の納入をもって正会員とな
る｡ ただし､ 入会承認後１ヶ月以内に会費入会金の納入を
しない場合はこの限りではない｡

第 3 章　会　費　　

定款第８条に定める入会金ならびに年会費は次の通りと
する｡
入 会 金　正 会 員    　金20,000円（ サポート会員を除く）
　　　　  特別会員　　金60,000円（ 終身会費） 　
年 会 費　正 会 員    　金96,000円（ サポート会員を除く）
　　　　  サポート会員　金48,000円
　　　　  賛助会員　　金10,000円（一口）
　　　　  法人賛助会員　金120,000円（一口）
正会員は毎年１月末日までにその会費を納付しなければ
ならない｡ ただし､ １月末日､ ６月末日の年２回の分割納

付は妨げない｡ 　　
会員が年度途中入会の場合は､ 年会費の在籍月割り額とし
原則として一括で納付する｡ ただし、月払いの分割納入を
妨げない。
特別会員は会員になりたるときより２ヶ月以内にその会
費を納入しなければならない｡
賛助会員は､ 原則として毎年１月末日までにその会費を納
入しなければならない｡ ただし理事会の決議により分割を
認める｡
法人賛助会員になることを希望する場合は、所定の申込
書を提出し、理事会の承認を得ることで法人賛助会員と
なることができる。年度途中で承認を受けた法人賛助会
員の年会費は在籍月割り額とし、随時の会費を納入する
ことができる。理事会において入会を承認された月から
年度内の会費を一括納入するものとし、年度の途中で法
人賛助会員を退会しても返金はしないものとする。
法人賛助会員は、前年度より同会員として継続する場合
には、毎年１月末日までにその会費を納付しなければな
らない ｡ ただし､１月末日､６月末日の年２回の分割納付は
妨げない ｡

第4 章　会員の失格　　

定款第10条に定める行為があった時は､ 総務担当委員会が
実情を調査して理事会に報告する｡
年会費を所定の納期までに納入しない会員に対しては､財
務を担当する理事は勧告を行い理事会に報告しなければ
ならない｡
例会及び委員会に対して欠席が連続６回に及んだ会員の
所属委員長は､ 会員に対して勧告を行い､ 勧告後１ヶ月以
内に適切なる善処の意思表示及び行為のない場合は理事
会に報告する｡
前条ならびに第11条の報告を受けた理事会は､ 当該会員の
過去の状況等を勘案し､ その決議により退会せしむること
ができる｡

第 5 章　休　会　　

正会員が長期の病気又は海外出張等により､ 例会、委員会、
その他一切の行事に出席不可能の場合は､ 休会することが
できる｡ ただし､ この場合正会員は､ 休会届を理事長に提
出し､ 理事会の承認を得なければならない｡
休会中の会費は､ これを免除しない｡ ただし､ 突然の災禍
などの理由で休会を承認された会員に対し理事会の決議
にて会費の一部又は全額を免除することができる｡
前条の休会の期限は､ １ヶ年以内とする｡ ただし､ 理事会
においてこれを延長することができる｡

第 6 章　特別会員　　

定款第６条第１項２号の有資格者で特別会員を希望する
ものは､ 理事会の承認を得､ 所定の入会金を納入したのち
特別会員になることができる｡
特別会員は本会議所の総会､理事会を除くあらゆる会合､
行事に参加できる｡ ただし､ 一切の表決権及び選挙権なら
びに被選挙権を有しない｡

第 7 章　賛助会員　　

本会議所の趣旨に賛同し､ その事業の発展を助成すること
を望む個人､ 法人及び団体は理事会の決定により賛助会員
として入会することができる｡ ただし､ 会費を納入しない
時は退会とする｡
会員資格は１ヶ年限りとする
賛助会員を希望するものは､ 所定の申込書を理事会に提出
する｡
賛助会員は､ 本会議所の総会､ 理事会を除くあらゆる会合､ 
行事に参加できる｡ ただし､ 議長の許可を得た場合はこの
限りではない。また、一切の表決権及び選挙権ならびに
被選挙権を有しない｡

第 8 章　顧　問　　

この法人の顧問は次の２種とする｡

（１）顧問・本会議所の正会員でなく､ 青年会議所の活動に対し
て適切な指導又は助言を与えるもので､ 原則として任期は
１ヶ年とする｡ ただし､ 再任は妨げない｡

（２）特別顧問・本会議所の正会員たる理事長経験者｡ ただし直
前理事長は除く｡
特別顧問は､ 被選挙権及び理事会の表決権を有しない｡

細　　則　　
本規定の執行に関する細則は､ 理事会の決議を以って定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議を以って定める。

附　　則　　
本規定は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､ 昭和60年12月 6 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 昭和63年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 平成 ９ 年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 平成16年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は、平成23年12月６ 日より施行する。（改訂）
本規定は、平成28年10月13日より施行する。（改訂）
本規定は、令和 ２ 年 １ 月 １ 日より施工する。（改訂）
本規定は、令和 ４ 年 １ 月 ６ 日より施工する。（改訂）

第 １ 章　目　的　　

本規定は､ 本会議所の運宮を円滑にし､ その目的達成を容
易ならしめるため､ 組織､ 運営等に関する事項を規定する
ものである｡

第 2 章　役員の任務　　

本会議所の役員は・定款に定める事項のほか､ 次の任務を
有する
理事長

（１）本会議所の代表として対外的な発言をし､ 総ての事業の総

括責任をもつ｡
（２）公益社団法人日本青年会議所総会､ 地区協議会､ ブロック

協議会及び理事長会議に出席し､ 本会議所の有する表決権
の行使及び意見の発表を行う｡

（３）本会議所の総会及び理事会の議長を務める
直前理事長
理事会に出席し意見を求められたときは､ 理事長経験を生
かし､ 所務､ その他について必要な助言をする｡
副理事長

（１）理事長と連絡を密にして､ 常に意見の調整統一をし､ 本会
議所の円滑な運営のため一体となって努力する｡

（２）各々分掌の委員会を統轄して活発な活動をはかり､ 各委員
会の連絡調整を図る
専務理事
理事長及び副理事長と連絡を密にして､ 常に意見の調整と
統一をし､ 本会議所の運営並びに対外的な活動のため一体
となって努力する
理　　事
理事は､ 本会議所の目的達成のために事業を計画、 検討、
実施し､ かつその成果を確認して､ 議事録または報告書を
７日以内に担当副理事長を経て､ 理事長に提出する｡
監　　事

（１）監事は本会議所の業務及び財産状況を監査し､ 必要ある時
は理事長に報告書を提出しなけれぱならない｡

（２）監事は､ 他のいかなる職務を兼務することができない。
サポート会員
基本的には担当委員会・担当例会の参加を義務とし、そ
の他付属する事業等に関しては担当副理事長の判断に
よって依　　頼を行う。委員会運営につき委員長及び副
委員長へ対し事業の方向性、実現方法、タスク管理の助
言を行う。また、委員会運営がスムーズでない場合は理事、
副理事長へ報告をする。

第 3 章　出　席　　

６ヵ月毎に正会員の出席率を発表し､ 年間出席率を発表する。
年間出席率の最低限界を60％とし､ それ未満の会員は､理
事会の議を経て本会議所定款の定めるところにより､除名

することができる｡ ただし､ 当該会員は理事会において､ 
弁明の機会をあたえられる｡
 実質出席率とは､ 総会､ 例会､ 委員会､ 全体行事の出席率
をいい､ 役員の場合は理事会､ 新入会員の場合はオリエン
テーションの出席率も含む｡
正会員は､ すべての会合において欠席､ 遅刻､ 早退､ する場
合は､ 必ず届け出ること｡
病気その他､ 止むを得ない事由により､ 長期間にわたり出
席不可能な場合は休会として出席の義務を免除する｡ただ
し､ 休会届を理事長宛に提出し､ 受理された日より休会扱
いとする｡
青年会議所関係の公務のためにあらかじめ届け出て､ 総会、
例会､ 委員会及び理事会に欠席した場合は､ 出席したもの
として取扱う｡
正会員は､ すべての会合に出席するには､ 正服を着用し、
ネームプレート、ＪＣバッチを佩用しなければならない。
ただし､ ６、７、８、９月の会合で上衣を着用しない場合は、
この限りでない｡
（２）講師を招いての会合は､ 上項に限らず上衣を着用する。
会合の出席は､ 規定用紙に署名する事を原則とする｡

第 4 章　例会､ 定例理事会　　

例会は原則として毎月第２金曜日に開催する｡ ただし､理
事会の承認を得て変更することができる｡
例会の運営については､ 少なくとも前月の理事会において
承認を受けなければならない｡
定例理事会は､ 原則として毎月第１金曜日に開催するただ
し､ 当日が祝祭日となった場合は､ その限りでない｡
正会員たる理事長経験者､ 及び当該年度の日本青年会議所、
関東地区協議会､ 埼玉ブロック協議会出向役員は、理事会
に出席し意見を求められたときは､ 発言できる｡
理事会の議事の運営は､ 理事会議事運用規定でこれを定める。

第 5 章　室､ 委員会　　

本会議所定款第３条の目的を達成し､ 運営を適正かつ円滑
にするため室を置くことができる｡

室長は担当の室を代表し､ 担当の各委員会を総括する｡
室を担当する室長は､ 副理事長､ 専務理事､ 及び理事がこ
れにあたる｡
定款第３９条の規定に基づき委員会を設置する｡ ただし、
特別に必要な事由の生じたときは､ 理事会の決議により特
別委員会を設置することができる｡
特別委員会への重属は妨げない｡
委員会には委員長1 人､ 副委員長若干人及び委員若干人を
置く｡
委員長及び副委員長は､正会員のうちから理事長が理事会
の承認を得て任命する｡
委員は､正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任
命する｡
正会員は､ 理事長､ 直前理事長､ 副理事長､専務理事､室長､ 
監事を除き､ 原則として全員がいずれかの委員会に所属し
なければならない｡
委員長は､ 委員会を代表し、 委員会の会務を総括するととも
に､ 委員会誌を記録し､ 理事長に提出しなければならない。
副委員長は､ 委員長を補佐し､ 委員長事故あるときはその
職務を代行する｡
委員会は､ 委員長があらかじめ議題､ 日時､ 場所などを各
委員に通知して招集するものとする｡
委員会は､ 毎月１回以上開催し､ 独自の事業計画の確立と
実施の推進母体となる｡
委員会の会議の定足数は､ 委員の２分の１とする｡
委員会の決議は､ 出席委員の過半数をもって決する｡ ただ
し、 可否同数のときは委員長がこれを決する｡
委員長は､ 必要と認めた場合には､ 役員､ 特別会員､ 賛助会
員及び他の会員の出席を求めることができる｡

第 6 章　褒　賞　　

本会議所における褒賞は､ 青年会議所運動に顕著な功績の
あった個人､ 法人団体及び委員会に対して理事会の決定に
より行う｡ ただし､ 褒賞の方法等については､ その都度理
事会で決定する｡
年間実質出席率が100％の会員は､ 褒賞する｡

第 7 章　運営マニュアル　　

理事長は､ 本規定に沿って運営を円滑ならしめるため毎年度
運営マニュアルを理事会に提出し､ 承認を得るものとする。
本会議所の役員は､その普及に努めるものとする｡ 　　
運営マニュアル提出時期は､ １月理事会とする｡

細　　則　　
本規定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本規定は､昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､昭和63年12月２日より施行する｡（改訂）
本規定は、令和2 年１月１日より施行する。（改訂）

第 １ 章　総　則　　　　

本規定は､ 定款に定める理事会における会議の運用に関し、
円滑に議事を進行させるため制定し､ 定款､ 諸規定に定め
る事項のほかは､ これを適用する｡
本規定は､ 国際青年会議所が採用するロバート議事法に原
則としてもとづく｡

第 2 章　招　集　　

会議の招集は､ 会議の目的たる事項ならびに日時及び場所
を記載した文書をもって会日の５日前までに通知を発し
なければならない｡
会議に招集を受けたる者は､ 招集日の当日開会定刻前に会
議場に参集､ 所定の会議構成者名簿に署名をしなければな
らない｡
会議に招集を受けたる者が出席出来ないときは､ その理由を
付し会議開会の時刻前に招集者に届け出なければならない。

第 3 章　会　議　　

会議の議長は､ 定款第３５条に定める通りとする｡
会議の定足数は､ 定款第３６条に定める通りとする｡
会議の開会定刻より相当の時間を経てもなお定足数に達
しないときは､ 議長は会議の開始時間の遅延又は流会を宣
言することができる｡
会議中に定足数を欠くに至るおそれのあるときは､ 議長は
休憩又は流会を宣言することができる｡
会議において議長は公平な立場となり､ 会議の秩序を維持
し､ 本規定に定めるほか次のような事を行う｡
（１）開会の宣言 （２）会議の成立の宣言 （３）議事日程の宣言
（４）議事録作成人の指名（５）議事録署名人の指名
（６）前回議事録の承認を受けること（７）閉会の宣言
（８）会議の議決結果の外部への報告

第 4 章　議事日程　　

議長は会議時に議事日程及び会議に関する資料を出席者
に配布又は呈示しなければならない｡
議長が必要があるとき､ 又はその会議に議題を提出する権
利を有する構成者から動議が提出されたときは会議の議
を経て議事日程の順序を変更したり他の議題を追加する
ことができる｡ なお審議に至らなかった議題については、 
あらたに議事日程を定めたときは、その議題を最優先と
しなければならない｡

第 5 章　議題および動議　　

会議の議題提出権者は､ その会議において議題を提出する
権利を有すると同時に表決権を有するその会議の構成者
でなければならない｡
議題提出者が議題を提出するときは､ 開催予定日前の正副
理事長会議に文書をもって提案理由をつけて提出しなけ
ればならない｡ ただし､ 緊急とみなされた場合はこの限り
でない｡
同一議題で議決された事項を再度その会議において議題
として取り上げるときは､ 会議の表決権を有する出席構成

者の３分の２以上の同意を得なければならない｡
同一議事日程中に議決された事項はいかなる理由があろう
とも再度その会議に議題として取り上げることはできない。
動議は会議において他に１人以上のその会議の表決権を
有する出席構成者の賛成がなければならない｡
動議は会議において賛成支持されない前は自由に取り下
げることができる｡

第 6 章　議　事　　

議題を会議に付するときは議長にその旨宣告する｡
会議において議題提出者は提案主旨を記載した文書を資
料として配布し､ 必要があれば説明しなければならない｡
　

第 7 章　発　言　　

発言はすべて議長の許可を得なければならない｡
議長の許可のない発言は討議の対象にならない｡
会議において発言しようとする者は､ 挙手をして議長の許
可を得て発言しなければならない｡
２人以上挙手をして発言を求めたときは､ 議長は先挙手者
と認めた者を指名する｡
発言はすべて簡明を旨とし議題外にわたりまたはその範
囲を超えてはならない｡
議長は発言が会議の品位をきずつけ､ 又は議事妨害である
と認めるときは注意し､ なお従わない場合は発言を禁止す
ることができる｡
議長は討議の進行において最初に反対者を発言させ､ つぎ
に賛成者と反対者を交互に指名するように努めなければ
ならない｡
発言は原則として１議題につき､ １人２回５分以内の範囲
で行う｡ ただし､ 議事進行上その適用は議長の判断とし回
数､ 時間等を議長により制限されることがある｡

第 8 章　採　決　　

議長は採決をとろうとするときは表決にうつる旨を告げる。
採決は次の方法による｡

（１）口頭 （２）拍手（３）挙手（４）起立
（５）記名投票（ ６）無記名投票
採決はまず否決案について行い､ 次に修正案､ 原案をあとに
する。修正案が多い場合､ 原案に最も遠いものより採決する。
採決は先ず賛成をとり､ 次に反対をとる｡

第 9 章　議事録　　

議事録は議長から指名された書記により議事に関し忠実
に記載しなければならない｡ また書記は作成した議事録を
議長及び議事録署名人に会議開催後10日以内に届け出な
ければならない｡
前条で届け出を受けた議長､ 議事録署名人は訂正修正箇所
があれば指摘し､ 直ちに署名捺印の上､ 書記に返却しなけ
ればならない｡
前条にて確認された議事録は､ 書記により会議構成者に次
回の理事会までに提出しなければならない｡
議事録はいかなる理由があろうとも内容を変えることは
できず､ あくまで事実の内容に対する誤文・誤字の訂正に
とどまる。

第 10 章　傍　聴　　

会議を傍聴しようとする者は､ 議長の許可を得なければな
らない｡
傍聴者は､ 会議の開会中は会議における討議に対して賛否
を表明したりして議事を妨害するような言動をしてはな
らない｡ なお､ 傍聴者が議事の進行を妨害した場合は議長
はその者を退場させることができる｡

第 11 章　事前の会議　　

理事会に先立って正副理事長会議を開催しなければならない。
正副理事長会議は､ 理事長がその職務を遂行するにあたり、
政策ならびに運営について､ 意見の交換をし､ 大局的な方
針を決定する｡
正副理事長会議構成は､ 理事長､ 直前理事長､ 副理事長､専
務理事とし､ 招集及び議長は理事長がこれに当たる｡

財務担当理事､ 及び事務局担当理事と総務担当委員長は､
常時出席できる｡ このほか､ 正副理事長会議構成者が必要
と認めた者は､ 出席できる｡
当会議は議決権を有しない｡ ただし､ 理事会より一任され
た事項はこの限りではない｡

細　　則　　
本規定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本規定は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､平成28年10月13日より施行する｡

第 1 章　目　的　　　

本規定は､ 本会議所の運営を円滑にし､ その目的達成を容
易ならしめるため､ 事務局､ 会計経理､ 慶弔､ 旅費等に関す
る事項を規定するものである｡

第 2 章　事務局　　　

事務局には､ 事務局長を置くことができ､ 事務局長は､ 専
務理事の指揮を受け事務局の統轄､ 管理にあたる｡
総会及び理事会の議事録は､ 総務担当委員会がこれを作成
し事務局に備え付けるものとする｡
事務局は､ 事業年度毎に次の分類に従い文書等を整理、保
存しなければならない｡

（１）本会議所の定款ならびに諸規定　　　　　永久保存
（２）総会及び理事会の議事録　　　　　　　　永久保存
（３）本会議所内部の文書　　　　　　　　　５年間保存
（４）公益社団法人日本青年会議所及び
　　各地青年会議所関係の文書綴　　　　　１年間保存
（５）本会議所会報綴　　　　　　　　　 　　　永久保存

（６）事務局日誌　　　　　　　　　　　　　３年間保存
（７）受発信簿　　　　　　　　　　　　　　１年間保存
（８）会員名簿　　　　　　　　　　　　　　　永久保存
（９）許可､ 認可等に関する書類
（10）登記に関する書類
（11）役員の氏名､ 住所及び略歴を記載した書類ならびにその就

任の承諾を証する書類
（12）資産台帳
（13） 現事業年度及び過去３年間の収入及び支出に関する帳簿、

証拠書類
（14）各事業年度末における財産目録及び収支決算書
（15）現事業年度の事業計画書及び収支予算書
（16）知事が当該法人を監督するために発した書類
（17）前各号に掲げるもののほか､ 知事が特に必要と認める書類

及び帳簿
事務局長は､ 備品台帳を整備し､ 出入を記載し､ 備品を完
全に管理しなければならない。

第 3 章　会計経理　　

本会議所の会計に用いる諸帳簿は､ 次の通りとする｡
（１）帳簿　　　　総勘定元帳､ 現預金出納帳､ 会費徴収簿
（２）決算書類及び諸表　　貸借対照表､ 収支決算書､
　　　　　　　　　　　　事業報告書､ 監査報告書､ 　　
　　　　　　　　　　　　財産目録等
（３）伝票　　　　入会伝票 ､ 出金伝票 ､ 振替伝票
金銭の出納は､ 財務を担当する理事が責任管理し、次の証
憑を揃えて起票し､ 期日順に整理するものとする｡

（１）収入については､ 発行した領収書控
（２）収支については､ 受領した領収書
（３）領収書徴収不能のもとについては､ 受領不能理由を記載し

た支払証明書
出納は､ つとめて銀行の普通及び当座預金口座によって処
理し､ 口座名義は理事長とし理事長印を使用する｡
各委員会の予算の範囲内における支出は各委員長が所定の支
払請求書に捺印の上､ 事務局に提出する｡ ならびに単位事業
が完了したときは､ 速やかに計算書証憑及び関係書類を揃え
捺印の上事務局に提出し､ 事務局は会計担当理事に提出する。

特に予算外の支出を必要とする時には理事会の承認を得
るものとする｡
財務を担当する理事は､ 決算にあたって前払費用、未収金、
未払金等を整理し、仮払勘定は、原則としてそれぞれ担
当の科目に振替え､ 関係帳簿を照合､ かつ整理し銀行預金
残高証明書類をととのえなければならない｡
会計諸帳簿は､ 次の区分に従い保存するものとする｡
（１）決算書類　　　　　　　　　　　　　永久保存
（２）その他の会計書類　　　　　　　　５年間保存

第 4 章　慶　弔　　

正会員の慶弔に関しては､ 次の基準により慶弔金もしくは
記念品を贈る｡

（１）正会員の結婚　　　　　10,000円
（２）正会員の死亡　　　　　30,000円及び供花
（３）正会員の入院 　　　　　 5,000円（2 週間以上の場合）
（４）正会員の家族の死亡 　供花（ 会員の両親及び、夫、妻 、子）
（５）正会員の出産 　　　　   10,000円

金額等については､ 毎年頭初の理事会により決議する｡

第 5 章　旅　費　　

理事長の命じた事務局員の公務出張に対しては､ 次の通り
旅費を支給する｡

（１）目的地までの往復普通料金相当額（用務の都合により特別
急行料金を加算する）

（２）宿泊費は､ 実費相当額
（３）日当は１日5,000円

理事会の命じた会員の公務出張に対しては､ 理事会の議を
へて前条に準じた旅費を支給することができる｡

細　　則　　
本則定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本則定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本則は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
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第 １ 章　総　則　　

この法人は、公益社団法人こだま青年会議所と称する。

この法人は、主たる事務所を埼玉県本庄市朝日町三丁目
1番35号に置く。

第２章　目的及び事業　　

この法人は､ 地域社会及び国家の発展を図り､ 会員の連携
と指導力の啓発に努めるとともに､ 国際的理解を深め､世
界の平和に寄与することを目的とする｡

この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を
目的として、その事業を行わない。
この法人は、これを特定の政党のために利用しない。
　
この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を
行う。

（１）政治、経済、社会、福祉、環境、文化等に関する調査、
研究及び企画立案に関する事業

（２）児童又は青少年の健全育成事業
（３）地域における諸問題の調査研究及び地域貢献事業
（４）教育、スポーツなどを通じて心身の健全な発達に寄与し、

又は豊かな人間性を涵養する事業
前項のほか、公益目的事業の推進に資するため必要に応
じ次の事業を行う。

（１）会員の指導力啓発の知識の修得及び教養の向上並びに能
力の開発を図る事業

（２）国際青年会議所､公益社団法人日本青年会議所､ 国内
及び国外の青年会議所その他の諸団体と提携し、相互の
理解と親善を増進する事業

（３）その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第１項の事業は埼玉県において行うものとする。

第３章　会　員　　

この法人に次の会員を置く。
（１）正会員　本庄市、児玉郡に住所又は勤務先を有する年齢

20歳以上40歳未満の品格ある青年、及び直前理事長。
ただし、正会員である事業年度中に40歳に達した者は、当
該年度中は正会員の資格を有する。また、満45歳以下で（公
社）こだま青年会議所を卒業した者のうち理事長より依頼を
受け快諾をいただき、かつ正会員になることにつき理事会で
承認を受けた者（以下「サポート会員」とする）も正会員とする。

（２）特別会員　40歳に達した年の事業年度の終了する日に正
会員であった者で、特別会員となることを希望する者

（３）賛助会員　この法人の目的に賛同し、賛助することを望
む個人及び団体で､ 理事会において入会を承認されたもの
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律（以下「一般社団・財団法人法」とい
う。）上の社員とする。

この法人の正会員になろうとする者は、入会申込書を理
事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
正会員以外の会員の入会に関する事項は、理事会におい
て別に定める。

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を支払
う義務を負う。なお、社会情勢等に鑑みやむを得ず事業
を行えなかった場合等には、総会の決議により会員へ一
律会費の一部を返戻することができる。

会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提
出することにより任意にいつでも退会することができる。
　
正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会
の決議によって当該正会員を除名することができる。

（１）この定款その他の規則に違反したとき。
（２）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした

とき。
（３）その他除名すべき正当な事由があるとき。

前項の規定により正会員を除名しようとするときは､当該
会員に総会の日から７日以上前までにその旨を通知する
とともに､ 当該会員の除名の決議を行う総会において､ 弁
明の機会を与えなければならない｡
特別会員又は賛助会員が第1 項各号の一に該当するときは、
理事会の決議により、当該会員を除名することができる。

前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当する
に至ったときは、その資格を喪失する。

（１）総正会員が同意したとき。
（２）当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第４章　総　会　　

総会は、すべての正会員をもって構成する。
前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会
とする。

総会は、次の事項について決議する。
（１）正会員の除名
（２）理事及び監事の選任又は解任
（３）理事長候補者の選出
（４）事業計画及び収支予算並びにその変更の承認
（５）事業報告及び決算の承認
（６）定款の変更
（７）解散及び残余財産の処分
（８）理事会において総会に付議した事項
（９）その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定

められた事項

総会は、通常総会として毎年度１月に開催するほか、９月、
１２月、その他必要がある場合に開催する。
前項の通常総会をもって一般社団・財団法人法上の定時
社員総会とする。

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の
決議に基づき理事長が招集する。
総正会員の議決権の５分の１以上の議決権を有する正会

員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の
理由を示して、総会の招集を請求することができる。
理事長は、前項の請求があった日から30日以内に臨時総
会を招集しなければならない。
総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び目的であ
る事項並びに書面又は電磁的方法による表決の可否その他
法令で定める事項を示した書面により、少なくとも総会の
日の14日前までに正会員に通知しなければならない。

総会の議長は､当該総会において正会員の中から選出する。

総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。

（総会の決議は、総正会員の議決権の３分の２以上を有す
る正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半
数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数
以上であって、総正会員の議決権の３分の２以上に当た
る多数をもって行う。

（１）正会員の除名
（２）監事の解任
（３）定款の変更
（４）合併
（５）解散
（６）その他法令で定められた事項

理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候
補者ごとに第１項の決議を行わなければならない。理事又
は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場
合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い
順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

総会に出席できない正会員は、法令で定めるところにより、
あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法
をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を
委任することができる。ただし、書面又は電磁的方法に
よる表決は、第15条第４項において、書面又は電磁的方
法による表決ができるとされている場合に限り適用する。
前項の表決があった場合において、前条の規定の適用に

ついては出席したものとみなす。

総会の議事については、法令で定めるところにより、議
事録を作成する。
議長、理事長及び当該総会において選出された２名以上
の理事は、前項の議事録に記名押印する。

第５章　役員等　　

この法人に、次の役員を置く。
（１）理事　15名以上30名以内
（２）監事　２名以上３名以内

理事のうち１名を理事長、２名以上５名以内を副理事長、
１名を専務理事とする。
前項の理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表
理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第
１項第２号の業務執行理事とする。

理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によっ
て理事の中から選定する。
監事は、この法人の理事を兼務することはできない。

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めると
ころにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、こ
の法人を代表し、その業務を執行する。
副理事長及び専務理事は、理事長を補佐し、法令及びこ
の定款で定めるところにより、この法人の業務を分担執
行する。
理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に４か月
を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理
事会に報告しなければならない。

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるとこ
ろにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、
この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

理事として選任された者は、選任された翌年の1 月1 日に
就任し、その年の12 月31 日に任期を満了とする。
監事として選任された者は、選任された翌年の1 月1 日に
就任し、選任された翌々年の12 月31 日に任期を満了とする。
前２項にかかわらず、補欠として選任された理事又は監
事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなると
きは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに
選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として
の権利義務を有する。

理事及び監事は、総会の決議によって解任することがで
きる。

理事及び監事は、無報酬とする。

この法人に任意の機関として、直前理事長１名を置くこ
とができる。
直前理事長は、次の職務を行う。

（１）理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
（２）この法人の運営に関して、必要な助言をすること。

直前理事長の選任及び解任は、総会において決議する。
直前理事長は、無報酬とする。

この法人に任意の機関として、特別顧問4 名以内を置くこ
とができる。
特別顧問は、次の職務を行う。

（１）理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
（２）この法人の運営に関して、理事長の諮問に答え、又は助

言をすること。
特別顧問の選任及び解任は、総会において決議する。
特別顧問は、無報酬とする。

第６章　理事会　　

この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。

直前理事長及び特別顧問は、理事会に出席し、意見を述
べることができる。
理事以外の正会員は、理事会に出席し、議長の指名によ
り意見を述べることができる。

理事会は、次の職務を行う。
（１）この法人の業務執行の決定
（２）理事の職務の執行の監督
（３）理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

理事会は、毎月１回、理事長が招集する。
前項のほか、次の各号の一に該当する場合には、理事長
が臨時理事会を招集する。

（１）理事長が必要と認めたとき。
（２）理事又は監事から、理事長に対し、理事会の招集の請求

があったとき。
理事長は、前項第２号の規定による請求があった日から
５日以内に、その請求があった日から１４日以内の日を
理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければな
らない。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副
理事長が理事会を招集する。

理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれ
に当たる。ただし、理事長を選定する場合に限り、理事
の互選とする。

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する
理事を除く理事の３分の２以上が出席し、その過半数を
もって行う。
前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条
の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものと
みなす。

理事会の議事については、法令で定めるところにより、
議事録を作成する。
出席した理事長、監事及び当該理事会において議事録署名
人に選任された理事２名は、前項の議事録に記名押印する。

第７章　例会及び委員会　　

この法人は､ 正会員をもって構成する例会を年10回以上開
催するものとする｡ただし、社会情勢を鑑み、事業を行う
ことが不適切である場合には、スタッフ会議にて中止に
することができる。
例会の運営については､ 理事長が理事会の決議を得て､別
に定める｡

この法人に委員会を置く｡
委員会の数及び名称は理事会において定める。
それぞれの委員会は、理事１名以上と正会員若干名をもっ
て構成する。
委員会は、次に掲げる事項を行う。

（１）委員会が担当する事業に係る事業計画案を策定し、理事
会に提出すること。

（２）理事会の決議を得た事業を業務執行理事のもと、運営す
ること。

（３）事業終了後、理事会に報告すること。
委員会の委員の選任及び解任は、理事会において決議する。
その他の委員会の運営に関する事項については、理事会
において別に定める。

第８章　資産及び会計　　

この法人の事業年度は、毎年１月１日に始まり、同年12
月３１日に終わる。

この法人の事業計画書及び収支予算書並びに資金調達及
び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業
年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の
決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これ
を変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度
が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するもの
とする。

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終

了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた後、
理事会及び、通常総会の承認を受けなければならない。

（１）事業報告
（２）事業報告の附属明細書
（３）貸借対照表
（４）正味財産増減計算書
（５）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
（６）財産目録

前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備
え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名
簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するもの
とする。

（１）監査報告
（２）理事及び監事の名簿
（３）理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する

数値のうち重要なものを記載した書類

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、
当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算
定し、前条第２項第４号の書類に記載するものとする。

第９章　定款の変更及び解散　　

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由に
より解散する。

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合
併により法人が消滅する場合（その権利義務を承継する法
人が公益法人であるときを除く。）には、総会の決議を経て、
公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益
認定の取消しの日又は当該合併の日から１か月以内に、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第
５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体
に贈与するものとする。

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、
総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律第５条第17号に掲げる法人又は国若し
くは地方公共団体に贈与するものとする。
　　　

第１０章　公告の方法　　

この法人の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告を
することができない場合は、官報に掲載する方法による。
　　

附　　則　　
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条
第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の理事長は、田中弘和とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第１項に定め
る特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を
行ったときは、第３８条の規定にかかわらず、解散の登
記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を
事業年度の開始日とする。
この定款の変更は、令和2 年１月1 日より施行する。
この定款の変更は、令和2 年2 月1 日に訴求し施行する。

第 １ 章　目　的　　

第１条 本規定は本会議所会員の資格及び入会希望者の取
り扱いに関する事項を規定したものである。
本会議所の会員は､ 正会員､ 特別会員､ 及び賛助会員の３
種とする｡
定款第６条第１項のただし書きについては､ １月１日に満
40才に達した正会員も含むものとする｡

第2 章　入　会　　

本会議所に正会員（サポート会員を除く。）として入会を希望
するものは､所定の入会申込書を提出しなければならない｡
理事会は､ 入会資格調査を会員拡大担当委員会へ委託する。
会員拡大担当委員会は､入会希望者に面接するとともに入
会資格の適否を調査し､ その結果を理事会に答申する｡
 入会希望者は､ 入会に関する研修を受けなければならない。
理事会は答申に基づき審査し､ 入会の適否を決定する｡入
会の諾否は､ 理事長が入会申込者に書面で通知する｡
入会を承諾された者は､ 入会金の納入をもって正会員とな
る｡ ただし､ 入会承認後１ヶ月以内に会費入会金の納入を
しない場合はこの限りではない｡

第 3 章　会　費　　

定款第８条に定める入会金ならびに年会費は次の通りと
する｡
入 会 金　正 会 員    　金20,000円（ サポート会員を除く）
　　　　  特別会員　　金60,000円（ 終身会費） 　
年 会 費　正 会 員    　金96,000円（ サポート会員を除く）
　　　　  サポート会員　金48,000円
　　　　  賛助会員　　金10,000円（一口）
　　　　  法人賛助会員　金120,000円（一口）
正会員は毎年１月末日までにその会費を納付しなければ
ならない｡ ただし､ １月末日､ ６月末日の年２回の分割納

付は妨げない｡ 　　
会員が年度途中入会の場合は､ 年会費の在籍月割り額とし
原則として一括で納付する｡ ただし、月払いの分割納入を
妨げない。
特別会員は会員になりたるときより２ヶ月以内にその会
費を納入しなければならない｡
賛助会員は､ 原則として毎年１月末日までにその会費を納
入しなければならない｡ ただし理事会の決議により分割を
認める｡
法人賛助会員になることを希望する場合は、所定の申込
書を提出し、理事会の承認を得ることで法人賛助会員と
なることができる。年度途中で承認を受けた法人賛助会
員の年会費は在籍月割り額とし、随時の会費を納入する
ことができる。理事会において入会を承認された月から
年度内の会費を一括納入するものとし、年度の途中で法
人賛助会員を退会しても返金はしないものとする。
法人賛助会員は、前年度より同会員として継続する場合
には、毎年１月末日までにその会費を納付しなければな
らない ｡ ただし､１月末日､６月末日の年２回の分割納付は
妨げない ｡

第4 章　会員の失格　　

定款第10条に定める行為があった時は､ 総務担当委員会が
実情を調査して理事会に報告する｡
年会費を所定の納期までに納入しない会員に対しては､財
務を担当する理事は勧告を行い理事会に報告しなければ
ならない｡
例会及び委員会に対して欠席が連続６回に及んだ会員の
所属委員長は､ 会員に対して勧告を行い､ 勧告後１ヶ月以
内に適切なる善処の意思表示及び行為のない場合は理事
会に報告する｡
前条ならびに第11条の報告を受けた理事会は､ 当該会員の
過去の状況等を勘案し､ その決議により退会せしむること
ができる｡

第 5 章　休　会　　

正会員が長期の病気又は海外出張等により､ 例会、委員会、
その他一切の行事に出席不可能の場合は､ 休会することが
できる｡ ただし､ この場合正会員は､ 休会届を理事長に提
出し､ 理事会の承認を得なければならない｡
休会中の会費は､ これを免除しない｡ ただし､ 突然の災禍
などの理由で休会を承認された会員に対し理事会の決議
にて会費の一部又は全額を免除することができる｡
前条の休会の期限は､ １ヶ年以内とする｡ ただし､ 理事会
においてこれを延長することができる｡

第 6 章　特別会員　　

定款第６条第１項２号の有資格者で特別会員を希望する
ものは､ 理事会の承認を得､ 所定の入会金を納入したのち
特別会員になることができる｡
特別会員は本会議所の総会､理事会を除くあらゆる会合､
行事に参加できる｡ ただし､ 一切の表決権及び選挙権なら
びに被選挙権を有しない｡

第 7 章　賛助会員　　

本会議所の趣旨に賛同し､ その事業の発展を助成すること
を望む個人､ 法人及び団体は理事会の決定により賛助会員
として入会することができる｡ ただし､ 会費を納入しない
時は退会とする｡
会員資格は１ヶ年限りとする
賛助会員を希望するものは､ 所定の申込書を理事会に提出
する｡
賛助会員は､ 本会議所の総会､ 理事会を除くあらゆる会合､ 
行事に参加できる｡ ただし､ 議長の許可を得た場合はこの
限りではない。また、一切の表決権及び選挙権ならびに
被選挙権を有しない｡

第 8 章　顧　問　　

この法人の顧問は次の２種とする｡

（１）顧問・本会議所の正会員でなく､ 青年会議所の活動に対し
て適切な指導又は助言を与えるもので､ 原則として任期は
１ヶ年とする｡ ただし､ 再任は妨げない｡

（２）特別顧問・本会議所の正会員たる理事長経験者｡ ただし直
前理事長は除く｡
特別顧問は､ 被選挙権及び理事会の表決権を有しない｡

細　　則　　
本規定の執行に関する細則は､ 理事会の決議を以って定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議を以って定める。

附　　則　　
本規定は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､ 昭和60年12月 6 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 昭和63年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 平成 ９ 年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 平成16年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は、平成23年12月６ 日より施行する。（改訂）
本規定は、平成28年10月13日より施行する。（改訂）
本規定は、令和 ２ 年 １ 月 １ 日より施工する。（改訂）
本規定は、令和 ４ 年 １ 月 ６ 日より施工する。（改訂）

第 １ 章　目　的　　

本規定は､ 本会議所の運宮を円滑にし､ その目的達成を容
易ならしめるため､ 組織､ 運営等に関する事項を規定する
ものである｡

第 2 章　役員の任務　　

本会議所の役員は・定款に定める事項のほか､ 次の任務を
有する
理事長

（１）本会議所の代表として対外的な発言をし､ 総ての事業の総

括責任をもつ｡
（２）公益社団法人日本青年会議所総会､ 地区協議会､ ブロック

協議会及び理事長会議に出席し､ 本会議所の有する表決権
の行使及び意見の発表を行う｡

（３）本会議所の総会及び理事会の議長を務める
直前理事長
理事会に出席し意見を求められたときは､ 理事長経験を生
かし､ 所務､ その他について必要な助言をする｡
副理事長

（１）理事長と連絡を密にして､ 常に意見の調整統一をし､ 本会
議所の円滑な運営のため一体となって努力する｡

（２）各々分掌の委員会を統轄して活発な活動をはかり､ 各委員
会の連絡調整を図る
専務理事
理事長及び副理事長と連絡を密にして､ 常に意見の調整と
統一をし､ 本会議所の運営並びに対外的な活動のため一体
となって努力する
理　　事
理事は､ 本会議所の目的達成のために事業を計画、 検討、
実施し､ かつその成果を確認して､ 議事録または報告書を
７日以内に担当副理事長を経て､ 理事長に提出する｡
監　　事

（１）監事は本会議所の業務及び財産状況を監査し､ 必要ある時
は理事長に報告書を提出しなけれぱならない｡

（２）監事は､ 他のいかなる職務を兼務することができない。
サポート会員
基本的には担当委員会・担当例会の参加を義務とし、そ
の他付属する事業等に関しては担当副理事長の判断に
よって依　　頼を行う。委員会運営につき委員長及び副
委員長へ対し事業の方向性、実現方法、タスク管理の助
言を行う。また、委員会運営がスムーズでない場合は理事、
副理事長へ報告をする。

第 3 章　出　席　　

６ヵ月毎に正会員の出席率を発表し､ 年間出席率を発表する。
年間出席率の最低限界を60％とし､ それ未満の会員は､理
事会の議を経て本会議所定款の定めるところにより､除名

することができる｡ ただし､ 当該会員は理事会において､ 
弁明の機会をあたえられる｡
 実質出席率とは､ 総会､ 例会､ 委員会､ 全体行事の出席率
をいい､ 役員の場合は理事会､ 新入会員の場合はオリエン
テーションの出席率も含む｡
正会員は､ すべての会合において欠席､ 遅刻､ 早退､ する場
合は､ 必ず届け出ること｡
病気その他､ 止むを得ない事由により､ 長期間にわたり出
席不可能な場合は休会として出席の義務を免除する｡ただ
し､ 休会届を理事長宛に提出し､ 受理された日より休会扱
いとする｡
青年会議所関係の公務のためにあらかじめ届け出て､ 総会、
例会､ 委員会及び理事会に欠席した場合は､ 出席したもの
として取扱う｡
正会員は､ すべての会合に出席するには､ 正服を着用し、
ネームプレート、ＪＣバッチを佩用しなければならない。
ただし､ ６、７、８、９月の会合で上衣を着用しない場合は、
この限りでない｡
（２）講師を招いての会合は､ 上項に限らず上衣を着用する。
会合の出席は､ 規定用紙に署名する事を原則とする｡

第 4 章　例会､ 定例理事会　　

例会は原則として毎月第２金曜日に開催する｡ ただし､理
事会の承認を得て変更することができる｡
例会の運営については､ 少なくとも前月の理事会において
承認を受けなければならない｡
定例理事会は､ 原則として毎月第１金曜日に開催するただ
し､ 当日が祝祭日となった場合は､ その限りでない｡
正会員たる理事長経験者､ 及び当該年度の日本青年会議所、
関東地区協議会､ 埼玉ブロック協議会出向役員は、理事会
に出席し意見を求められたときは､ 発言できる｡
理事会の議事の運営は､ 理事会議事運用規定でこれを定める。

第 5 章　室､ 委員会　　

本会議所定款第３条の目的を達成し､ 運営を適正かつ円滑
にするため室を置くことができる｡

室長は担当の室を代表し､ 担当の各委員会を総括する｡
室を担当する室長は､ 副理事長､ 専務理事､ 及び理事がこ
れにあたる｡
定款第３９条の規定に基づき委員会を設置する｡ ただし、
特別に必要な事由の生じたときは､ 理事会の決議により特
別委員会を設置することができる｡
特別委員会への重属は妨げない｡
委員会には委員長1 人､ 副委員長若干人及び委員若干人を
置く｡
委員長及び副委員長は､正会員のうちから理事長が理事会
の承認を得て任命する｡
委員は､正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任
命する｡
正会員は､ 理事長､ 直前理事長､ 副理事長､専務理事､室長､ 
監事を除き､ 原則として全員がいずれかの委員会に所属し
なければならない｡
委員長は､ 委員会を代表し、 委員会の会務を総括するととも
に､ 委員会誌を記録し､ 理事長に提出しなければならない。
副委員長は､ 委員長を補佐し､ 委員長事故あるときはその
職務を代行する｡
委員会は､ 委員長があらかじめ議題､ 日時､ 場所などを各
委員に通知して招集するものとする｡
委員会は､ 毎月１回以上開催し､ 独自の事業計画の確立と
実施の推進母体となる｡
委員会の会議の定足数は､ 委員の２分の１とする｡
委員会の決議は､ 出席委員の過半数をもって決する｡ ただ
し、 可否同数のときは委員長がこれを決する｡
委員長は､ 必要と認めた場合には､ 役員､ 特別会員､ 賛助会
員及び他の会員の出席を求めることができる｡

第 6 章　褒　賞　　

本会議所における褒賞は､ 青年会議所運動に顕著な功績の
あった個人､ 法人団体及び委員会に対して理事会の決定に
より行う｡ ただし､ 褒賞の方法等については､ その都度理
事会で決定する｡
年間実質出席率が100％の会員は､ 褒賞する｡

第 7 章　運営マニュアル　　

理事長は､ 本規定に沿って運営を円滑ならしめるため毎年度
運営マニュアルを理事会に提出し､ 承認を得るものとする。
本会議所の役員は､その普及に努めるものとする｡ 　　
運営マニュアル提出時期は､ １月理事会とする｡

細　　則　　
本規定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本規定は､昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､昭和63年12月２日より施行する｡（改訂）
本規定は、令和2 年１月１日より施行する。（改訂）

第 １ 章　総　則　　　　

本規定は､ 定款に定める理事会における会議の運用に関し、
円滑に議事を進行させるため制定し､ 定款､ 諸規定に定め
る事項のほかは､ これを適用する｡
本規定は､ 国際青年会議所が採用するロバート議事法に原
則としてもとづく｡

第 2 章　招　集　　

会議の招集は､ 会議の目的たる事項ならびに日時及び場所
を記載した文書をもって会日の５日前までに通知を発し
なければならない｡
会議に招集を受けたる者は､ 招集日の当日開会定刻前に会
議場に参集､ 所定の会議構成者名簿に署名をしなければな
らない｡
会議に招集を受けたる者が出席出来ないときは､ その理由を
付し会議開会の時刻前に招集者に届け出なければならない。

第 3 章　会　議　　

会議の議長は､ 定款第３５条に定める通りとする｡
会議の定足数は､ 定款第３６条に定める通りとする｡
会議の開会定刻より相当の時間を経てもなお定足数に達
しないときは､ 議長は会議の開始時間の遅延又は流会を宣
言することができる｡
会議中に定足数を欠くに至るおそれのあるときは､ 議長は
休憩又は流会を宣言することができる｡
会議において議長は公平な立場となり､ 会議の秩序を維持
し､ 本規定に定めるほか次のような事を行う｡
（１）開会の宣言 （２）会議の成立の宣言 （３）議事日程の宣言
（４）議事録作成人の指名（５）議事録署名人の指名
（６）前回議事録の承認を受けること（７）閉会の宣言
（８）会議の議決結果の外部への報告

第 4 章　議事日程　　

議長は会議時に議事日程及び会議に関する資料を出席者
に配布又は呈示しなければならない｡
議長が必要があるとき､ 又はその会議に議題を提出する権
利を有する構成者から動議が提出されたときは会議の議
を経て議事日程の順序を変更したり他の議題を追加する
ことができる｡ なお審議に至らなかった議題については、 
あらたに議事日程を定めたときは、その議題を最優先と
しなければならない｡

第 5 章　議題および動議　　

会議の議題提出権者は､ その会議において議題を提出する
権利を有すると同時に表決権を有するその会議の構成者
でなければならない｡
議題提出者が議題を提出するときは､ 開催予定日前の正副
理事長会議に文書をもって提案理由をつけて提出しなけ
ればならない｡ ただし､ 緊急とみなされた場合はこの限り
でない｡
同一議題で議決された事項を再度その会議において議題
として取り上げるときは､ 会議の表決権を有する出席構成

者の３分の２以上の同意を得なければならない｡
同一議事日程中に議決された事項はいかなる理由があろう
とも再度その会議に議題として取り上げることはできない。
動議は会議において他に１人以上のその会議の表決権を
有する出席構成者の賛成がなければならない｡
動議は会議において賛成支持されない前は自由に取り下
げることができる｡

第 6 章　議　事　　

議題を会議に付するときは議長にその旨宣告する｡
会議において議題提出者は提案主旨を記載した文書を資
料として配布し､ 必要があれば説明しなければならない｡
　

第 7 章　発　言　　

発言はすべて議長の許可を得なければならない｡
議長の許可のない発言は討議の対象にならない｡
会議において発言しようとする者は､ 挙手をして議長の許
可を得て発言しなければならない｡
２人以上挙手をして発言を求めたときは､ 議長は先挙手者
と認めた者を指名する｡
発言はすべて簡明を旨とし議題外にわたりまたはその範
囲を超えてはならない｡
議長は発言が会議の品位をきずつけ､ 又は議事妨害である
と認めるときは注意し､ なお従わない場合は発言を禁止す
ることができる｡
議長は討議の進行において最初に反対者を発言させ､ つぎ
に賛成者と反対者を交互に指名するように努めなければ
ならない｡
発言は原則として１議題につき､ １人２回５分以内の範囲
で行う｡ ただし､ 議事進行上その適用は議長の判断とし回
数､ 時間等を議長により制限されることがある｡

第 8 章　採　決　　

議長は採決をとろうとするときは表決にうつる旨を告げる。
採決は次の方法による｡

（１）口頭 （２）拍手（３）挙手（４）起立
（５）記名投票（ ６）無記名投票
採決はまず否決案について行い､ 次に修正案､ 原案をあとに
する。修正案が多い場合､ 原案に最も遠いものより採決する。
採決は先ず賛成をとり､ 次に反対をとる｡

第 9 章　議事録　　

議事録は議長から指名された書記により議事に関し忠実
に記載しなければならない｡ また書記は作成した議事録を
議長及び議事録署名人に会議開催後10日以内に届け出な
ければならない｡
前条で届け出を受けた議長､ 議事録署名人は訂正修正箇所
があれば指摘し､ 直ちに署名捺印の上､ 書記に返却しなけ
ればならない｡
前条にて確認された議事録は､ 書記により会議構成者に次
回の理事会までに提出しなければならない｡
議事録はいかなる理由があろうとも内容を変えることは
できず､ あくまで事実の内容に対する誤文・誤字の訂正に
とどまる。

第 10 章　傍　聴　　

会議を傍聴しようとする者は､ 議長の許可を得なければな
らない｡
傍聴者は､ 会議の開会中は会議における討議に対して賛否
を表明したりして議事を妨害するような言動をしてはな
らない｡ なお､ 傍聴者が議事の進行を妨害した場合は議長
はその者を退場させることができる｡

第 11 章　事前の会議　　

理事会に先立って正副理事長会議を開催しなければならない。
正副理事長会議は､ 理事長がその職務を遂行するにあたり、
政策ならびに運営について､ 意見の交換をし､ 大局的な方
針を決定する｡
正副理事長会議構成は､ 理事長､ 直前理事長､ 副理事長､専
務理事とし､ 招集及び議長は理事長がこれに当たる｡

財務担当理事､ 及び事務局担当理事と総務担当委員長は､
常時出席できる｡ このほか､ 正副理事長会議構成者が必要
と認めた者は､ 出席できる｡
当会議は議決権を有しない｡ ただし､ 理事会より一任され
た事項はこの限りではない｡

細　　則　　
本規定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本規定は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､平成28年10月13日より施行する｡

第 1 章　目　的　　　

本規定は､ 本会議所の運営を円滑にし､ その目的達成を容
易ならしめるため､ 事務局､ 会計経理､ 慶弔､ 旅費等に関す
る事項を規定するものである｡

第 2 章　事務局　　　

事務局には､ 事務局長を置くことができ､ 事務局長は､ 専
務理事の指揮を受け事務局の統轄､ 管理にあたる｡
総会及び理事会の議事録は､ 総務担当委員会がこれを作成
し事務局に備え付けるものとする｡
事務局は､ 事業年度毎に次の分類に従い文書等を整理、保
存しなければならない｡

（１）本会議所の定款ならびに諸規定　　　　　永久保存
（２）総会及び理事会の議事録　　　　　　　　永久保存
（３）本会議所内部の文書　　　　　　　　　５年間保存
（４）公益社団法人日本青年会議所及び
　　各地青年会議所関係の文書綴　　　　　１年間保存
（５）本会議所会報綴　　　　　　　　　 　　　永久保存

（６）事務局日誌　　　　　　　　　　　　　３年間保存
（７）受発信簿　　　　　　　　　　　　　　１年間保存
（８）会員名簿　　　　　　　　　　　　　　　永久保存
（９）許可､ 認可等に関する書類
（10）登記に関する書類
（11）役員の氏名､ 住所及び略歴を記載した書類ならびにその就

任の承諾を証する書類
（12）資産台帳
（13） 現事業年度及び過去３年間の収入及び支出に関する帳簿、

証拠書類
（14）各事業年度末における財産目録及び収支決算書
（15）現事業年度の事業計画書及び収支予算書
（16）知事が当該法人を監督するために発した書類
（17）前各号に掲げるもののほか､ 知事が特に必要と認める書類

及び帳簿
事務局長は､ 備品台帳を整備し､ 出入を記載し､ 備品を完
全に管理しなければならない。

第 3 章　会計経理　　

本会議所の会計に用いる諸帳簿は､ 次の通りとする｡
（１）帳簿　　　　総勘定元帳､ 現預金出納帳､ 会費徴収簿
（２）決算書類及び諸表　　貸借対照表､ 収支決算書､
　　　　　　　　　　　　事業報告書､ 監査報告書､ 　　
　　　　　　　　　　　　財産目録等
（３）伝票　　　　入会伝票 ､ 出金伝票 ､ 振替伝票
金銭の出納は､ 財務を担当する理事が責任管理し、次の証
憑を揃えて起票し､ 期日順に整理するものとする｡

（１）収入については､ 発行した領収書控
（２）収支については､ 受領した領収書
（３）領収書徴収不能のもとについては､ 受領不能理由を記載し

た支払証明書
出納は､ つとめて銀行の普通及び当座預金口座によって処
理し､ 口座名義は理事長とし理事長印を使用する｡
各委員会の予算の範囲内における支出は各委員長が所定の支
払請求書に捺印の上､ 事務局に提出する｡ ならびに単位事業
が完了したときは､ 速やかに計算書証憑及び関係書類を揃え
捺印の上事務局に提出し､ 事務局は会計担当理事に提出する。

特に予算外の支出を必要とする時には理事会の承認を得
るものとする｡
財務を担当する理事は､ 決算にあたって前払費用、未収金、
未払金等を整理し、仮払勘定は、原則としてそれぞれ担
当の科目に振替え､ 関係帳簿を照合､ かつ整理し銀行預金
残高証明書類をととのえなければならない｡
会計諸帳簿は､ 次の区分に従い保存するものとする｡
（１）決算書類　　　　　　　　　　　　　永久保存
（２）その他の会計書類　　　　　　　　５年間保存

第 4 章　慶　弔　　

正会員の慶弔に関しては､ 次の基準により慶弔金もしくは
記念品を贈る｡

（１）正会員の結婚　　　　　10,000円
（２）正会員の死亡　　　　　30,000円及び供花
（３）正会員の入院 　　　　　 5,000円（2 週間以上の場合）
（４）正会員の家族の死亡 　供花（ 会員の両親及び、夫、妻 、子）
（５）正会員の出産 　　　　   10,000円

金額等については､ 毎年頭初の理事会により決議する｡

第 5 章　旅　費　　

理事長の命じた事務局員の公務出張に対しては､ 次の通り
旅費を支給する｡

（１）目的地までの往復普通料金相当額（用務の都合により特別
急行料金を加算する）

（２）宿泊費は､ 実費相当額
（３）日当は１日5,000円

理事会の命じた会員の公務出張に対しては､ 理事会の議を
へて前条に準じた旅費を支給することができる｡

細　　則　　
本則定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本則定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本則は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
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第 １ 章　総　則　　

この法人は、公益社団法人こだま青年会議所と称する。

この法人は、主たる事務所を埼玉県本庄市朝日町三丁目
1番35号に置く。

第２章　目的及び事業　　

この法人は､ 地域社会及び国家の発展を図り､ 会員の連携
と指導力の啓発に努めるとともに､ 国際的理解を深め､世
界の平和に寄与することを目的とする｡

この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を
目的として、その事業を行わない。
この法人は、これを特定の政党のために利用しない。
　
この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を
行う。

（１）政治、経済、社会、福祉、環境、文化等に関する調査、
研究及び企画立案に関する事業

（２）児童又は青少年の健全育成事業
（３）地域における諸問題の調査研究及び地域貢献事業
（４）教育、スポーツなどを通じて心身の健全な発達に寄与し、

又は豊かな人間性を涵養する事業
前項のほか、公益目的事業の推進に資するため必要に応
じ次の事業を行う。

（１）会員の指導力啓発の知識の修得及び教養の向上並びに能
力の開発を図る事業

（２）国際青年会議所､公益社団法人日本青年会議所､ 国内
及び国外の青年会議所その他の諸団体と提携し、相互の
理解と親善を増進する事業

（３）その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第１項の事業は埼玉県において行うものとする。

第３章　会　員　　

この法人に次の会員を置く。
（１）正会員　本庄市、児玉郡に住所又は勤務先を有する年齢

20歳以上40歳未満の品格ある青年、及び直前理事長。
ただし、正会員である事業年度中に40歳に達した者は、当
該年度中は正会員の資格を有する。また、満45歳以下で（公
社）こだま青年会議所を卒業した者のうち理事長より依頼を
受け快諾をいただき、かつ正会員になることにつき理事会で
承認を受けた者（以下「サポート会員」とする）も正会員とする。

（２）特別会員　40歳に達した年の事業年度の終了する日に正
会員であった者で、特別会員となることを希望する者

（３）賛助会員　この法人の目的に賛同し、賛助することを望
む個人及び団体で､ 理事会において入会を承認されたもの
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律（以下「一般社団・財団法人法」とい
う。）上の社員とする。

この法人の正会員になろうとする者は、入会申込書を理
事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
正会員以外の会員の入会に関する事項は、理事会におい
て別に定める。

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を支払
う義務を負う。なお、社会情勢等に鑑みやむを得ず事業
を行えなかった場合等には、総会の決議により会員へ一
律会費の一部を返戻することができる。

会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提
出することにより任意にいつでも退会することができる。
　
正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会
の決議によって当該正会員を除名することができる。

（１）この定款その他の規則に違反したとき。
（２）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした

とき。
（３）その他除名すべき正当な事由があるとき。

前項の規定により正会員を除名しようとするときは､当該
会員に総会の日から７日以上前までにその旨を通知する
とともに､ 当該会員の除名の決議を行う総会において､ 弁
明の機会を与えなければならない｡
特別会員又は賛助会員が第1 項各号の一に該当するときは、
理事会の決議により、当該会員を除名することができる。

前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当する
に至ったときは、その資格を喪失する。

（１）総正会員が同意したとき。
（２）当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第４章　総　会　　

総会は、すべての正会員をもって構成する。
前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会
とする。

総会は、次の事項について決議する。
（１）正会員の除名
（２）理事及び監事の選任又は解任
（３）理事長候補者の選出
（４）事業計画及び収支予算並びにその変更の承認
（５）事業報告及び決算の承認
（６）定款の変更
（７）解散及び残余財産の処分
（８）理事会において総会に付議した事項
（９）その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定

められた事項

総会は、通常総会として毎年度１月に開催するほか、９月、
１２月、その他必要がある場合に開催する。
前項の通常総会をもって一般社団・財団法人法上の定時
社員総会とする。

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の
決議に基づき理事長が招集する。
総正会員の議決権の５分の１以上の議決権を有する正会

員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の
理由を示して、総会の招集を請求することができる。
理事長は、前項の請求があった日から30日以内に臨時総
会を招集しなければならない。
総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び目的であ
る事項並びに書面又は電磁的方法による表決の可否その他
法令で定める事項を示した書面により、少なくとも総会の
日の14日前までに正会員に通知しなければならない。

総会の議長は､当該総会において正会員の中から選出する。

総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。

（総会の決議は、総正会員の議決権の３分の２以上を有す
る正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半
数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数
以上であって、総正会員の議決権の３分の２以上に当た
る多数をもって行う。

（１）正会員の除名
（２）監事の解任
（３）定款の変更
（４）合併
（５）解散
（６）その他法令で定められた事項

理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候
補者ごとに第１項の決議を行わなければならない。理事又
は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場
合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い
順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

総会に出席できない正会員は、法令で定めるところにより、
あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法
をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を
委任することができる。ただし、書面又は電磁的方法に
よる表決は、第15条第４項において、書面又は電磁的方
法による表決ができるとされている場合に限り適用する。
前項の表決があった場合において、前条の規定の適用に

ついては出席したものとみなす。

総会の議事については、法令で定めるところにより、議
事録を作成する。
議長、理事長及び当該総会において選出された２名以上
の理事は、前項の議事録に記名押印する。

第５章　役員等　　

この法人に、次の役員を置く。
（１）理事　15名以上30名以内
（２）監事　２名以上３名以内

理事のうち１名を理事長、２名以上５名以内を副理事長、
１名を専務理事とする。
前項の理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表
理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第
１項第２号の業務執行理事とする。

理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によっ
て理事の中から選定する。
監事は、この法人の理事を兼務することはできない。

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めると
ころにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、こ
の法人を代表し、その業務を執行する。
副理事長及び専務理事は、理事長を補佐し、法令及びこ
の定款で定めるところにより、この法人の業務を分担執
行する。
理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に４か月
を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理
事会に報告しなければならない。

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるとこ
ろにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、
この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

理事として選任された者は、選任された翌年の1 月1 日に
就任し、その年の12 月31 日に任期を満了とする。
監事として選任された者は、選任された翌年の1 月1 日に
就任し、選任された翌々年の12 月31 日に任期を満了とする。
前２項にかかわらず、補欠として選任された理事又は監
事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなると
きは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに
選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として
の権利義務を有する。

理事及び監事は、総会の決議によって解任することがで
きる。

理事及び監事は、無報酬とする。

この法人に任意の機関として、直前理事長１名を置くこ
とができる。
直前理事長は、次の職務を行う。

（１）理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
（２）この法人の運営に関して、必要な助言をすること。

直前理事長の選任及び解任は、総会において決議する。
直前理事長は、無報酬とする。

この法人に任意の機関として、特別顧問4 名以内を置くこ
とができる。
特別顧問は、次の職務を行う。

（１）理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
（２）この法人の運営に関して、理事長の諮問に答え、又は助

言をすること。
特別顧問の選任及び解任は、総会において決議する。
特別顧問は、無報酬とする。

第６章　理事会　　

この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。

直前理事長及び特別顧問は、理事会に出席し、意見を述
べることができる。
理事以外の正会員は、理事会に出席し、議長の指名によ
り意見を述べることができる。

理事会は、次の職務を行う。
（１）この法人の業務執行の決定
（２）理事の職務の執行の監督
（３）理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

理事会は、毎月１回、理事長が招集する。
前項のほか、次の各号の一に該当する場合には、理事長
が臨時理事会を招集する。

（１）理事長が必要と認めたとき。
（２）理事又は監事から、理事長に対し、理事会の招集の請求

があったとき。
理事長は、前項第２号の規定による請求があった日から
５日以内に、その請求があった日から１４日以内の日を
理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければな
らない。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副
理事長が理事会を招集する。

理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれ
に当たる。ただし、理事長を選定する場合に限り、理事
の互選とする。

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する
理事を除く理事の３分の２以上が出席し、その過半数を
もって行う。
前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条
の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものと
みなす。

理事会の議事については、法令で定めるところにより、
議事録を作成する。
出席した理事長、監事及び当該理事会において議事録署名
人に選任された理事２名は、前項の議事録に記名押印する。

第７章　例会及び委員会　　

この法人は､ 正会員をもって構成する例会を年10回以上開
催するものとする｡ただし、社会情勢を鑑み、事業を行う
ことが不適切である場合には、スタッフ会議にて中止に
することができる。
例会の運営については､ 理事長が理事会の決議を得て､別
に定める｡

この法人に委員会を置く｡
委員会の数及び名称は理事会において定める。
それぞれの委員会は、理事１名以上と正会員若干名をもっ
て構成する。
委員会は、次に掲げる事項を行う。

（１）委員会が担当する事業に係る事業計画案を策定し、理事
会に提出すること。

（２）理事会の決議を得た事業を業務執行理事のもと、運営す
ること。

（３）事業終了後、理事会に報告すること。
委員会の委員の選任及び解任は、理事会において決議する。
その他の委員会の運営に関する事項については、理事会
において別に定める。

第８章　資産及び会計　　

この法人の事業年度は、毎年１月１日に始まり、同年12
月３１日に終わる。

この法人の事業計画書及び収支予算書並びに資金調達及
び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業
年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の
決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これ
を変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度
が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するもの
とする。

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終

了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた後、
理事会及び、通常総会の承認を受けなければならない。

（１）事業報告
（２）事業報告の附属明細書
（３）貸借対照表
（４）正味財産増減計算書
（５）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
（６）財産目録

前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備
え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名
簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するもの
とする。

（１）監査報告
（２）理事及び監事の名簿
（３）理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する

数値のうち重要なものを記載した書類

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、
当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算
定し、前条第２項第４号の書類に記載するものとする。

第９章　定款の変更及び解散　　

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由に
より解散する。

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合
併により法人が消滅する場合（その権利義務を承継する法
人が公益法人であるときを除く。）には、総会の決議を経て、
公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益
認定の取消しの日又は当該合併の日から１か月以内に、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第
５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体
に贈与するものとする。

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、
総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律第５条第17号に掲げる法人又は国若し
くは地方公共団体に贈与するものとする。
　　　

第１０章　公告の方法　　

この法人の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告を
することができない場合は、官報に掲載する方法による。
　　

附　　則　　
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条
第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の理事長は、田中弘和とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第１項に定め
る特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を
行ったときは、第３８条の規定にかかわらず、解散の登
記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を
事業年度の開始日とする。
この定款の変更は、令和2 年１月1 日より施行する。
この定款の変更は、令和2 年2 月1 日に訴求し施行する。

第 １ 章　目　的　　

第１条 本規定は本会議所会員の資格及び入会希望者の取
り扱いに関する事項を規定したものである。
本会議所の会員は､ 正会員､ 特別会員､ 及び賛助会員の３
種とする｡
定款第６条第１項のただし書きについては､ １月１日に満
40才に達した正会員も含むものとする｡

第2 章　入　会　　

本会議所に正会員（サポート会員を除く。）として入会を希望
するものは､所定の入会申込書を提出しなければならない｡
理事会は､ 入会資格調査を会員拡大担当委員会へ委託する。
会員拡大担当委員会は､入会希望者に面接するとともに入
会資格の適否を調査し､ その結果を理事会に答申する｡
 入会希望者は､ 入会に関する研修を受けなければならない。
理事会は答申に基づき審査し､ 入会の適否を決定する｡入
会の諾否は､ 理事長が入会申込者に書面で通知する｡
入会を承諾された者は､ 入会金の納入をもって正会員とな
る｡ ただし､ 入会承認後１ヶ月以内に会費入会金の納入を
しない場合はこの限りではない｡

第 3 章　会　費　　

定款第８条に定める入会金ならびに年会費は次の通りと
する｡
入 会 金　正 会 員    　金20,000円（ サポート会員を除く）
　　　　  特別会員　　金60,000円（ 終身会費） 　
年 会 費　正 会 員    　金96,000円（ サポート会員を除く）
　　　　  サポート会員　金48,000円
　　　　  賛助会員　　金10,000円（一口）
　　　　  法人賛助会員　金120,000円（一口）
正会員は毎年１月末日までにその会費を納付しなければ
ならない｡ ただし､ １月末日､ ６月末日の年２回の分割納

付は妨げない｡ 　　
会員が年度途中入会の場合は､ 年会費の在籍月割り額とし
原則として一括で納付する｡ ただし、月払いの分割納入を
妨げない。
特別会員は会員になりたるときより２ヶ月以内にその会
費を納入しなければならない｡
賛助会員は､ 原則として毎年１月末日までにその会費を納
入しなければならない｡ ただし理事会の決議により分割を
認める｡
法人賛助会員になることを希望する場合は、所定の申込
書を提出し、理事会の承認を得ることで法人賛助会員と
なることができる。年度途中で承認を受けた法人賛助会
員の年会費は在籍月割り額とし、随時の会費を納入する
ことができる。理事会において入会を承認された月から
年度内の会費を一括納入するものとし、年度の途中で法
人賛助会員を退会しても返金はしないものとする。
法人賛助会員は、前年度より同会員として継続する場合
には、毎年１月末日までにその会費を納付しなければな
らない ｡ ただし､１月末日､６月末日の年２回の分割納付は
妨げない ｡

第4 章　会員の失格　　

定款第10条に定める行為があった時は､ 総務担当委員会が
実情を調査して理事会に報告する｡
年会費を所定の納期までに納入しない会員に対しては､財
務を担当する理事は勧告を行い理事会に報告しなければ
ならない｡
例会及び委員会に対して欠席が連続６回に及んだ会員の
所属委員長は､ 会員に対して勧告を行い､ 勧告後１ヶ月以
内に適切なる善処の意思表示及び行為のない場合は理事
会に報告する｡
前条ならびに第11条の報告を受けた理事会は､ 当該会員の
過去の状況等を勘案し､ その決議により退会せしむること
ができる｡

第 5 章　休　会　　

正会員が長期の病気又は海外出張等により､ 例会、委員会、
その他一切の行事に出席不可能の場合は､ 休会することが
できる｡ ただし､ この場合正会員は､ 休会届を理事長に提
出し､ 理事会の承認を得なければならない｡
休会中の会費は､ これを免除しない｡ ただし､ 突然の災禍
などの理由で休会を承認された会員に対し理事会の決議
にて会費の一部又は全額を免除することができる｡
前条の休会の期限は､ １ヶ年以内とする｡ ただし､ 理事会
においてこれを延長することができる｡

第 6 章　特別会員　　

定款第６条第１項２号の有資格者で特別会員を希望する
ものは､ 理事会の承認を得､ 所定の入会金を納入したのち
特別会員になることができる｡
特別会員は本会議所の総会､理事会を除くあらゆる会合､
行事に参加できる｡ ただし､ 一切の表決権及び選挙権なら
びに被選挙権を有しない｡

第 7 章　賛助会員　　

本会議所の趣旨に賛同し､ その事業の発展を助成すること
を望む個人､ 法人及び団体は理事会の決定により賛助会員
として入会することができる｡ ただし､ 会費を納入しない
時は退会とする｡
会員資格は１ヶ年限りとする
賛助会員を希望するものは､ 所定の申込書を理事会に提出
する｡
賛助会員は､ 本会議所の総会､ 理事会を除くあらゆる会合､ 
行事に参加できる｡ ただし､ 議長の許可を得た場合はこの
限りではない。また、一切の表決権及び選挙権ならびに
被選挙権を有しない｡

第 8 章　顧　問　　

この法人の顧問は次の２種とする｡

（１）顧問・本会議所の正会員でなく､ 青年会議所の活動に対し
て適切な指導又は助言を与えるもので､ 原則として任期は
１ヶ年とする｡ ただし､ 再任は妨げない｡

（２）特別顧問・本会議所の正会員たる理事長経験者｡ ただし直
前理事長は除く｡
特別顧問は､ 被選挙権及び理事会の表決権を有しない｡

細　　則　　
本規定の執行に関する細則は､ 理事会の決議を以って定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議を以って定める。

附　　則　　
本規定は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､ 昭和60年12月 6 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 昭和63年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 平成 ９ 年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 平成16年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は、平成23年12月６ 日より施行する。（改訂）
本規定は、平成28年10月13日より施行する。（改訂）
本規定は、令和 ２ 年 １ 月 １ 日より施工する。（改訂）
本規定は、令和 ４ 年 １ 月 ６ 日より施工する。（改訂）

第 １ 章　目　的　　

本規定は､ 本会議所の運宮を円滑にし､ その目的達成を容
易ならしめるため､ 組織､ 運営等に関する事項を規定する
ものである｡

第 2 章　役員の任務　　

本会議所の役員は・定款に定める事項のほか､ 次の任務を
有する
理事長

（１）本会議所の代表として対外的な発言をし､ 総ての事業の総

括責任をもつ｡
（２）公益社団法人日本青年会議所総会､ 地区協議会､ ブロック

協議会及び理事長会議に出席し､ 本会議所の有する表決権
の行使及び意見の発表を行う｡

（３）本会議所の総会及び理事会の議長を務める
直前理事長
理事会に出席し意見を求められたときは､ 理事長経験を生
かし､ 所務､ その他について必要な助言をする｡
副理事長

（１）理事長と連絡を密にして､ 常に意見の調整統一をし､ 本会
議所の円滑な運営のため一体となって努力する｡

（２）各々分掌の委員会を統轄して活発な活動をはかり､ 各委員
会の連絡調整を図る
専務理事
理事長及び副理事長と連絡を密にして､ 常に意見の調整と
統一をし､ 本会議所の運営並びに対外的な活動のため一体
となって努力する
理　　事
理事は､ 本会議所の目的達成のために事業を計画、 検討、
実施し､ かつその成果を確認して､ 議事録または報告書を
７日以内に担当副理事長を経て､ 理事長に提出する｡
監　　事

（１）監事は本会議所の業務及び財産状況を監査し､ 必要ある時
は理事長に報告書を提出しなけれぱならない｡

（２）監事は､ 他のいかなる職務を兼務することができない。
サポート会員
基本的には担当委員会・担当例会の参加を義務とし、そ
の他付属する事業等に関しては担当副理事長の判断に
よって依　　頼を行う。委員会運営につき委員長及び副
委員長へ対し事業の方向性、実現方法、タスク管理の助
言を行う。また、委員会運営がスムーズでない場合は理事、
副理事長へ報告をする。

第 3 章　出　席　　

６ヵ月毎に正会員の出席率を発表し､ 年間出席率を発表する。
年間出席率の最低限界を60％とし､ それ未満の会員は､理
事会の議を経て本会議所定款の定めるところにより､除名

することができる｡ ただし､ 当該会員は理事会において､ 
弁明の機会をあたえられる｡
 実質出席率とは､ 総会､ 例会､ 委員会､ 全体行事の出席率
をいい､ 役員の場合は理事会､ 新入会員の場合はオリエン
テーションの出席率も含む｡
正会員は､ すべての会合において欠席､ 遅刻､ 早退､ する場
合は､ 必ず届け出ること｡
病気その他､ 止むを得ない事由により､ 長期間にわたり出
席不可能な場合は休会として出席の義務を免除する｡ただ
し､ 休会届を理事長宛に提出し､ 受理された日より休会扱
いとする｡
青年会議所関係の公務のためにあらかじめ届け出て､ 総会、
例会､ 委員会及び理事会に欠席した場合は､ 出席したもの
として取扱う｡
正会員は､ すべての会合に出席するには､ 正服を着用し、
ネームプレート、ＪＣバッチを佩用しなければならない。
ただし､ ６、７、８、９月の会合で上衣を着用しない場合は、
この限りでない｡
（２）講師を招いての会合は､ 上項に限らず上衣を着用する。
会合の出席は､ 規定用紙に署名する事を原則とする｡

第 4 章　例会､ 定例理事会　　

例会は原則として毎月第２金曜日に開催する｡ ただし､理
事会の承認を得て変更することができる｡
例会の運営については､ 少なくとも前月の理事会において
承認を受けなければならない｡
定例理事会は､ 原則として毎月第１金曜日に開催するただ
し､ 当日が祝祭日となった場合は､ その限りでない｡
正会員たる理事長経験者､ 及び当該年度の日本青年会議所、
関東地区協議会､ 埼玉ブロック協議会出向役員は、理事会
に出席し意見を求められたときは､ 発言できる｡
理事会の議事の運営は､ 理事会議事運用規定でこれを定める。

第 5 章　室､ 委員会　　

本会議所定款第３条の目的を達成し､ 運営を適正かつ円滑
にするため室を置くことができる｡

室長は担当の室を代表し､ 担当の各委員会を総括する｡
室を担当する室長は､ 副理事長､ 専務理事､ 及び理事がこ
れにあたる｡
定款第３９条の規定に基づき委員会を設置する｡ ただし、
特別に必要な事由の生じたときは､ 理事会の決議により特
別委員会を設置することができる｡
特別委員会への重属は妨げない｡
委員会には委員長1 人､ 副委員長若干人及び委員若干人を
置く｡
委員長及び副委員長は､正会員のうちから理事長が理事会
の承認を得て任命する｡
委員は､正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任
命する｡
正会員は､ 理事長､ 直前理事長､ 副理事長､専務理事､室長､ 
監事を除き､ 原則として全員がいずれかの委員会に所属し
なければならない｡
委員長は､ 委員会を代表し、 委員会の会務を総括するととも
に､ 委員会誌を記録し､ 理事長に提出しなければならない。
副委員長は､ 委員長を補佐し､ 委員長事故あるときはその
職務を代行する｡
委員会は､ 委員長があらかじめ議題､ 日時､ 場所などを各
委員に通知して招集するものとする｡
委員会は､ 毎月１回以上開催し､ 独自の事業計画の確立と
実施の推進母体となる｡
委員会の会議の定足数は､ 委員の２分の１とする｡
委員会の決議は､ 出席委員の過半数をもって決する｡ ただ
し、 可否同数のときは委員長がこれを決する｡
委員長は､ 必要と認めた場合には､ 役員､ 特別会員､ 賛助会
員及び他の会員の出席を求めることができる｡

第 6 章　褒　賞　　

本会議所における褒賞は､ 青年会議所運動に顕著な功績の
あった個人､ 法人団体及び委員会に対して理事会の決定に
より行う｡ ただし､ 褒賞の方法等については､ その都度理
事会で決定する｡
年間実質出席率が100％の会員は､ 褒賞する｡

第 7 章　運営マニュアル　　

理事長は､ 本規定に沿って運営を円滑ならしめるため毎年度
運営マニュアルを理事会に提出し､ 承認を得るものとする。
本会議所の役員は､その普及に努めるものとする｡ 　　
運営マニュアル提出時期は､ １月理事会とする｡

細　　則　　
本規定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本規定は､昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､昭和63年12月２日より施行する｡（改訂）
本規定は、令和2 年１月１日より施行する。（改訂）

第 １ 章　総　則　　　　

本規定は､ 定款に定める理事会における会議の運用に関し、
円滑に議事を進行させるため制定し､ 定款､ 諸規定に定め
る事項のほかは､ これを適用する｡
本規定は､ 国際青年会議所が採用するロバート議事法に原
則としてもとづく｡

第 2 章　招　集　　

会議の招集は､ 会議の目的たる事項ならびに日時及び場所
を記載した文書をもって会日の５日前までに通知を発し
なければならない｡
会議に招集を受けたる者は､ 招集日の当日開会定刻前に会
議場に参集､ 所定の会議構成者名簿に署名をしなければな
らない｡
会議に招集を受けたる者が出席出来ないときは､ その理由を
付し会議開会の時刻前に招集者に届け出なければならない。

第 3 章　会　議　　

会議の議長は､ 定款第３５条に定める通りとする｡
会議の定足数は､ 定款第３６条に定める通りとする｡
会議の開会定刻より相当の時間を経てもなお定足数に達
しないときは､ 議長は会議の開始時間の遅延又は流会を宣
言することができる｡
会議中に定足数を欠くに至るおそれのあるときは､ 議長は
休憩又は流会を宣言することができる｡
会議において議長は公平な立場となり､ 会議の秩序を維持
し､ 本規定に定めるほか次のような事を行う｡
（１）開会の宣言 （２）会議の成立の宣言 （３）議事日程の宣言
（４）議事録作成人の指名（５）議事録署名人の指名
（６）前回議事録の承認を受けること（７）閉会の宣言
（８）会議の議決結果の外部への報告

第 4 章　議事日程　　

議長は会議時に議事日程及び会議に関する資料を出席者
に配布又は呈示しなければならない｡
議長が必要があるとき､ 又はその会議に議題を提出する権
利を有する構成者から動議が提出されたときは会議の議
を経て議事日程の順序を変更したり他の議題を追加する
ことができる｡ なお審議に至らなかった議題については、 
あらたに議事日程を定めたときは、その議題を最優先と
しなければならない｡

第 5 章　議題および動議　　

会議の議題提出権者は､ その会議において議題を提出する
権利を有すると同時に表決権を有するその会議の構成者
でなければならない｡
議題提出者が議題を提出するときは､ 開催予定日前の正副
理事長会議に文書をもって提案理由をつけて提出しなけ
ればならない｡ ただし､ 緊急とみなされた場合はこの限り
でない｡
同一議題で議決された事項を再度その会議において議題
として取り上げるときは､ 会議の表決権を有する出席構成

者の３分の２以上の同意を得なければならない｡
同一議事日程中に議決された事項はいかなる理由があろう
とも再度その会議に議題として取り上げることはできない。
動議は会議において他に１人以上のその会議の表決権を
有する出席構成者の賛成がなければならない｡
動議は会議において賛成支持されない前は自由に取り下
げることができる｡

第 6 章　議　事　　

議題を会議に付するときは議長にその旨宣告する｡
会議において議題提出者は提案主旨を記載した文書を資
料として配布し､ 必要があれば説明しなければならない｡
　

第 7 章　発　言　　

発言はすべて議長の許可を得なければならない｡
議長の許可のない発言は討議の対象にならない｡
会議において発言しようとする者は､ 挙手をして議長の許
可を得て発言しなければならない｡
２人以上挙手をして発言を求めたときは､ 議長は先挙手者
と認めた者を指名する｡
発言はすべて簡明を旨とし議題外にわたりまたはその範
囲を超えてはならない｡
議長は発言が会議の品位をきずつけ､ 又は議事妨害である
と認めるときは注意し､ なお従わない場合は発言を禁止す
ることができる｡
議長は討議の進行において最初に反対者を発言させ､ つぎ
に賛成者と反対者を交互に指名するように努めなければ
ならない｡
発言は原則として１議題につき､ １人２回５分以内の範囲
で行う｡ ただし､ 議事進行上その適用は議長の判断とし回
数､ 時間等を議長により制限されることがある｡

第 8 章　採　決　　

議長は採決をとろうとするときは表決にうつる旨を告げる。
採決は次の方法による｡

（１）口頭 （２）拍手（３）挙手（４）起立
（５）記名投票（ ６）無記名投票
採決はまず否決案について行い､ 次に修正案､ 原案をあとに
する。修正案が多い場合､ 原案に最も遠いものより採決する。
採決は先ず賛成をとり､ 次に反対をとる｡

第 9 章　議事録　　

議事録は議長から指名された書記により議事に関し忠実
に記載しなければならない｡ また書記は作成した議事録を
議長及び議事録署名人に会議開催後10日以内に届け出な
ければならない｡
前条で届け出を受けた議長､ 議事録署名人は訂正修正箇所
があれば指摘し､ 直ちに署名捺印の上､ 書記に返却しなけ
ればならない｡
前条にて確認された議事録は､ 書記により会議構成者に次
回の理事会までに提出しなければならない｡
議事録はいかなる理由があろうとも内容を変えることは
できず､ あくまで事実の内容に対する誤文・誤字の訂正に
とどまる。

第 10 章　傍　聴　　

会議を傍聴しようとする者は､ 議長の許可を得なければな
らない｡
傍聴者は､ 会議の開会中は会議における討議に対して賛否
を表明したりして議事を妨害するような言動をしてはな
らない｡ なお､ 傍聴者が議事の進行を妨害した場合は議長
はその者を退場させることができる｡

第 11 章　事前の会議　　

理事会に先立って正副理事長会議を開催しなければならない。
正副理事長会議は､ 理事長がその職務を遂行するにあたり、
政策ならびに運営について､ 意見の交換をし､ 大局的な方
針を決定する｡
正副理事長会議構成は､ 理事長､ 直前理事長､ 副理事長､専
務理事とし､ 招集及び議長は理事長がこれに当たる｡

財務担当理事､ 及び事務局担当理事と総務担当委員長は､
常時出席できる｡ このほか､ 正副理事長会議構成者が必要
と認めた者は､ 出席できる｡
当会議は議決権を有しない｡ ただし､ 理事会より一任され
た事項はこの限りではない｡

細　　則　　
本規定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本規定は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､平成28年10月13日より施行する｡

第 1 章　目　的　　　

本規定は､ 本会議所の運営を円滑にし､ その目的達成を容
易ならしめるため､ 事務局､ 会計経理､ 慶弔､ 旅費等に関す
る事項を規定するものである｡

第 2 章　事務局　　　

事務局には､ 事務局長を置くことができ､ 事務局長は､ 専
務理事の指揮を受け事務局の統轄､ 管理にあたる｡
総会及び理事会の議事録は､ 総務担当委員会がこれを作成
し事務局に備え付けるものとする｡
事務局は､ 事業年度毎に次の分類に従い文書等を整理、保
存しなければならない｡

（１）本会議所の定款ならびに諸規定　　　　　永久保存
（２）総会及び理事会の議事録　　　　　　　　永久保存
（３）本会議所内部の文書　　　　　　　　　５年間保存
（４）公益社団法人日本青年会議所及び
　　各地青年会議所関係の文書綴　　　　　１年間保存
（５）本会議所会報綴　　　　　　　　　 　　　永久保存

（６）事務局日誌　　　　　　　　　　　　　３年間保存
（７）受発信簿　　　　　　　　　　　　　　１年間保存
（８）会員名簿　　　　　　　　　　　　　　　永久保存
（９）許可､ 認可等に関する書類
（10）登記に関する書類
（11）役員の氏名､ 住所及び略歴を記載した書類ならびにその就

任の承諾を証する書類
（12）資産台帳
（13） 現事業年度及び過去３年間の収入及び支出に関する帳簿、

証拠書類
（14）各事業年度末における財産目録及び収支決算書
（15）現事業年度の事業計画書及び収支予算書
（16）知事が当該法人を監督するために発した書類
（17）前各号に掲げるもののほか､ 知事が特に必要と認める書類

及び帳簿
事務局長は､ 備品台帳を整備し､ 出入を記載し､ 備品を完
全に管理しなければならない。

第 3 章　会計経理　　

本会議所の会計に用いる諸帳簿は､ 次の通りとする｡
（１）帳簿　　　　総勘定元帳､ 現預金出納帳､ 会費徴収簿
（２）決算書類及び諸表　　貸借対照表､ 収支決算書､
　　　　　　　　　　　　事業報告書､ 監査報告書､ 　　
　　　　　　　　　　　　財産目録等
（３）伝票　　　　入会伝票 ､ 出金伝票 ､ 振替伝票
金銭の出納は､ 財務を担当する理事が責任管理し、次の証
憑を揃えて起票し､ 期日順に整理するものとする｡

（１）収入については､ 発行した領収書控
（２）収支については､ 受領した領収書
（３）領収書徴収不能のもとについては､ 受領不能理由を記載し

た支払証明書
出納は､ つとめて銀行の普通及び当座預金口座によって処
理し､ 口座名義は理事長とし理事長印を使用する｡
各委員会の予算の範囲内における支出は各委員長が所定の支
払請求書に捺印の上､ 事務局に提出する｡ ならびに単位事業
が完了したときは､ 速やかに計算書証憑及び関係書類を揃え
捺印の上事務局に提出し､ 事務局は会計担当理事に提出する。

特に予算外の支出を必要とする時には理事会の承認を得
るものとする｡
財務を担当する理事は､ 決算にあたって前払費用、未収金、
未払金等を整理し、仮払勘定は、原則としてそれぞれ担
当の科目に振替え､ 関係帳簿を照合､ かつ整理し銀行預金
残高証明書類をととのえなければならない｡
会計諸帳簿は､ 次の区分に従い保存するものとする｡
（１）決算書類　　　　　　　　　　　　　永久保存
（２）その他の会計書類　　　　　　　　５年間保存

第 4 章　慶　弔　　

正会員の慶弔に関しては､ 次の基準により慶弔金もしくは
記念品を贈る｡

（１）正会員の結婚　　　　　10,000円
（２）正会員の死亡　　　　　30,000円及び供花
（３）正会員の入院 　　　　　 5,000円（2 週間以上の場合）
（４）正会員の家族の死亡 　供花（ 会員の両親及び、夫、妻 、子）
（５）正会員の出産 　　　　   10,000円

金額等については､ 毎年頭初の理事会により決議する｡

第 5 章　旅　費　　

理事長の命じた事務局員の公務出張に対しては､ 次の通り
旅費を支給する｡

（１）目的地までの往復普通料金相当額（用務の都合により特別
急行料金を加算する）

（２）宿泊費は､ 実費相当額
（３）日当は１日5,000円

理事会の命じた会員の公務出張に対しては､ 理事会の議を
へて前条に準じた旅費を支給することができる｡

細　　則　　
本則定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本則定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本則は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
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第 １ 章　総　則　　

この法人は、公益社団法人こだま青年会議所と称する。

この法人は、主たる事務所を埼玉県本庄市朝日町三丁目
1番35号に置く。

第２章　目的及び事業　　

この法人は､ 地域社会及び国家の発展を図り､ 会員の連携
と指導力の啓発に努めるとともに､ 国際的理解を深め､世
界の平和に寄与することを目的とする｡

この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を
目的として、その事業を行わない。
この法人は、これを特定の政党のために利用しない。
　
この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を
行う。

（１）政治、経済、社会、福祉、環境、文化等に関する調査、
研究及び企画立案に関する事業

（２）児童又は青少年の健全育成事業
（３）地域における諸問題の調査研究及び地域貢献事業
（４）教育、スポーツなどを通じて心身の健全な発達に寄与し、

又は豊かな人間性を涵養する事業
前項のほか、公益目的事業の推進に資するため必要に応
じ次の事業を行う。

（１）会員の指導力啓発の知識の修得及び教養の向上並びに能
力の開発を図る事業

（２）国際青年会議所､公益社団法人日本青年会議所､ 国内
及び国外の青年会議所その他の諸団体と提携し、相互の
理解と親善を増進する事業

（３）その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第１項の事業は埼玉県において行うものとする。

第３章　会　員　　

この法人に次の会員を置く。
（１）正会員　本庄市、児玉郡に住所又は勤務先を有する年齢

20歳以上40歳未満の品格ある青年、及び直前理事長。
ただし、正会員である事業年度中に40歳に達した者は、当
該年度中は正会員の資格を有する。また、満45歳以下で（公
社）こだま青年会議所を卒業した者のうち理事長より依頼を
受け快諾をいただき、かつ正会員になることにつき理事会で
承認を受けた者（以下「サポート会員」とする）も正会員とする。

（２）特別会員　40歳に達した年の事業年度の終了する日に正
会員であった者で、特別会員となることを希望する者

（３）賛助会員　この法人の目的に賛同し、賛助することを望
む個人及び団体で､ 理事会において入会を承認されたもの
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律（以下「一般社団・財団法人法」とい
う。）上の社員とする。

この法人の正会員になろうとする者は、入会申込書を理
事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
正会員以外の会員の入会に関する事項は、理事会におい
て別に定める。

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を支払
う義務を負う。なお、社会情勢等に鑑みやむを得ず事業
を行えなかった場合等には、総会の決議により会員へ一
律会費の一部を返戻することができる。

会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提
出することにより任意にいつでも退会することができる。
　
正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会
の決議によって当該正会員を除名することができる。

（１）この定款その他の規則に違反したとき。
（２）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした

とき。
（３）その他除名すべき正当な事由があるとき。

前項の規定により正会員を除名しようとするときは､当該
会員に総会の日から７日以上前までにその旨を通知する
とともに､ 当該会員の除名の決議を行う総会において､ 弁
明の機会を与えなければならない｡
特別会員又は賛助会員が第1 項各号の一に該当するときは、
理事会の決議により、当該会員を除名することができる。

前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当する
に至ったときは、その資格を喪失する。

（１）総正会員が同意したとき。
（２）当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第４章　総　会　　

総会は、すべての正会員をもって構成する。
前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会
とする。

総会は、次の事項について決議する。
（１）正会員の除名
（２）理事及び監事の選任又は解任
（３）理事長候補者の選出
（４）事業計画及び収支予算並びにその変更の承認
（５）事業報告及び決算の承認
（６）定款の変更
（７）解散及び残余財産の処分
（８）理事会において総会に付議した事項
（９）その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定

められた事項

総会は、通常総会として毎年度１月に開催するほか、９月、
１２月、その他必要がある場合に開催する。
前項の通常総会をもって一般社団・財団法人法上の定時
社員総会とする。

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の
決議に基づき理事長が招集する。
総正会員の議決権の５分の１以上の議決権を有する正会

員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の
理由を示して、総会の招集を請求することができる。
理事長は、前項の請求があった日から30日以内に臨時総
会を招集しなければならない。
総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び目的であ
る事項並びに書面又は電磁的方法による表決の可否その他
法令で定める事項を示した書面により、少なくとも総会の
日の14日前までに正会員に通知しなければならない。

総会の議長は､当該総会において正会員の中から選出する。

総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。

（総会の決議は、総正会員の議決権の３分の２以上を有す
る正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半
数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数
以上であって、総正会員の議決権の３分の２以上に当た
る多数をもって行う。

（１）正会員の除名
（２）監事の解任
（３）定款の変更
（４）合併
（５）解散
（６）その他法令で定められた事項

理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候
補者ごとに第１項の決議を行わなければならない。理事又
は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場
合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い
順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

総会に出席できない正会員は、法令で定めるところにより、
あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法
をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を
委任することができる。ただし、書面又は電磁的方法に
よる表決は、第15条第４項において、書面又は電磁的方
法による表決ができるとされている場合に限り適用する。
前項の表決があった場合において、前条の規定の適用に

ついては出席したものとみなす。

総会の議事については、法令で定めるところにより、議
事録を作成する。
議長、理事長及び当該総会において選出された２名以上
の理事は、前項の議事録に記名押印する。

第５章　役員等　　

この法人に、次の役員を置く。
（１）理事　15名以上30名以内
（２）監事　２名以上３名以内

理事のうち１名を理事長、２名以上５名以内を副理事長、
１名を専務理事とする。
前項の理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表
理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第
１項第２号の業務執行理事とする。

理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によっ
て理事の中から選定する。
監事は、この法人の理事を兼務することはできない。

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めると
ころにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、こ
の法人を代表し、その業務を執行する。
副理事長及び専務理事は、理事長を補佐し、法令及びこ
の定款で定めるところにより、この法人の業務を分担執
行する。
理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に４か月
を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理
事会に報告しなければならない。

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるとこ
ろにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、
この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

理事として選任された者は、選任された翌年の1 月1 日に
就任し、その年の12 月31 日に任期を満了とする。
監事として選任された者は、選任された翌年の1 月1 日に
就任し、選任された翌々年の12 月31 日に任期を満了とする。
前２項にかかわらず、補欠として選任された理事又は監
事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなると
きは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに
選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として
の権利義務を有する。

理事及び監事は、総会の決議によって解任することがで
きる。

理事及び監事は、無報酬とする。

この法人に任意の機関として、直前理事長１名を置くこ
とができる。
直前理事長は、次の職務を行う。

（１）理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
（２）この法人の運営に関して、必要な助言をすること。

直前理事長の選任及び解任は、総会において決議する。
直前理事長は、無報酬とする。

この法人に任意の機関として、特別顧問4 名以内を置くこ
とができる。
特別顧問は、次の職務を行う。

（１）理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
（２）この法人の運営に関して、理事長の諮問に答え、又は助

言をすること。
特別顧問の選任及び解任は、総会において決議する。
特別顧問は、無報酬とする。

第６章　理事会　　

この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。

直前理事長及び特別顧問は、理事会に出席し、意見を述
べることができる。
理事以外の正会員は、理事会に出席し、議長の指名によ
り意見を述べることができる。

理事会は、次の職務を行う。
（１）この法人の業務執行の決定
（２）理事の職務の執行の監督
（３）理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

理事会は、毎月１回、理事長が招集する。
前項のほか、次の各号の一に該当する場合には、理事長
が臨時理事会を招集する。

（１）理事長が必要と認めたとき。
（２）理事又は監事から、理事長に対し、理事会の招集の請求

があったとき。
理事長は、前項第２号の規定による請求があった日から
５日以内に、その請求があった日から１４日以内の日を
理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければな
らない。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副
理事長が理事会を招集する。

理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれ
に当たる。ただし、理事長を選定する場合に限り、理事
の互選とする。

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する
理事を除く理事の３分の２以上が出席し、その過半数を
もって行う。
前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条
の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものと
みなす。

理事会の議事については、法令で定めるところにより、
議事録を作成する。
出席した理事長、監事及び当該理事会において議事録署名
人に選任された理事２名は、前項の議事録に記名押印する。

第７章　例会及び委員会　　

この法人は､ 正会員をもって構成する例会を年10回以上開
催するものとする｡ただし、社会情勢を鑑み、事業を行う
ことが不適切である場合には、スタッフ会議にて中止に
することができる。
例会の運営については､ 理事長が理事会の決議を得て､別
に定める｡

この法人に委員会を置く｡
委員会の数及び名称は理事会において定める。
それぞれの委員会は、理事１名以上と正会員若干名をもっ
て構成する。
委員会は、次に掲げる事項を行う。

（１）委員会が担当する事業に係る事業計画案を策定し、理事
会に提出すること。

（２）理事会の決議を得た事業を業務執行理事のもと、運営す
ること。

（３）事業終了後、理事会に報告すること。
委員会の委員の選任及び解任は、理事会において決議する。
その他の委員会の運営に関する事項については、理事会
において別に定める。

第８章　資産及び会計　　

この法人の事業年度は、毎年１月１日に始まり、同年12
月３１日に終わる。

この法人の事業計画書及び収支予算書並びに資金調達及
び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業
年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の
決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これ
を変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度
が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するもの
とする。

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終

了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた後、
理事会及び、通常総会の承認を受けなければならない。

（１）事業報告
（２）事業報告の附属明細書
（３）貸借対照表
（４）正味財産増減計算書
（５）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
（６）財産目録

前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備
え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名
簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するもの
とする。

（１）監査報告
（２）理事及び監事の名簿
（３）理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する

数値のうち重要なものを記載した書類

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、
当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算
定し、前条第２項第４号の書類に記載するものとする。

第９章　定款の変更及び解散　　

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由に
より解散する。

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合
併により法人が消滅する場合（その権利義務を承継する法
人が公益法人であるときを除く。）には、総会の決議を経て、
公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益
認定の取消しの日又は当該合併の日から１か月以内に、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第
５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体
に贈与するものとする。

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、
総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律第５条第17号に掲げる法人又は国若し
くは地方公共団体に贈与するものとする。
　　　

第１０章　公告の方法　　

この法人の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告を
することができない場合は、官報に掲載する方法による。
　　

附　　則　　
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条
第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の理事長は、田中弘和とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第１項に定め
る特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を
行ったときは、第３８条の規定にかかわらず、解散の登
記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を
事業年度の開始日とする。
この定款の変更は、令和2 年１月1 日より施行する。
この定款の変更は、令和2 年2 月1 日に訴求し施行する。

第 １ 章　目　的　　

第１条 本規定は本会議所会員の資格及び入会希望者の取
り扱いに関する事項を規定したものである。
本会議所の会員は､ 正会員､ 特別会員､ 及び賛助会員の３
種とする｡
定款第６条第１項のただし書きについては､ １月１日に満
40才に達した正会員も含むものとする｡

第2 章　入　会　　

本会議所に正会員（サポート会員を除く。）として入会を希望
するものは､所定の入会申込書を提出しなければならない｡
理事会は､ 入会資格調査を会員拡大担当委員会へ委託する。
会員拡大担当委員会は､入会希望者に面接するとともに入
会資格の適否を調査し､ その結果を理事会に答申する｡
 入会希望者は､ 入会に関する研修を受けなければならない。
理事会は答申に基づき審査し､ 入会の適否を決定する｡入
会の諾否は､ 理事長が入会申込者に書面で通知する｡
入会を承諾された者は､ 入会金の納入をもって正会員とな
る｡ ただし､ 入会承認後１ヶ月以内に会費入会金の納入を
しない場合はこの限りではない｡

第 3 章　会　費　　

定款第８条に定める入会金ならびに年会費は次の通りと
する｡
入 会 金　正 会 員    　金20,000円（ サポート会員を除く）
　　　　  特別会員　　金60,000円（ 終身会費） 　
年 会 費　正 会 員    　金96,000円（ サポート会員を除く）
　　　　  サポート会員　金48,000円
　　　　  賛助会員　　金10,000円（一口）
　　　　  法人賛助会員　金120,000円（一口）
正会員は毎年１月末日までにその会費を納付しなければ
ならない｡ ただし､ １月末日､ ６月末日の年２回の分割納

付は妨げない｡ 　　
会員が年度途中入会の場合は､ 年会費の在籍月割り額とし
原則として一括で納付する｡ ただし、月払いの分割納入を
妨げない。
特別会員は会員になりたるときより２ヶ月以内にその会
費を納入しなければならない｡
賛助会員は､ 原則として毎年１月末日までにその会費を納
入しなければならない｡ ただし理事会の決議により分割を
認める｡
法人賛助会員になることを希望する場合は、所定の申込
書を提出し、理事会の承認を得ることで法人賛助会員と
なることができる。年度途中で承認を受けた法人賛助会
員の年会費は在籍月割り額とし、随時の会費を納入する
ことができる。理事会において入会を承認された月から
年度内の会費を一括納入するものとし、年度の途中で法
人賛助会員を退会しても返金はしないものとする。
法人賛助会員は、前年度より同会員として継続する場合
には、毎年１月末日までにその会費を納付しなければな
らない ｡ ただし､１月末日､６月末日の年２回の分割納付は
妨げない ｡

第4 章　会員の失格　　

定款第10条に定める行為があった時は､ 総務担当委員会が
実情を調査して理事会に報告する｡
年会費を所定の納期までに納入しない会員に対しては､財
務を担当する理事は勧告を行い理事会に報告しなければ
ならない｡
例会及び委員会に対して欠席が連続６回に及んだ会員の
所属委員長は､ 会員に対して勧告を行い､ 勧告後１ヶ月以
内に適切なる善処の意思表示及び行為のない場合は理事
会に報告する｡
前条ならびに第11条の報告を受けた理事会は､ 当該会員の
過去の状況等を勘案し､ その決議により退会せしむること
ができる｡

第 5 章　休　会　　

正会員が長期の病気又は海外出張等により､ 例会、委員会、
その他一切の行事に出席不可能の場合は､ 休会することが
できる｡ ただし､ この場合正会員は､ 休会届を理事長に提
出し､ 理事会の承認を得なければならない｡
休会中の会費は､ これを免除しない｡ ただし､ 突然の災禍
などの理由で休会を承認された会員に対し理事会の決議
にて会費の一部又は全額を免除することができる｡
前条の休会の期限は､ １ヶ年以内とする｡ ただし､ 理事会
においてこれを延長することができる｡

第 6 章　特別会員　　

定款第６条第１項２号の有資格者で特別会員を希望する
ものは､ 理事会の承認を得､ 所定の入会金を納入したのち
特別会員になることができる｡
特別会員は本会議所の総会､理事会を除くあらゆる会合､
行事に参加できる｡ ただし､ 一切の表決権及び選挙権なら
びに被選挙権を有しない｡

第 7 章　賛助会員　　

本会議所の趣旨に賛同し､ その事業の発展を助成すること
を望む個人､ 法人及び団体は理事会の決定により賛助会員
として入会することができる｡ ただし､ 会費を納入しない
時は退会とする｡
会員資格は１ヶ年限りとする
賛助会員を希望するものは､ 所定の申込書を理事会に提出
する｡
賛助会員は､ 本会議所の総会､ 理事会を除くあらゆる会合､ 
行事に参加できる｡ ただし､ 議長の許可を得た場合はこの
限りではない。また、一切の表決権及び選挙権ならびに
被選挙権を有しない｡

第 8 章　顧　問　　

この法人の顧問は次の２種とする｡

（１）顧問・本会議所の正会員でなく､ 青年会議所の活動に対し
て適切な指導又は助言を与えるもので､ 原則として任期は
１ヶ年とする｡ ただし､ 再任は妨げない｡

（２）特別顧問・本会議所の正会員たる理事長経験者｡ ただし直
前理事長は除く｡
特別顧問は､ 被選挙権及び理事会の表決権を有しない｡

細　　則　　
本規定の執行に関する細則は､ 理事会の決議を以って定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議を以って定める。

附　　則　　
本規定は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､ 昭和60年12月 6 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 昭和63年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 平成 ９ 年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 平成16年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は、平成23年12月６ 日より施行する。（改訂）
本規定は、平成28年10月13日より施行する。（改訂）
本規定は、令和 ２ 年 １ 月 １ 日より施工する。（改訂）
本規定は、令和 ４ 年 １ 月 ６ 日より施工する。（改訂）

第 １ 章　目　的　　

本規定は､ 本会議所の運宮を円滑にし､ その目的達成を容
易ならしめるため､ 組織､ 運営等に関する事項を規定する
ものである｡

第 2 章　役員の任務　　

本会議所の役員は・定款に定める事項のほか､ 次の任務を
有する
理事長

（１）本会議所の代表として対外的な発言をし､ 総ての事業の総

括責任をもつ｡
（２）公益社団法人日本青年会議所総会､ 地区協議会､ ブロック

協議会及び理事長会議に出席し､ 本会議所の有する表決権
の行使及び意見の発表を行う｡

（３）本会議所の総会及び理事会の議長を務める
直前理事長
理事会に出席し意見を求められたときは､ 理事長経験を生
かし､ 所務､ その他について必要な助言をする｡
副理事長

（１）理事長と連絡を密にして､ 常に意見の調整統一をし､ 本会
議所の円滑な運営のため一体となって努力する｡

（２）各々分掌の委員会を統轄して活発な活動をはかり､ 各委員
会の連絡調整を図る
専務理事
理事長及び副理事長と連絡を密にして､ 常に意見の調整と
統一をし､ 本会議所の運営並びに対外的な活動のため一体
となって努力する
理　　事
理事は､ 本会議所の目的達成のために事業を計画、 検討、
実施し､ かつその成果を確認して､ 議事録または報告書を
７日以内に担当副理事長を経て､ 理事長に提出する｡
監　　事

（１）監事は本会議所の業務及び財産状況を監査し､ 必要ある時
は理事長に報告書を提出しなけれぱならない｡

（２）監事は､ 他のいかなる職務を兼務することができない。
サポート会員
基本的には担当委員会・担当例会の参加を義務とし、そ
の他付属する事業等に関しては担当副理事長の判断に
よって依　　頼を行う。委員会運営につき委員長及び副
委員長へ対し事業の方向性、実現方法、タスク管理の助
言を行う。また、委員会運営がスムーズでない場合は理事、
副理事長へ報告をする。

第 3 章　出　席　　

６ヵ月毎に正会員の出席率を発表し､ 年間出席率を発表する。
年間出席率の最低限界を60％とし､ それ未満の会員は､理
事会の議を経て本会議所定款の定めるところにより､除名

することができる｡ ただし､ 当該会員は理事会において､ 
弁明の機会をあたえられる｡
 実質出席率とは､ 総会､ 例会､ 委員会､ 全体行事の出席率
をいい､ 役員の場合は理事会､ 新入会員の場合はオリエン
テーションの出席率も含む｡
正会員は､ すべての会合において欠席､ 遅刻､ 早退､ する場
合は､ 必ず届け出ること｡
病気その他､ 止むを得ない事由により､ 長期間にわたり出
席不可能な場合は休会として出席の義務を免除する｡ただ
し､ 休会届を理事長宛に提出し､ 受理された日より休会扱
いとする｡
青年会議所関係の公務のためにあらかじめ届け出て､ 総会、
例会､ 委員会及び理事会に欠席した場合は､ 出席したもの
として取扱う｡
正会員は､ すべての会合に出席するには､ 正服を着用し、
ネームプレート、ＪＣバッチを佩用しなければならない。
ただし､ ６、７、８、９月の会合で上衣を着用しない場合は、
この限りでない｡
（２）講師を招いての会合は､ 上項に限らず上衣を着用する。
会合の出席は､ 規定用紙に署名する事を原則とする｡

第 4 章　例会､ 定例理事会　　

例会は原則として毎月第２金曜日に開催する｡ ただし､理
事会の承認を得て変更することができる｡
例会の運営については､ 少なくとも前月の理事会において
承認を受けなければならない｡
定例理事会は､ 原則として毎月第１金曜日に開催するただ
し､ 当日が祝祭日となった場合は､ その限りでない｡
正会員たる理事長経験者､ 及び当該年度の日本青年会議所、
関東地区協議会､ 埼玉ブロック協議会出向役員は、理事会
に出席し意見を求められたときは､ 発言できる｡
理事会の議事の運営は､ 理事会議事運用規定でこれを定める。

第 5 章　室､ 委員会　　

本会議所定款第３条の目的を達成し､ 運営を適正かつ円滑
にするため室を置くことができる｡

室長は担当の室を代表し､ 担当の各委員会を総括する｡
室を担当する室長は､ 副理事長､ 専務理事､ 及び理事がこ
れにあたる｡
定款第３９条の規定に基づき委員会を設置する｡ ただし、
特別に必要な事由の生じたときは､ 理事会の決議により特
別委員会を設置することができる｡
特別委員会への重属は妨げない｡
委員会には委員長1 人､ 副委員長若干人及び委員若干人を
置く｡
委員長及び副委員長は､正会員のうちから理事長が理事会
の承認を得て任命する｡
委員は､正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任
命する｡
正会員は､ 理事長､ 直前理事長､ 副理事長､専務理事､室長､ 
監事を除き､ 原則として全員がいずれかの委員会に所属し
なければならない｡
委員長は､ 委員会を代表し、 委員会の会務を総括するととも
に､ 委員会誌を記録し､ 理事長に提出しなければならない。
副委員長は､ 委員長を補佐し､ 委員長事故あるときはその
職務を代行する｡
委員会は､ 委員長があらかじめ議題､ 日時､ 場所などを各
委員に通知して招集するものとする｡
委員会は､ 毎月１回以上開催し､ 独自の事業計画の確立と
実施の推進母体となる｡
委員会の会議の定足数は､ 委員の２分の１とする｡
委員会の決議は､ 出席委員の過半数をもって決する｡ ただ
し、 可否同数のときは委員長がこれを決する｡
委員長は､ 必要と認めた場合には､ 役員､ 特別会員､ 賛助会
員及び他の会員の出席を求めることができる｡

第 6 章　褒　賞　　

本会議所における褒賞は､ 青年会議所運動に顕著な功績の
あった個人､ 法人団体及び委員会に対して理事会の決定に
より行う｡ ただし､ 褒賞の方法等については､ その都度理
事会で決定する｡
年間実質出席率が100％の会員は､ 褒賞する｡

第 7 章　運営マニュアル　　

理事長は､ 本規定に沿って運営を円滑ならしめるため毎年度
運営マニュアルを理事会に提出し､ 承認を得るものとする。
本会議所の役員は､その普及に努めるものとする｡ 　　
運営マニュアル提出時期は､ １月理事会とする｡

細　　則　　
本規定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本規定は､昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､昭和63年12月２日より施行する｡（改訂）
本規定は、令和2 年１月１日より施行する。（改訂）

第 １ 章　総　則　　　　

本規定は､ 定款に定める理事会における会議の運用に関し、
円滑に議事を進行させるため制定し､ 定款､ 諸規定に定め
る事項のほかは､ これを適用する｡
本規定は､ 国際青年会議所が採用するロバート議事法に原
則としてもとづく｡

第 2 章　招　集　　

会議の招集は､ 会議の目的たる事項ならびに日時及び場所
を記載した文書をもって会日の５日前までに通知を発し
なければならない｡
会議に招集を受けたる者は､ 招集日の当日開会定刻前に会
議場に参集､ 所定の会議構成者名簿に署名をしなければな
らない｡
会議に招集を受けたる者が出席出来ないときは､ その理由を
付し会議開会の時刻前に招集者に届け出なければならない。

第 3 章　会　議　　

会議の議長は､ 定款第３５条に定める通りとする｡
会議の定足数は､ 定款第３６条に定める通りとする｡
会議の開会定刻より相当の時間を経てもなお定足数に達
しないときは､ 議長は会議の開始時間の遅延又は流会を宣
言することができる｡
会議中に定足数を欠くに至るおそれのあるときは､ 議長は
休憩又は流会を宣言することができる｡
会議において議長は公平な立場となり､ 会議の秩序を維持
し､ 本規定に定めるほか次のような事を行う｡
（１）開会の宣言 （２）会議の成立の宣言 （３）議事日程の宣言
（４）議事録作成人の指名（５）議事録署名人の指名
（６）前回議事録の承認を受けること（７）閉会の宣言
（８）会議の議決結果の外部への報告

第 4 章　議事日程　　

議長は会議時に議事日程及び会議に関する資料を出席者
に配布又は呈示しなければならない｡
議長が必要があるとき､ 又はその会議に議題を提出する権
利を有する構成者から動議が提出されたときは会議の議
を経て議事日程の順序を変更したり他の議題を追加する
ことができる｡ なお審議に至らなかった議題については、 
あらたに議事日程を定めたときは、その議題を最優先と
しなければならない｡

第 5 章　議題および動議　　

会議の議題提出権者は､ その会議において議題を提出する
権利を有すると同時に表決権を有するその会議の構成者
でなければならない｡
議題提出者が議題を提出するときは､ 開催予定日前の正副
理事長会議に文書をもって提案理由をつけて提出しなけ
ればならない｡ ただし､ 緊急とみなされた場合はこの限り
でない｡
同一議題で議決された事項を再度その会議において議題
として取り上げるときは､ 会議の表決権を有する出席構成

者の３分の２以上の同意を得なければならない｡
同一議事日程中に議決された事項はいかなる理由があろう
とも再度その会議に議題として取り上げることはできない。
動議は会議において他に１人以上のその会議の表決権を
有する出席構成者の賛成がなければならない｡
動議は会議において賛成支持されない前は自由に取り下
げることができる｡

第 6 章　議　事　　

議題を会議に付するときは議長にその旨宣告する｡
会議において議題提出者は提案主旨を記載した文書を資
料として配布し､ 必要があれば説明しなければならない｡
　

第 7 章　発　言　　

発言はすべて議長の許可を得なければならない｡
議長の許可のない発言は討議の対象にならない｡
会議において発言しようとする者は､ 挙手をして議長の許
可を得て発言しなければならない｡
２人以上挙手をして発言を求めたときは､ 議長は先挙手者
と認めた者を指名する｡
発言はすべて簡明を旨とし議題外にわたりまたはその範
囲を超えてはならない｡
議長は発言が会議の品位をきずつけ､ 又は議事妨害である
と認めるときは注意し､ なお従わない場合は発言を禁止す
ることができる｡
議長は討議の進行において最初に反対者を発言させ､ つぎ
に賛成者と反対者を交互に指名するように努めなければ
ならない｡
発言は原則として１議題につき､ １人２回５分以内の範囲
で行う｡ ただし､ 議事進行上その適用は議長の判断とし回
数､ 時間等を議長により制限されることがある｡

第 8 章　採　決　　

議長は採決をとろうとするときは表決にうつる旨を告げる。
採決は次の方法による｡

（１）口頭 （２）拍手（３）挙手（４）起立
（５）記名投票（ ６）無記名投票
採決はまず否決案について行い､ 次に修正案､ 原案をあとに
する。修正案が多い場合､ 原案に最も遠いものより採決する。
採決は先ず賛成をとり､ 次に反対をとる｡

第 9 章　議事録　　

議事録は議長から指名された書記により議事に関し忠実
に記載しなければならない｡ また書記は作成した議事録を
議長及び議事録署名人に会議開催後10日以内に届け出な
ければならない｡
前条で届け出を受けた議長､ 議事録署名人は訂正修正箇所
があれば指摘し､ 直ちに署名捺印の上､ 書記に返却しなけ
ればならない｡
前条にて確認された議事録は､ 書記により会議構成者に次
回の理事会までに提出しなければならない｡
議事録はいかなる理由があろうとも内容を変えることは
できず､ あくまで事実の内容に対する誤文・誤字の訂正に
とどまる。

第 10 章　傍　聴　　

会議を傍聴しようとする者は､ 議長の許可を得なければな
らない｡
傍聴者は､ 会議の開会中は会議における討議に対して賛否
を表明したりして議事を妨害するような言動をしてはな
らない｡ なお､ 傍聴者が議事の進行を妨害した場合は議長
はその者を退場させることができる｡

第 11 章　事前の会議　　

理事会に先立って正副理事長会議を開催しなければならない。
正副理事長会議は､ 理事長がその職務を遂行するにあたり、
政策ならびに運営について､ 意見の交換をし､ 大局的な方
針を決定する｡
正副理事長会議構成は､ 理事長､ 直前理事長､ 副理事長､専
務理事とし､ 招集及び議長は理事長がこれに当たる｡

財務担当理事､ 及び事務局担当理事と総務担当委員長は､
常時出席できる｡ このほか､ 正副理事長会議構成者が必要
と認めた者は､ 出席できる｡
当会議は議決権を有しない｡ ただし､ 理事会より一任され
た事項はこの限りではない｡

細　　則　　
本規定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本規定は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､平成28年10月13日より施行する｡

第 1 章　目　的　　　

本規定は､ 本会議所の運営を円滑にし､ その目的達成を容
易ならしめるため､ 事務局､ 会計経理､ 慶弔､ 旅費等に関す
る事項を規定するものである｡

第 2 章　事務局　　　

事務局には､ 事務局長を置くことができ､ 事務局長は､ 専
務理事の指揮を受け事務局の統轄､ 管理にあたる｡
総会及び理事会の議事録は､ 総務担当委員会がこれを作成
し事務局に備え付けるものとする｡
事務局は､ 事業年度毎に次の分類に従い文書等を整理、保
存しなければならない｡

（１）本会議所の定款ならびに諸規定　　　　　永久保存
（２）総会及び理事会の議事録　　　　　　　　永久保存
（３）本会議所内部の文書　　　　　　　　　５年間保存
（４）公益社団法人日本青年会議所及び
　　各地青年会議所関係の文書綴　　　　　１年間保存
（５）本会議所会報綴　　　　　　　　　 　　　永久保存

（６）事務局日誌　　　　　　　　　　　　　３年間保存
（７）受発信簿　　　　　　　　　　　　　　１年間保存
（８）会員名簿　　　　　　　　　　　　　　　永久保存
（９）許可､ 認可等に関する書類
（10）登記に関する書類
（11）役員の氏名､ 住所及び略歴を記載した書類ならびにその就

任の承諾を証する書類
（12）資産台帳
（13） 現事業年度及び過去３年間の収入及び支出に関する帳簿、

証拠書類
（14）各事業年度末における財産目録及び収支決算書
（15）現事業年度の事業計画書及び収支予算書
（16）知事が当該法人を監督するために発した書類
（17）前各号に掲げるもののほか､ 知事が特に必要と認める書類

及び帳簿
事務局長は､ 備品台帳を整備し､ 出入を記載し､ 備品を完
全に管理しなければならない。

第 3 章　会計経理　　

本会議所の会計に用いる諸帳簿は､ 次の通りとする｡
（１）帳簿　　　　総勘定元帳､ 現預金出納帳､ 会費徴収簿
（２）決算書類及び諸表　　貸借対照表､ 収支決算書､
　　　　　　　　　　　　事業報告書､ 監査報告書､ 　　
　　　　　　　　　　　　財産目録等
（３）伝票　　　　入会伝票 ､ 出金伝票 ､ 振替伝票
金銭の出納は､ 財務を担当する理事が責任管理し、次の証
憑を揃えて起票し､ 期日順に整理するものとする｡

（１）収入については､ 発行した領収書控
（２）収支については､ 受領した領収書
（３）領収書徴収不能のもとについては､ 受領不能理由を記載し

た支払証明書
出納は､ つとめて銀行の普通及び当座預金口座によって処
理し､ 口座名義は理事長とし理事長印を使用する｡
各委員会の予算の範囲内における支出は各委員長が所定の支
払請求書に捺印の上､ 事務局に提出する｡ ならびに単位事業
が完了したときは､ 速やかに計算書証憑及び関係書類を揃え
捺印の上事務局に提出し､ 事務局は会計担当理事に提出する。

特に予算外の支出を必要とする時には理事会の承認を得
るものとする｡
財務を担当する理事は､ 決算にあたって前払費用、未収金、
未払金等を整理し、仮払勘定は、原則としてそれぞれ担
当の科目に振替え､ 関係帳簿を照合､ かつ整理し銀行預金
残高証明書類をととのえなければならない｡
会計諸帳簿は､ 次の区分に従い保存するものとする｡
（１）決算書類　　　　　　　　　　　　　永久保存
（２）その他の会計書類　　　　　　　　５年間保存

第 4 章　慶　弔　　

正会員の慶弔に関しては､ 次の基準により慶弔金もしくは
記念品を贈る｡

（１）正会員の結婚　　　　　10,000円
（２）正会員の死亡　　　　　30,000円及び供花
（３）正会員の入院 　　　　　 5,000円（2 週間以上の場合）
（４）正会員の家族の死亡 　供花（ 会員の両親及び、夫、妻 、子）
（５）正会員の出産 　　　　   10,000円

金額等については､ 毎年頭初の理事会により決議する｡

第 5 章　旅　費　　

理事長の命じた事務局員の公務出張に対しては､ 次の通り
旅費を支給する｡

（１）目的地までの往復普通料金相当額（用務の都合により特別
急行料金を加算する）

（２）宿泊費は､ 実費相当額
（３）日当は１日5,000円

理事会の命じた会員の公務出張に対しては､ 理事会の議を
へて前条に準じた旅費を支給することができる｡

細　　則　　
本則定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本則定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本則は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
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第８条　　　
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第10条　 

第11条　　

第12条　　

第13条　　　
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第16条　
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第18条　　 
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第20条　　　　
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第 １ 章　総　則　　

この法人は、公益社団法人こだま青年会議所と称する。

この法人は、主たる事務所を埼玉県本庄市朝日町三丁目
1番35号に置く。

第２章　目的及び事業　　

この法人は､ 地域社会及び国家の発展を図り､ 会員の連携
と指導力の啓発に努めるとともに､ 国際的理解を深め､世
界の平和に寄与することを目的とする｡

この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を
目的として、その事業を行わない。
この法人は、これを特定の政党のために利用しない。
　
この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を
行う。

（１）政治、経済、社会、福祉、環境、文化等に関する調査、
研究及び企画立案に関する事業

（２）児童又は青少年の健全育成事業
（３）地域における諸問題の調査研究及び地域貢献事業
（４）教育、スポーツなどを通じて心身の健全な発達に寄与し、

又は豊かな人間性を涵養する事業
前項のほか、公益目的事業の推進に資するため必要に応
じ次の事業を行う。

（１）会員の指導力啓発の知識の修得及び教養の向上並びに能
力の開発を図る事業

（２）国際青年会議所､公益社団法人日本青年会議所､ 国内
及び国外の青年会議所その他の諸団体と提携し、相互の
理解と親善を増進する事業

（３）その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第１項の事業は埼玉県において行うものとする。

第３章　会　員　　

この法人に次の会員を置く。
（１）正会員　本庄市、児玉郡に住所又は勤務先を有する年齢

20歳以上40歳未満の品格ある青年、及び直前理事長。
ただし、正会員である事業年度中に40歳に達した者は、当
該年度中は正会員の資格を有する。また、満45歳以下で（公
社）こだま青年会議所を卒業した者のうち理事長より依頼を
受け快諾をいただき、かつ正会員になることにつき理事会で
承認を受けた者（以下「サポート会員」とする）も正会員とする。

（２）特別会員　40歳に達した年の事業年度の終了する日に正
会員であった者で、特別会員となることを希望する者

（３）賛助会員　この法人の目的に賛同し、賛助することを望
む個人及び団体で､ 理事会において入会を承認されたもの
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律（以下「一般社団・財団法人法」とい
う。）上の社員とする。

この法人の正会員になろうとする者は、入会申込書を理
事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
正会員以外の会員の入会に関する事項は、理事会におい
て別に定める。

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を支払
う義務を負う。なお、社会情勢等に鑑みやむを得ず事業
を行えなかった場合等には、総会の決議により会員へ一
律会費の一部を返戻することができる。

会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提
出することにより任意にいつでも退会することができる。
　
正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会
の決議によって当該正会員を除名することができる。

（１）この定款その他の規則に違反したとき。
（２）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした

とき。
（３）その他除名すべき正当な事由があるとき。

前項の規定により正会員を除名しようとするときは､当該
会員に総会の日から７日以上前までにその旨を通知する
とともに､ 当該会員の除名の決議を行う総会において､ 弁
明の機会を与えなければならない｡
特別会員又は賛助会員が第1 項各号の一に該当するときは、
理事会の決議により、当該会員を除名することができる。

前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当する
に至ったときは、その資格を喪失する。

（１）総正会員が同意したとき。
（２）当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第４章　総　会　　

総会は、すべての正会員をもって構成する。
前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会
とする。

総会は、次の事項について決議する。
（１）正会員の除名
（２）理事及び監事の選任又は解任
（３）理事長候補者の選出
（４）事業計画及び収支予算並びにその変更の承認
（５）事業報告及び決算の承認
（６）定款の変更
（７）解散及び残余財産の処分
（８）理事会において総会に付議した事項
（９）その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定

められた事項

総会は、通常総会として毎年度１月に開催するほか、９月、
１２月、その他必要がある場合に開催する。
前項の通常総会をもって一般社団・財団法人法上の定時
社員総会とする。

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の
決議に基づき理事長が招集する。
総正会員の議決権の５分の１以上の議決権を有する正会

員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の
理由を示して、総会の招集を請求することができる。
理事長は、前項の請求があった日から30日以内に臨時総
会を招集しなければならない。
総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び目的であ
る事項並びに書面又は電磁的方法による表決の可否その他
法令で定める事項を示した書面により、少なくとも総会の
日の14日前までに正会員に通知しなければならない。

総会の議長は､当該総会において正会員の中から選出する。

総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。

（総会の決議は、総正会員の議決権の３分の２以上を有す
る正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半
数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数
以上であって、総正会員の議決権の３分の２以上に当た
る多数をもって行う。

（１）正会員の除名
（２）監事の解任
（３）定款の変更
（４）合併
（５）解散
（６）その他法令で定められた事項

理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候
補者ごとに第１項の決議を行わなければならない。理事又
は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場
合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い
順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

総会に出席できない正会員は、法令で定めるところにより、
あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法
をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を
委任することができる。ただし、書面又は電磁的方法に
よる表決は、第15条第４項において、書面又は電磁的方
法による表決ができるとされている場合に限り適用する。
前項の表決があった場合において、前条の規定の適用に

ついては出席したものとみなす。

総会の議事については、法令で定めるところにより、議
事録を作成する。
議長、理事長及び当該総会において選出された２名以上
の理事は、前項の議事録に記名押印する。

第５章　役員等　　

この法人に、次の役員を置く。
（１）理事　15名以上30名以内
（２）監事　２名以上３名以内

理事のうち１名を理事長、２名以上５名以内を副理事長、
１名を専務理事とする。
前項の理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表
理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第
１項第２号の業務執行理事とする。

理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によっ
て理事の中から選定する。
監事は、この法人の理事を兼務することはできない。

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めると
ころにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、こ
の法人を代表し、その業務を執行する。
副理事長及び専務理事は、理事長を補佐し、法令及びこ
の定款で定めるところにより、この法人の業務を分担執
行する。
理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に４か月
を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理
事会に報告しなければならない。

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるとこ
ろにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、
この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

理事として選任された者は、選任された翌年の1 月1 日に
就任し、その年の12 月31 日に任期を満了とする。
監事として選任された者は、選任された翌年の1 月1 日に
就任し、選任された翌々年の12 月31 日に任期を満了とする。
前２項にかかわらず、補欠として選任された理事又は監
事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなると
きは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに
選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として
の権利義務を有する。

理事及び監事は、総会の決議によって解任することがで
きる。

理事及び監事は、無報酬とする。

この法人に任意の機関として、直前理事長１名を置くこ
とができる。
直前理事長は、次の職務を行う。

（１）理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
（２）この法人の運営に関して、必要な助言をすること。

直前理事長の選任及び解任は、総会において決議する。
直前理事長は、無報酬とする。

この法人に任意の機関として、特別顧問4 名以内を置くこ
とができる。
特別顧問は、次の職務を行う。

（１）理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
（２）この法人の運営に関して、理事長の諮問に答え、又は助

言をすること。
特別顧問の選任及び解任は、総会において決議する。
特別顧問は、無報酬とする。

第６章　理事会　　

この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。

直前理事長及び特別顧問は、理事会に出席し、意見を述
べることができる。
理事以外の正会員は、理事会に出席し、議長の指名によ
り意見を述べることができる。

理事会は、次の職務を行う。
（１）この法人の業務執行の決定
（２）理事の職務の執行の監督
（３）理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

理事会は、毎月１回、理事長が招集する。
前項のほか、次の各号の一に該当する場合には、理事長
が臨時理事会を招集する。

（１）理事長が必要と認めたとき。
（２）理事又は監事から、理事長に対し、理事会の招集の請求

があったとき。
理事長は、前項第２号の規定による請求があった日から
５日以内に、その請求があった日から１４日以内の日を
理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければな
らない。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副
理事長が理事会を招集する。

理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれ
に当たる。ただし、理事長を選定する場合に限り、理事
の互選とする。

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する
理事を除く理事の３分の２以上が出席し、その過半数を
もって行う。
前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条
の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものと
みなす。

理事会の議事については、法令で定めるところにより、
議事録を作成する。
出席した理事長、監事及び当該理事会において議事録署名
人に選任された理事２名は、前項の議事録に記名押印する。

第７章　例会及び委員会　　

この法人は､ 正会員をもって構成する例会を年10回以上開
催するものとする｡ただし、社会情勢を鑑み、事業を行う
ことが不適切である場合には、スタッフ会議にて中止に
することができる。
例会の運営については､ 理事長が理事会の決議を得て､別
に定める｡

この法人に委員会を置く｡
委員会の数及び名称は理事会において定める。
それぞれの委員会は、理事１名以上と正会員若干名をもっ
て構成する。
委員会は、次に掲げる事項を行う。

（１）委員会が担当する事業に係る事業計画案を策定し、理事
会に提出すること。

（２）理事会の決議を得た事業を業務執行理事のもと、運営す
ること。

（３）事業終了後、理事会に報告すること。
委員会の委員の選任及び解任は、理事会において決議する。
その他の委員会の運営に関する事項については、理事会
において別に定める。

第８章　資産及び会計　　

この法人の事業年度は、毎年１月１日に始まり、同年12
月３１日に終わる。

この法人の事業計画書及び収支予算書並びに資金調達及
び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業
年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の
決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これ
を変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度
が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するもの
とする。

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終

了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた後、
理事会及び、通常総会の承認を受けなければならない。

（１）事業報告
（２）事業報告の附属明細書
（３）貸借対照表
（４）正味財産増減計算書
（５）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
（６）財産目録

前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備
え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名
簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するもの
とする。

（１）監査報告
（２）理事及び監事の名簿
（３）理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する

数値のうち重要なものを記載した書類

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、
当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算
定し、前条第２項第４号の書類に記載するものとする。

第９章　定款の変更及び解散　　

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由に
より解散する。

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合
併により法人が消滅する場合（その権利義務を承継する法
人が公益法人であるときを除く。）には、総会の決議を経て、
公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益
認定の取消しの日又は当該合併の日から１か月以内に、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第
５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体
に贈与するものとする。

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、
総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律第５条第17号に掲げる法人又は国若し
くは地方公共団体に贈与するものとする。
　　　

第１０章　公告の方法　　

この法人の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告を
することができない場合は、官報に掲載する方法による。
　　

附　　則　　
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条
第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の理事長は、田中弘和とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第１項に定め
る特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を
行ったときは、第３８条の規定にかかわらず、解散の登
記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を
事業年度の開始日とする。
この定款の変更は、令和2 年１月1 日より施行する。
この定款の変更は、令和2 年2 月1 日に訴求し施行する。

第 １ 章　目　的　　

第１条 本規定は本会議所会員の資格及び入会希望者の取
り扱いに関する事項を規定したものである。
本会議所の会員は､ 正会員､ 特別会員､ 及び賛助会員の３
種とする｡
定款第６条第１項のただし書きについては､ １月１日に満
40才に達した正会員も含むものとする｡

第2 章　入　会　　

本会議所に正会員（サポート会員を除く。）として入会を希望
するものは､所定の入会申込書を提出しなければならない｡
理事会は､ 入会資格調査を会員拡大担当委員会へ委託する。
会員拡大担当委員会は､入会希望者に面接するとともに入
会資格の適否を調査し､ その結果を理事会に答申する｡
 入会希望者は､ 入会に関する研修を受けなければならない。
理事会は答申に基づき審査し､ 入会の適否を決定する｡入
会の諾否は､ 理事長が入会申込者に書面で通知する｡
入会を承諾された者は､ 入会金の納入をもって正会員とな
る｡ ただし､ 入会承認後１ヶ月以内に会費入会金の納入を
しない場合はこの限りではない｡

第 3 章　会　費　　

定款第８条に定める入会金ならびに年会費は次の通りと
する｡
入 会 金　正 会 員    　金20,000円（ サポート会員を除く）
　　　　  特別会員　　金60,000円（ 終身会費） 　
年 会 費　正 会 員    　金96,000円（ サポート会員を除く）
　　　　  サポート会員　金48,000円
　　　　  賛助会員　　金10,000円（一口）
　　　　  法人賛助会員　金120,000円（一口）
正会員は毎年１月末日までにその会費を納付しなければ
ならない｡ ただし､ １月末日､ ６月末日の年２回の分割納

付は妨げない｡ 　　
会員が年度途中入会の場合は､ 年会費の在籍月割り額とし
原則として一括で納付する｡ ただし、月払いの分割納入を
妨げない。
特別会員は会員になりたるときより２ヶ月以内にその会
費を納入しなければならない｡
賛助会員は､ 原則として毎年１月末日までにその会費を納
入しなければならない｡ ただし理事会の決議により分割を
認める｡
法人賛助会員になることを希望する場合は、所定の申込
書を提出し、理事会の承認を得ることで法人賛助会員と
なることができる。年度途中で承認を受けた法人賛助会
員の年会費は在籍月割り額とし、随時の会費を納入する
ことができる。理事会において入会を承認された月から
年度内の会費を一括納入するものとし、年度の途中で法
人賛助会員を退会しても返金はしないものとする。
法人賛助会員は、前年度より同会員として継続する場合
には、毎年１月末日までにその会費を納付しなければな
らない ｡ ただし､１月末日､６月末日の年２回の分割納付は
妨げない ｡

第4 章　会員の失格　　

定款第10条に定める行為があった時は､ 総務担当委員会が
実情を調査して理事会に報告する｡
年会費を所定の納期までに納入しない会員に対しては､財
務を担当する理事は勧告を行い理事会に報告しなければ
ならない｡
例会及び委員会に対して欠席が連続６回に及んだ会員の
所属委員長は､ 会員に対して勧告を行い､ 勧告後１ヶ月以
内に適切なる善処の意思表示及び行為のない場合は理事
会に報告する｡
前条ならびに第11条の報告を受けた理事会は､ 当該会員の
過去の状況等を勘案し､ その決議により退会せしむること
ができる｡

第 5 章　休　会　　

正会員が長期の病気又は海外出張等により､ 例会、委員会、
その他一切の行事に出席不可能の場合は､ 休会することが
できる｡ ただし､ この場合正会員は､ 休会届を理事長に提
出し､ 理事会の承認を得なければならない｡
休会中の会費は､ これを免除しない｡ ただし､ 突然の災禍
などの理由で休会を承認された会員に対し理事会の決議
にて会費の一部又は全額を免除することができる｡
前条の休会の期限は､ １ヶ年以内とする｡ ただし､ 理事会
においてこれを延長することができる｡

第 6 章　特別会員　　

定款第６条第１項２号の有資格者で特別会員を希望する
ものは､ 理事会の承認を得､ 所定の入会金を納入したのち
特別会員になることができる｡
特別会員は本会議所の総会､理事会を除くあらゆる会合､
行事に参加できる｡ ただし､ 一切の表決権及び選挙権なら
びに被選挙権を有しない｡

第 7 章　賛助会員　　

本会議所の趣旨に賛同し､ その事業の発展を助成すること
を望む個人､ 法人及び団体は理事会の決定により賛助会員
として入会することができる｡ ただし､ 会費を納入しない
時は退会とする｡
会員資格は１ヶ年限りとする
賛助会員を希望するものは､ 所定の申込書を理事会に提出
する｡
賛助会員は､ 本会議所の総会､ 理事会を除くあらゆる会合､ 
行事に参加できる｡ ただし､ 議長の許可を得た場合はこの
限りではない。また、一切の表決権及び選挙権ならびに
被選挙権を有しない｡

第 8 章　顧　問　　

この法人の顧問は次の２種とする｡

（１）顧問・本会議所の正会員でなく､ 青年会議所の活動に対し
て適切な指導又は助言を与えるもので､ 原則として任期は
１ヶ年とする｡ ただし､ 再任は妨げない｡

（２）特別顧問・本会議所の正会員たる理事長経験者｡ ただし直
前理事長は除く｡
特別顧問は､ 被選挙権及び理事会の表決権を有しない｡

細　　則　　
本規定の執行に関する細則は､ 理事会の決議を以って定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議を以って定める。

附　　則　　
本規定は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､ 昭和60年12月 6 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 昭和63年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 平成 ９ 年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 平成16年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は、平成23年12月６ 日より施行する。（改訂）
本規定は、平成28年10月13日より施行する。（改訂）
本規定は、令和 ２ 年 １ 月 １ 日より施工する。（改訂）
本規定は、令和 ４ 年 １ 月 ６ 日より施工する。（改訂）

第 １ 章　目　的　　

本規定は､ 本会議所の運宮を円滑にし､ その目的達成を容
易ならしめるため､ 組織､ 運営等に関する事項を規定する
ものである｡

第 2 章　役員の任務　　

本会議所の役員は・定款に定める事項のほか､ 次の任務を
有する
理事長

（１）本会議所の代表として対外的な発言をし､ 総ての事業の総

括責任をもつ｡
（２）公益社団法人日本青年会議所総会､ 地区協議会､ ブロック

協議会及び理事長会議に出席し､ 本会議所の有する表決権
の行使及び意見の発表を行う｡

（３）本会議所の総会及び理事会の議長を務める
直前理事長
理事会に出席し意見を求められたときは､ 理事長経験を生
かし､ 所務､ その他について必要な助言をする｡
副理事長

（１）理事長と連絡を密にして､ 常に意見の調整統一をし､ 本会
議所の円滑な運営のため一体となって努力する｡

（２）各々分掌の委員会を統轄して活発な活動をはかり､ 各委員
会の連絡調整を図る
専務理事
理事長及び副理事長と連絡を密にして､ 常に意見の調整と
統一をし､ 本会議所の運営並びに対外的な活動のため一体
となって努力する
理　　事
理事は､ 本会議所の目的達成のために事業を計画、 検討、
実施し､ かつその成果を確認して､ 議事録または報告書を
７日以内に担当副理事長を経て､ 理事長に提出する｡
監　　事

（１）監事は本会議所の業務及び財産状況を監査し､ 必要ある時
は理事長に報告書を提出しなけれぱならない｡

（２）監事は､ 他のいかなる職務を兼務することができない。
サポート会員
基本的には担当委員会・担当例会の参加を義務とし、そ
の他付属する事業等に関しては担当副理事長の判断に
よって依　　頼を行う。委員会運営につき委員長及び副
委員長へ対し事業の方向性、実現方法、タスク管理の助
言を行う。また、委員会運営がスムーズでない場合は理事、
副理事長へ報告をする。

第 3 章　出　席　　

６ヵ月毎に正会員の出席率を発表し､ 年間出席率を発表する。
年間出席率の最低限界を60％とし､ それ未満の会員は､理
事会の議を経て本会議所定款の定めるところにより､除名

することができる｡ ただし､ 当該会員は理事会において､ 
弁明の機会をあたえられる｡
 実質出席率とは､ 総会､ 例会､ 委員会､ 全体行事の出席率
をいい､ 役員の場合は理事会､ 新入会員の場合はオリエン
テーションの出席率も含む｡
正会員は､ すべての会合において欠席､ 遅刻､ 早退､ する場
合は､ 必ず届け出ること｡
病気その他､ 止むを得ない事由により､ 長期間にわたり出
席不可能な場合は休会として出席の義務を免除する｡ただ
し､ 休会届を理事長宛に提出し､ 受理された日より休会扱
いとする｡
青年会議所関係の公務のためにあらかじめ届け出て､ 総会、
例会､ 委員会及び理事会に欠席した場合は､ 出席したもの
として取扱う｡
正会員は､ すべての会合に出席するには､ 正服を着用し、
ネームプレート、ＪＣバッチを佩用しなければならない。
ただし､ ６、７、８、９月の会合で上衣を着用しない場合は、
この限りでない｡
（２）講師を招いての会合は､ 上項に限らず上衣を着用する。
会合の出席は､ 規定用紙に署名する事を原則とする｡

第 4 章　例会､ 定例理事会　　

例会は原則として毎月第２金曜日に開催する｡ ただし､理
事会の承認を得て変更することができる｡
例会の運営については､ 少なくとも前月の理事会において
承認を受けなければならない｡
定例理事会は､ 原則として毎月第１金曜日に開催するただ
し､ 当日が祝祭日となった場合は､ その限りでない｡
正会員たる理事長経験者､ 及び当該年度の日本青年会議所、
関東地区協議会､ 埼玉ブロック協議会出向役員は、理事会
に出席し意見を求められたときは､ 発言できる｡
理事会の議事の運営は､ 理事会議事運用規定でこれを定める。

第 5 章　室､ 委員会　　

本会議所定款第３条の目的を達成し､ 運営を適正かつ円滑
にするため室を置くことができる｡

室長は担当の室を代表し､ 担当の各委員会を総括する｡
室を担当する室長は､ 副理事長､ 専務理事､ 及び理事がこ
れにあたる｡
定款第３９条の規定に基づき委員会を設置する｡ ただし、
特別に必要な事由の生じたときは､ 理事会の決議により特
別委員会を設置することができる｡
特別委員会への重属は妨げない｡
委員会には委員長1 人､ 副委員長若干人及び委員若干人を
置く｡
委員長及び副委員長は､正会員のうちから理事長が理事会
の承認を得て任命する｡
委員は､正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任
命する｡
正会員は､ 理事長､ 直前理事長､ 副理事長､専務理事､室長､ 
監事を除き､ 原則として全員がいずれかの委員会に所属し
なければならない｡
委員長は､ 委員会を代表し、 委員会の会務を総括するととも
に､ 委員会誌を記録し､ 理事長に提出しなければならない。
副委員長は､ 委員長を補佐し､ 委員長事故あるときはその
職務を代行する｡
委員会は､ 委員長があらかじめ議題､ 日時､ 場所などを各
委員に通知して招集するものとする｡
委員会は､ 毎月１回以上開催し､ 独自の事業計画の確立と
実施の推進母体となる｡
委員会の会議の定足数は､ 委員の２分の１とする｡
委員会の決議は､ 出席委員の過半数をもって決する｡ ただ
し、 可否同数のときは委員長がこれを決する｡
委員長は､ 必要と認めた場合には､ 役員､ 特別会員､ 賛助会
員及び他の会員の出席を求めることができる｡

第 6 章　褒　賞　　

本会議所における褒賞は､ 青年会議所運動に顕著な功績の
あった個人､ 法人団体及び委員会に対して理事会の決定に
より行う｡ ただし､ 褒賞の方法等については､ その都度理
事会で決定する｡
年間実質出席率が100％の会員は､ 褒賞する｡

第 7 章　運営マニュアル　　

理事長は､ 本規定に沿って運営を円滑ならしめるため毎年度
運営マニュアルを理事会に提出し､ 承認を得るものとする。
本会議所の役員は､その普及に努めるものとする｡ 　　
運営マニュアル提出時期は､ １月理事会とする｡

細　　則　　
本規定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本規定は､昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､昭和63年12月２日より施行する｡（改訂）
本規定は、令和2 年１月１日より施行する。（改訂）

第 １ 章　総　則　　　　

本規定は､ 定款に定める理事会における会議の運用に関し、
円滑に議事を進行させるため制定し､ 定款､ 諸規定に定め
る事項のほかは､ これを適用する｡
本規定は､ 国際青年会議所が採用するロバート議事法に原
則としてもとづく｡

第 2 章　招　集　　

会議の招集は､ 会議の目的たる事項ならびに日時及び場所
を記載した文書をもって会日の５日前までに通知を発し
なければならない｡
会議に招集を受けたる者は､ 招集日の当日開会定刻前に会
議場に参集､ 所定の会議構成者名簿に署名をしなければな
らない｡
会議に招集を受けたる者が出席出来ないときは､ その理由を
付し会議開会の時刻前に招集者に届け出なければならない。

第 3 章　会　議　　

会議の議長は､ 定款第３５条に定める通りとする｡
会議の定足数は､ 定款第３６条に定める通りとする｡
会議の開会定刻より相当の時間を経てもなお定足数に達
しないときは､ 議長は会議の開始時間の遅延又は流会を宣
言することができる｡
会議中に定足数を欠くに至るおそれのあるときは､ 議長は
休憩又は流会を宣言することができる｡
会議において議長は公平な立場となり､ 会議の秩序を維持
し､ 本規定に定めるほか次のような事を行う｡
（１）開会の宣言 （２）会議の成立の宣言 （３）議事日程の宣言
（４）議事録作成人の指名（５）議事録署名人の指名
（６）前回議事録の承認を受けること（７）閉会の宣言
（８）会議の議決結果の外部への報告

第 4 章　議事日程　　

議長は会議時に議事日程及び会議に関する資料を出席者
に配布又は呈示しなければならない｡
議長が必要があるとき､ 又はその会議に議題を提出する権
利を有する構成者から動議が提出されたときは会議の議
を経て議事日程の順序を変更したり他の議題を追加する
ことができる｡ なお審議に至らなかった議題については、 
あらたに議事日程を定めたときは、その議題を最優先と
しなければならない｡

第 5 章　議題および動議　　

会議の議題提出権者は､ その会議において議題を提出する
権利を有すると同時に表決権を有するその会議の構成者
でなければならない｡
議題提出者が議題を提出するときは､ 開催予定日前の正副
理事長会議に文書をもって提案理由をつけて提出しなけ
ればならない｡ ただし､ 緊急とみなされた場合はこの限り
でない｡
同一議題で議決された事項を再度その会議において議題
として取り上げるときは､ 会議の表決権を有する出席構成

者の３分の２以上の同意を得なければならない｡
同一議事日程中に議決された事項はいかなる理由があろう
とも再度その会議に議題として取り上げることはできない。
動議は会議において他に１人以上のその会議の表決権を
有する出席構成者の賛成がなければならない｡
動議は会議において賛成支持されない前は自由に取り下
げることができる｡

第 6 章　議　事　　

議題を会議に付するときは議長にその旨宣告する｡
会議において議題提出者は提案主旨を記載した文書を資
料として配布し､ 必要があれば説明しなければならない｡
　

第 7 章　発　言　　

発言はすべて議長の許可を得なければならない｡
議長の許可のない発言は討議の対象にならない｡
会議において発言しようとする者は､ 挙手をして議長の許
可を得て発言しなければならない｡
２人以上挙手をして発言を求めたときは､ 議長は先挙手者
と認めた者を指名する｡
発言はすべて簡明を旨とし議題外にわたりまたはその範
囲を超えてはならない｡
議長は発言が会議の品位をきずつけ､ 又は議事妨害である
と認めるときは注意し､ なお従わない場合は発言を禁止す
ることができる｡
議長は討議の進行において最初に反対者を発言させ､ つぎ
に賛成者と反対者を交互に指名するように努めなければ
ならない｡
発言は原則として１議題につき､ １人２回５分以内の範囲
で行う｡ ただし､ 議事進行上その適用は議長の判断とし回
数､ 時間等を議長により制限されることがある｡

第 8 章　採　決　　

議長は採決をとろうとするときは表決にうつる旨を告げる。
採決は次の方法による｡

（１）口頭 （２）拍手（３）挙手（４）起立
（５）記名投票（ ６）無記名投票
採決はまず否決案について行い､ 次に修正案､ 原案をあとに
する。修正案が多い場合､ 原案に最も遠いものより採決する。
採決は先ず賛成をとり､ 次に反対をとる｡

第 9 章　議事録　　

議事録は議長から指名された書記により議事に関し忠実
に記載しなければならない｡ また書記は作成した議事録を
議長及び議事録署名人に会議開催後10日以内に届け出な
ければならない｡
前条で届け出を受けた議長､ 議事録署名人は訂正修正箇所
があれば指摘し､ 直ちに署名捺印の上､ 書記に返却しなけ
ればならない｡
前条にて確認された議事録は､ 書記により会議構成者に次
回の理事会までに提出しなければならない｡
議事録はいかなる理由があろうとも内容を変えることは
できず､ あくまで事実の内容に対する誤文・誤字の訂正に
とどまる。

第 10 章　傍　聴　　

会議を傍聴しようとする者は､ 議長の許可を得なければな
らない｡
傍聴者は､ 会議の開会中は会議における討議に対して賛否
を表明したりして議事を妨害するような言動をしてはな
らない｡ なお､ 傍聴者が議事の進行を妨害した場合は議長
はその者を退場させることができる｡

第 11 章　事前の会議　　

理事会に先立って正副理事長会議を開催しなければならない。
正副理事長会議は､ 理事長がその職務を遂行するにあたり、
政策ならびに運営について､ 意見の交換をし､ 大局的な方
針を決定する｡
正副理事長会議構成は､ 理事長､ 直前理事長､ 副理事長､専
務理事とし､ 招集及び議長は理事長がこれに当たる｡

財務担当理事､ 及び事務局担当理事と総務担当委員長は､
常時出席できる｡ このほか､ 正副理事長会議構成者が必要
と認めた者は､ 出席できる｡
当会議は議決権を有しない｡ ただし､ 理事会より一任され
た事項はこの限りではない｡

細　　則　　
本規定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本規定は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､平成28年10月13日より施行する｡

第 1 章　目　的　　　

本規定は､ 本会議所の運営を円滑にし､ その目的達成を容
易ならしめるため､ 事務局､ 会計経理､ 慶弔､ 旅費等に関す
る事項を規定するものである｡

第 2 章　事務局　　　

事務局には､ 事務局長を置くことができ､ 事務局長は､ 専
務理事の指揮を受け事務局の統轄､ 管理にあたる｡
総会及び理事会の議事録は､ 総務担当委員会がこれを作成
し事務局に備え付けるものとする｡
事務局は､ 事業年度毎に次の分類に従い文書等を整理、保
存しなければならない｡

（１）本会議所の定款ならびに諸規定　　　　　永久保存
（２）総会及び理事会の議事録　　　　　　　　永久保存
（３）本会議所内部の文書　　　　　　　　　５年間保存
（４）公益社団法人日本青年会議所及び
　　各地青年会議所関係の文書綴　　　　　１年間保存
（５）本会議所会報綴　　　　　　　　　 　　　永久保存

（６）事務局日誌　　　　　　　　　　　　　３年間保存
（７）受発信簿　　　　　　　　　　　　　　１年間保存
（８）会員名簿　　　　　　　　　　　　　　　永久保存
（９）許可､ 認可等に関する書類
（10）登記に関する書類
（11）役員の氏名､ 住所及び略歴を記載した書類ならびにその就

任の承諾を証する書類
（12）資産台帳
（13） 現事業年度及び過去３年間の収入及び支出に関する帳簿、

証拠書類
（14）各事業年度末における財産目録及び収支決算書
（15）現事業年度の事業計画書及び収支予算書
（16）知事が当該法人を監督するために発した書類
（17）前各号に掲げるもののほか､ 知事が特に必要と認める書類

及び帳簿
事務局長は､ 備品台帳を整備し､ 出入を記載し､ 備品を完
全に管理しなければならない。

第 3 章　会計経理　　

本会議所の会計に用いる諸帳簿は､ 次の通りとする｡
（１）帳簿　　　　総勘定元帳､ 現預金出納帳､ 会費徴収簿
（２）決算書類及び諸表　　貸借対照表､ 収支決算書､
　　　　　　　　　　　　事業報告書､ 監査報告書､ 　　
　　　　　　　　　　　　財産目録等
（３）伝票　　　　入会伝票 ､ 出金伝票 ､ 振替伝票
金銭の出納は､ 財務を担当する理事が責任管理し、次の証
憑を揃えて起票し､ 期日順に整理するものとする｡

（１）収入については､ 発行した領収書控
（２）収支については､ 受領した領収書
（３）領収書徴収不能のもとについては､ 受領不能理由を記載し

た支払証明書
出納は､ つとめて銀行の普通及び当座預金口座によって処
理し､ 口座名義は理事長とし理事長印を使用する｡
各委員会の予算の範囲内における支出は各委員長が所定の支
払請求書に捺印の上､ 事務局に提出する｡ ならびに単位事業
が完了したときは､ 速やかに計算書証憑及び関係書類を揃え
捺印の上事務局に提出し､ 事務局は会計担当理事に提出する。

特に予算外の支出を必要とする時には理事会の承認を得
るものとする｡
財務を担当する理事は､ 決算にあたって前払費用、未収金、
未払金等を整理し、仮払勘定は、原則としてそれぞれ担
当の科目に振替え､ 関係帳簿を照合､ かつ整理し銀行預金
残高証明書類をととのえなければならない｡
会計諸帳簿は､ 次の区分に従い保存するものとする｡
（１）決算書類　　　　　　　　　　　　　永久保存
（２）その他の会計書類　　　　　　　　５年間保存

第 4 章　慶　弔　　

正会員の慶弔に関しては､ 次の基準により慶弔金もしくは
記念品を贈る｡

（１）正会員の結婚　　　　　10,000円
（２）正会員の死亡　　　　　30,000円及び供花
（３）正会員の入院 　　　　　 5,000円（2 週間以上の場合）
（４）正会員の家族の死亡 　供花（ 会員の両親及び、夫、妻 、子）
（５）正会員の出産 　　　　   10,000円

金額等については､ 毎年頭初の理事会により決議する｡

第 5 章　旅　費　　

理事長の命じた事務局員の公務出張に対しては､ 次の通り
旅費を支給する｡

（１）目的地までの往復普通料金相当額（用務の都合により特別
急行料金を加算する）

（２）宿泊費は､ 実費相当額
（３）日当は１日5,000円

理事会の命じた会員の公務出張に対しては､ 理事会の議を
へて前条に準じた旅費を支給することができる｡

細　　則　　
本則定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本則定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本則は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
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第 １ 章　総　則　　

この法人は、公益社団法人こだま青年会議所と称する。

この法人は、主たる事務所を埼玉県本庄市朝日町三丁目
1番35号に置く。

第２章　目的及び事業　　

この法人は､ 地域社会及び国家の発展を図り､ 会員の連携
と指導力の啓発に努めるとともに､ 国際的理解を深め､世
界の平和に寄与することを目的とする｡

この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を
目的として、その事業を行わない。
この法人は、これを特定の政党のために利用しない。
　
この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を
行う。

（１）政治、経済、社会、福祉、環境、文化等に関する調査、
研究及び企画立案に関する事業

（２）児童又は青少年の健全育成事業
（３）地域における諸問題の調査研究及び地域貢献事業
（４）教育、スポーツなどを通じて心身の健全な発達に寄与し、

又は豊かな人間性を涵養する事業
前項のほか、公益目的事業の推進に資するため必要に応
じ次の事業を行う。

（１）会員の指導力啓発の知識の修得及び教養の向上並びに能
力の開発を図る事業

（２）国際青年会議所､公益社団法人日本青年会議所､ 国内
及び国外の青年会議所その他の諸団体と提携し、相互の
理解と親善を増進する事業

（３）その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第１項の事業は埼玉県において行うものとする。

第３章　会　員　　

この法人に次の会員を置く。
（１）正会員　本庄市、児玉郡に住所又は勤務先を有する年齢

20歳以上40歳未満の品格ある青年、及び直前理事長。
ただし、正会員である事業年度中に40歳に達した者は、当
該年度中は正会員の資格を有する。また、満45歳以下で（公
社）こだま青年会議所を卒業した者のうち理事長より依頼を
受け快諾をいただき、かつ正会員になることにつき理事会で
承認を受けた者（以下「サポート会員」とする）も正会員とする。

（２）特別会員　40歳に達した年の事業年度の終了する日に正
会員であった者で、特別会員となることを希望する者

（３）賛助会員　この法人の目的に賛同し、賛助することを望
む個人及び団体で､ 理事会において入会を承認されたもの
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律（以下「一般社団・財団法人法」とい
う。）上の社員とする。

この法人の正会員になろうとする者は、入会申込書を理
事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
正会員以外の会員の入会に関する事項は、理事会におい
て別に定める。

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を支払
う義務を負う。なお、社会情勢等に鑑みやむを得ず事業
を行えなかった場合等には、総会の決議により会員へ一
律会費の一部を返戻することができる。

会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提
出することにより任意にいつでも退会することができる。
　
正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会
の決議によって当該正会員を除名することができる。

（１）この定款その他の規則に違反したとき。
（２）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした

とき。
（３）その他除名すべき正当な事由があるとき。

前項の規定により正会員を除名しようとするときは､当該
会員に総会の日から７日以上前までにその旨を通知する
とともに､ 当該会員の除名の決議を行う総会において､ 弁
明の機会を与えなければならない｡
特別会員又は賛助会員が第1 項各号の一に該当するときは、
理事会の決議により、当該会員を除名することができる。

前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当する
に至ったときは、その資格を喪失する。

（１）総正会員が同意したとき。
（２）当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第４章　総　会　　

総会は、すべての正会員をもって構成する。
前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会
とする。

総会は、次の事項について決議する。
（１）正会員の除名
（２）理事及び監事の選任又は解任
（３）理事長候補者の選出
（４）事業計画及び収支予算並びにその変更の承認
（５）事業報告及び決算の承認
（６）定款の変更
（７）解散及び残余財産の処分
（８）理事会において総会に付議した事項
（９）その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定

められた事項

総会は、通常総会として毎年度１月に開催するほか、９月、
１２月、その他必要がある場合に開催する。
前項の通常総会をもって一般社団・財団法人法上の定時
社員総会とする。

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の
決議に基づき理事長が招集する。
総正会員の議決権の５分の１以上の議決権を有する正会

員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の
理由を示して、総会の招集を請求することができる。
理事長は、前項の請求があった日から30日以内に臨時総
会を招集しなければならない。
総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び目的であ
る事項並びに書面又は電磁的方法による表決の可否その他
法令で定める事項を示した書面により、少なくとも総会の
日の14日前までに正会員に通知しなければならない。

総会の議長は､当該総会において正会員の中から選出する。

総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。

（総会の決議は、総正会員の議決権の３分の２以上を有す
る正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半
数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数
以上であって、総正会員の議決権の３分の２以上に当た
る多数をもって行う。

（１）正会員の除名
（２）監事の解任
（３）定款の変更
（４）合併
（５）解散
（６）その他法令で定められた事項

理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候
補者ごとに第１項の決議を行わなければならない。理事又
は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場
合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い
順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

総会に出席できない正会員は、法令で定めるところにより、
あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法
をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を
委任することができる。ただし、書面又は電磁的方法に
よる表決は、第15条第４項において、書面又は電磁的方
法による表決ができるとされている場合に限り適用する。
前項の表決があった場合において、前条の規定の適用に

ついては出席したものとみなす。

総会の議事については、法令で定めるところにより、議
事録を作成する。
議長、理事長及び当該総会において選出された２名以上
の理事は、前項の議事録に記名押印する。

第５章　役員等　　

この法人に、次の役員を置く。
（１）理事　15名以上30名以内
（２）監事　２名以上３名以内

理事のうち１名を理事長、２名以上５名以内を副理事長、
１名を専務理事とする。
前項の理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表
理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第
１項第２号の業務執行理事とする。

理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によっ
て理事の中から選定する。
監事は、この法人の理事を兼務することはできない。

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めると
ころにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、こ
の法人を代表し、その業務を執行する。
副理事長及び専務理事は、理事長を補佐し、法令及びこ
の定款で定めるところにより、この法人の業務を分担執
行する。
理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に４か月
を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理
事会に報告しなければならない。

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるとこ
ろにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、
この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

理事として選任された者は、選任された翌年の1 月1 日に
就任し、その年の12 月31 日に任期を満了とする。
監事として選任された者は、選任された翌年の1 月1 日に
就任し、選任された翌々年の12 月31 日に任期を満了とする。
前２項にかかわらず、補欠として選任された理事又は監
事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなると
きは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに
選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として
の権利義務を有する。

理事及び監事は、総会の決議によって解任することがで
きる。

理事及び監事は、無報酬とする。

この法人に任意の機関として、直前理事長１名を置くこ
とができる。
直前理事長は、次の職務を行う。

（１）理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
（２）この法人の運営に関して、必要な助言をすること。

直前理事長の選任及び解任は、総会において決議する。
直前理事長は、無報酬とする。

この法人に任意の機関として、特別顧問4 名以内を置くこ
とができる。
特別顧問は、次の職務を行う。

（１）理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
（２）この法人の運営に関して、理事長の諮問に答え、又は助

言をすること。
特別顧問の選任及び解任は、総会において決議する。
特別顧問は、無報酬とする。

第６章　理事会　　

この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。

直前理事長及び特別顧問は、理事会に出席し、意見を述
べることができる。
理事以外の正会員は、理事会に出席し、議長の指名によ
り意見を述べることができる。

理事会は、次の職務を行う。
（１）この法人の業務執行の決定
（２）理事の職務の執行の監督
（３）理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

理事会は、毎月１回、理事長が招集する。
前項のほか、次の各号の一に該当する場合には、理事長
が臨時理事会を招集する。

（１）理事長が必要と認めたとき。
（２）理事又は監事から、理事長に対し、理事会の招集の請求

があったとき。
理事長は、前項第２号の規定による請求があった日から
５日以内に、その請求があった日から１４日以内の日を
理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければな
らない。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副
理事長が理事会を招集する。

理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれ
に当たる。ただし、理事長を選定する場合に限り、理事
の互選とする。

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する
理事を除く理事の３分の２以上が出席し、その過半数を
もって行う。
前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条
の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものと
みなす。

理事会の議事については、法令で定めるところにより、
議事録を作成する。
出席した理事長、監事及び当該理事会において議事録署名
人に選任された理事２名は、前項の議事録に記名押印する。

第７章　例会及び委員会　　

この法人は､ 正会員をもって構成する例会を年10回以上開
催するものとする｡ただし、社会情勢を鑑み、事業を行う
ことが不適切である場合には、スタッフ会議にて中止に
することができる。
例会の運営については､ 理事長が理事会の決議を得て､別
に定める｡

この法人に委員会を置く｡
委員会の数及び名称は理事会において定める。
それぞれの委員会は、理事１名以上と正会員若干名をもっ
て構成する。
委員会は、次に掲げる事項を行う。

（１）委員会が担当する事業に係る事業計画案を策定し、理事
会に提出すること。

（２）理事会の決議を得た事業を業務執行理事のもと、運営す
ること。

（３）事業終了後、理事会に報告すること。
委員会の委員の選任及び解任は、理事会において決議する。
その他の委員会の運営に関する事項については、理事会
において別に定める。

第８章　資産及び会計　　

この法人の事業年度は、毎年１月１日に始まり、同年12
月３１日に終わる。

この法人の事業計画書及び収支予算書並びに資金調達及
び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業
年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の
決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これ
を変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度
が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するもの
とする。

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終

了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた後、
理事会及び、通常総会の承認を受けなければならない。

（１）事業報告
（２）事業報告の附属明細書
（３）貸借対照表
（４）正味財産増減計算書
（５）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
（６）財産目録

前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備
え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名
簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するもの
とする。

（１）監査報告
（２）理事及び監事の名簿
（３）理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する

数値のうち重要なものを記載した書類

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、
当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算
定し、前条第２項第４号の書類に記載するものとする。

第９章　定款の変更及び解散　　

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由に
より解散する。

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合
併により法人が消滅する場合（その権利義務を承継する法
人が公益法人であるときを除く。）には、総会の決議を経て、
公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益
認定の取消しの日又は当該合併の日から１か月以内に、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第
５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体
に贈与するものとする。

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、
総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律第５条第17号に掲げる法人又は国若し
くは地方公共団体に贈与するものとする。
　　　

第１０章　公告の方法　　

この法人の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告を
することができない場合は、官報に掲載する方法による。
　　

附　　則　　
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条
第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の理事長は、田中弘和とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第１項に定め
る特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を
行ったときは、第３８条の規定にかかわらず、解散の登
記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を
事業年度の開始日とする。
この定款の変更は、令和2 年１月1 日より施行する。
この定款の変更は、令和2 年2 月1 日に訴求し施行する。

第 １ 章　目　的　　

第１条 本規定は本会議所会員の資格及び入会希望者の取
り扱いに関する事項を規定したものである。
本会議所の会員は､ 正会員､ 特別会員､ 及び賛助会員の３
種とする｡
定款第６条第１項のただし書きについては､ １月１日に満
40才に達した正会員も含むものとする｡

第2 章　入　会　　

本会議所に正会員（サポート会員を除く。）として入会を希望
するものは､所定の入会申込書を提出しなければならない｡
理事会は､ 入会資格調査を会員拡大担当委員会へ委託する。
会員拡大担当委員会は､入会希望者に面接するとともに入
会資格の適否を調査し､ その結果を理事会に答申する｡
 入会希望者は､ 入会に関する研修を受けなければならない。
理事会は答申に基づき審査し､ 入会の適否を決定する｡入
会の諾否は､ 理事長が入会申込者に書面で通知する｡
入会を承諾された者は､ 入会金の納入をもって正会員とな
る｡ ただし､ 入会承認後１ヶ月以内に会費入会金の納入を
しない場合はこの限りではない｡

第 3 章　会　費　　

定款第８条に定める入会金ならびに年会費は次の通りと
する｡
入 会 金　正 会 員    　金20,000円（ サポート会員を除く）
　　　　  特別会員　　金60,000円（ 終身会費） 　
年 会 費　正 会 員    　金96,000円（ サポート会員を除く）
　　　　  サポート会員　金48,000円
　　　　  賛助会員　　金10,000円（一口）
　　　　  法人賛助会員　金120,000円（一口）
正会員は毎年１月末日までにその会費を納付しなければ
ならない｡ ただし､ １月末日､ ６月末日の年２回の分割納

付は妨げない｡ 　　
会員が年度途中入会の場合は､ 年会費の在籍月割り額とし
原則として一括で納付する｡ ただし、月払いの分割納入を
妨げない。
特別会員は会員になりたるときより２ヶ月以内にその会
費を納入しなければならない｡
賛助会員は､ 原則として毎年１月末日までにその会費を納
入しなければならない｡ ただし理事会の決議により分割を
認める｡
法人賛助会員になることを希望する場合は、所定の申込
書を提出し、理事会の承認を得ることで法人賛助会員と
なることができる。年度途中で承認を受けた法人賛助会
員の年会費は在籍月割り額とし、随時の会費を納入する
ことができる。理事会において入会を承認された月から
年度内の会費を一括納入するものとし、年度の途中で法
人賛助会員を退会しても返金はしないものとする。
法人賛助会員は、前年度より同会員として継続する場合
には、毎年１月末日までにその会費を納付しなければな
らない ｡ ただし､１月末日､６月末日の年２回の分割納付は
妨げない ｡

第4 章　会員の失格　　

定款第10条に定める行為があった時は､ 総務担当委員会が
実情を調査して理事会に報告する｡
年会費を所定の納期までに納入しない会員に対しては､財
務を担当する理事は勧告を行い理事会に報告しなければ
ならない｡
例会及び委員会に対して欠席が連続６回に及んだ会員の
所属委員長は､ 会員に対して勧告を行い､ 勧告後１ヶ月以
内に適切なる善処の意思表示及び行為のない場合は理事
会に報告する｡
前条ならびに第11条の報告を受けた理事会は､ 当該会員の
過去の状況等を勘案し､ その決議により退会せしむること
ができる｡

第 5 章　休　会　　

正会員が長期の病気又は海外出張等により､ 例会、委員会、
その他一切の行事に出席不可能の場合は､ 休会することが
できる｡ ただし､ この場合正会員は､ 休会届を理事長に提
出し､ 理事会の承認を得なければならない｡
休会中の会費は､ これを免除しない｡ ただし､ 突然の災禍
などの理由で休会を承認された会員に対し理事会の決議
にて会費の一部又は全額を免除することができる｡
前条の休会の期限は､ １ヶ年以内とする｡ ただし､ 理事会
においてこれを延長することができる｡

第 6 章　特別会員　　

定款第６条第１項２号の有資格者で特別会員を希望する
ものは､ 理事会の承認を得､ 所定の入会金を納入したのち
特別会員になることができる｡
特別会員は本会議所の総会､理事会を除くあらゆる会合､
行事に参加できる｡ ただし､ 一切の表決権及び選挙権なら
びに被選挙権を有しない｡

第 7 章　賛助会員　　

本会議所の趣旨に賛同し､ その事業の発展を助成すること
を望む個人､ 法人及び団体は理事会の決定により賛助会員
として入会することができる｡ ただし､ 会費を納入しない
時は退会とする｡
会員資格は１ヶ年限りとする
賛助会員を希望するものは､ 所定の申込書を理事会に提出
する｡
賛助会員は､ 本会議所の総会､ 理事会を除くあらゆる会合､ 
行事に参加できる｡ ただし､ 議長の許可を得た場合はこの
限りではない。また、一切の表決権及び選挙権ならびに
被選挙権を有しない｡

第 8 章　顧　問　　

この法人の顧問は次の２種とする｡

（１）顧問・本会議所の正会員でなく､ 青年会議所の活動に対し
て適切な指導又は助言を与えるもので､ 原則として任期は
１ヶ年とする｡ ただし､ 再任は妨げない｡

（２）特別顧問・本会議所の正会員たる理事長経験者｡ ただし直
前理事長は除く｡
特別顧問は､ 被選挙権及び理事会の表決権を有しない｡

細　　則　　
本規定の執行に関する細則は､ 理事会の決議を以って定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議を以って定める。

附　　則　　
本規定は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､ 昭和60年12月 6 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 昭和63年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 平成 ９ 年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は､ 平成16年 １ 月 １ 日より施行する｡（ 改訂）
本規定は、平成23年12月６ 日より施行する。（改訂）
本規定は、平成28年10月13日より施行する。（改訂）
本規定は、令和 ２ 年 １ 月 １ 日より施工する。（改訂）
本規定は、令和 ４ 年 １ 月 ６ 日より施工する。（改訂）

第 １ 章　目　的　　

本規定は､ 本会議所の運宮を円滑にし､ その目的達成を容
易ならしめるため､ 組織､ 運営等に関する事項を規定する
ものである｡

第 2 章　役員の任務　　

本会議所の役員は・定款に定める事項のほか､ 次の任務を
有する
理事長

（１）本会議所の代表として対外的な発言をし､ 総ての事業の総

括責任をもつ｡
（２）公益社団法人日本青年会議所総会､ 地区協議会､ ブロック

協議会及び理事長会議に出席し､ 本会議所の有する表決権
の行使及び意見の発表を行う｡

（３）本会議所の総会及び理事会の議長を務める
直前理事長
理事会に出席し意見を求められたときは､ 理事長経験を生
かし､ 所務､ その他について必要な助言をする｡
副理事長

（１）理事長と連絡を密にして､ 常に意見の調整統一をし､ 本会
議所の円滑な運営のため一体となって努力する｡

（２）各々分掌の委員会を統轄して活発な活動をはかり､ 各委員
会の連絡調整を図る
専務理事
理事長及び副理事長と連絡を密にして､ 常に意見の調整と
統一をし､ 本会議所の運営並びに対外的な活動のため一体
となって努力する
理　　事
理事は､ 本会議所の目的達成のために事業を計画、 検討、
実施し､ かつその成果を確認して､ 議事録または報告書を
７日以内に担当副理事長を経て､ 理事長に提出する｡
監　　事

（１）監事は本会議所の業務及び財産状況を監査し､ 必要ある時
は理事長に報告書を提出しなけれぱならない｡

（２）監事は､ 他のいかなる職務を兼務することができない。
サポート会員
基本的には担当委員会・担当例会の参加を義務とし、そ
の他付属する事業等に関しては担当副理事長の判断に
よって依　　頼を行う。委員会運営につき委員長及び副
委員長へ対し事業の方向性、実現方法、タスク管理の助
言を行う。また、委員会運営がスムーズでない場合は理事、
副理事長へ報告をする。

第 3 章　出　席　　

６ヵ月毎に正会員の出席率を発表し､ 年間出席率を発表する。
年間出席率の最低限界を60％とし､ それ未満の会員は､理
事会の議を経て本会議所定款の定めるところにより､除名

することができる｡ ただし､ 当該会員は理事会において､ 
弁明の機会をあたえられる｡
 実質出席率とは､ 総会､ 例会､ 委員会､ 全体行事の出席率
をいい､ 役員の場合は理事会､ 新入会員の場合はオリエン
テーションの出席率も含む｡
正会員は､ すべての会合において欠席､ 遅刻､ 早退､ する場
合は､ 必ず届け出ること｡
病気その他､ 止むを得ない事由により､ 長期間にわたり出
席不可能な場合は休会として出席の義務を免除する｡ただ
し､ 休会届を理事長宛に提出し､ 受理された日より休会扱
いとする｡
青年会議所関係の公務のためにあらかじめ届け出て､ 総会、
例会､ 委員会及び理事会に欠席した場合は､ 出席したもの
として取扱う｡
正会員は､ すべての会合に出席するには､ 正服を着用し、
ネームプレート、ＪＣバッチを佩用しなければならない。
ただし､ ６、７、８、９月の会合で上衣を着用しない場合は、
この限りでない｡
（２）講師を招いての会合は､ 上項に限らず上衣を着用する。
会合の出席は､ 規定用紙に署名する事を原則とする｡

第 4 章　例会､ 定例理事会　　

例会は原則として毎月第２金曜日に開催する｡ ただし､理
事会の承認を得て変更することができる｡
例会の運営については､ 少なくとも前月の理事会において
承認を受けなければならない｡
定例理事会は､ 原則として毎月第１金曜日に開催するただ
し､ 当日が祝祭日となった場合は､ その限りでない｡
正会員たる理事長経験者､ 及び当該年度の日本青年会議所、
関東地区協議会､ 埼玉ブロック協議会出向役員は、理事会
に出席し意見を求められたときは､ 発言できる｡
理事会の議事の運営は､ 理事会議事運用規定でこれを定める。

第 5 章　室､ 委員会　　

本会議所定款第３条の目的を達成し､ 運営を適正かつ円滑
にするため室を置くことができる｡

室長は担当の室を代表し､ 担当の各委員会を総括する｡
室を担当する室長は､ 副理事長､ 専務理事､ 及び理事がこ
れにあたる｡
定款第３９条の規定に基づき委員会を設置する｡ ただし、
特別に必要な事由の生じたときは､ 理事会の決議により特
別委員会を設置することができる｡
特別委員会への重属は妨げない｡
委員会には委員長1 人､ 副委員長若干人及び委員若干人を
置く｡
委員長及び副委員長は､正会員のうちから理事長が理事会
の承認を得て任命する｡
委員は､正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任
命する｡
正会員は､ 理事長､ 直前理事長､ 副理事長､専務理事､室長､ 
監事を除き､ 原則として全員がいずれかの委員会に所属し
なければならない｡
委員長は､ 委員会を代表し、 委員会の会務を総括するととも
に､ 委員会誌を記録し､ 理事長に提出しなければならない。
副委員長は､ 委員長を補佐し､ 委員長事故あるときはその
職務を代行する｡
委員会は､ 委員長があらかじめ議題､ 日時､ 場所などを各
委員に通知して招集するものとする｡
委員会は､ 毎月１回以上開催し､ 独自の事業計画の確立と
実施の推進母体となる｡
委員会の会議の定足数は､ 委員の２分の１とする｡
委員会の決議は､ 出席委員の過半数をもって決する｡ ただ
し、 可否同数のときは委員長がこれを決する｡
委員長は､ 必要と認めた場合には､ 役員､ 特別会員､ 賛助会
員及び他の会員の出席を求めることができる｡

第 6 章　褒　賞　　

本会議所における褒賞は､ 青年会議所運動に顕著な功績の
あった個人､ 法人団体及び委員会に対して理事会の決定に
より行う｡ ただし､ 褒賞の方法等については､ その都度理
事会で決定する｡
年間実質出席率が100％の会員は､ 褒賞する｡

第 7 章　運営マニュアル　　

理事長は､ 本規定に沿って運営を円滑ならしめるため毎年度
運営マニュアルを理事会に提出し､ 承認を得るものとする。
本会議所の役員は､その普及に努めるものとする｡ 　　
運営マニュアル提出時期は､ １月理事会とする｡

細　　則　　
本規定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本規定は､昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､昭和63年12月２日より施行する｡（改訂）
本規定は、令和2 年１月１日より施行する。（改訂）

第 １ 章　総　則　　　　

本規定は､ 定款に定める理事会における会議の運用に関し、
円滑に議事を進行させるため制定し､ 定款､ 諸規定に定め
る事項のほかは､ これを適用する｡
本規定は､ 国際青年会議所が採用するロバート議事法に原
則としてもとづく｡

第 2 章　招　集　　

会議の招集は､ 会議の目的たる事項ならびに日時及び場所
を記載した文書をもって会日の５日前までに通知を発し
なければならない｡
会議に招集を受けたる者は､ 招集日の当日開会定刻前に会
議場に参集､ 所定の会議構成者名簿に署名をしなければな
らない｡
会議に招集を受けたる者が出席出来ないときは､ その理由を
付し会議開会の時刻前に招集者に届け出なければならない。

第 3 章　会　議　　

会議の議長は､ 定款第３５条に定める通りとする｡
会議の定足数は､ 定款第３６条に定める通りとする｡
会議の開会定刻より相当の時間を経てもなお定足数に達
しないときは､ 議長は会議の開始時間の遅延又は流会を宣
言することができる｡
会議中に定足数を欠くに至るおそれのあるときは､ 議長は
休憩又は流会を宣言することができる｡
会議において議長は公平な立場となり､ 会議の秩序を維持
し､ 本規定に定めるほか次のような事を行う｡
（１）開会の宣言 （２）会議の成立の宣言 （３）議事日程の宣言
（４）議事録作成人の指名（５）議事録署名人の指名
（６）前回議事録の承認を受けること（７）閉会の宣言
（８）会議の議決結果の外部への報告

第 4 章　議事日程　　

議長は会議時に議事日程及び会議に関する資料を出席者
に配布又は呈示しなければならない｡
議長が必要があるとき､ 又はその会議に議題を提出する権
利を有する構成者から動議が提出されたときは会議の議
を経て議事日程の順序を変更したり他の議題を追加する
ことができる｡ なお審議に至らなかった議題については、 
あらたに議事日程を定めたときは、その議題を最優先と
しなければならない｡

第 5 章　議題および動議　　

会議の議題提出権者は､ その会議において議題を提出する
権利を有すると同時に表決権を有するその会議の構成者
でなければならない｡
議題提出者が議題を提出するときは､ 開催予定日前の正副
理事長会議に文書をもって提案理由をつけて提出しなけ
ればならない｡ ただし､ 緊急とみなされた場合はこの限り
でない｡
同一議題で議決された事項を再度その会議において議題
として取り上げるときは､ 会議の表決権を有する出席構成

者の３分の２以上の同意を得なければならない｡
同一議事日程中に議決された事項はいかなる理由があろう
とも再度その会議に議題として取り上げることはできない。
動議は会議において他に１人以上のその会議の表決権を
有する出席構成者の賛成がなければならない｡
動議は会議において賛成支持されない前は自由に取り下
げることができる｡

第 6 章　議　事　　

議題を会議に付するときは議長にその旨宣告する｡
会議において議題提出者は提案主旨を記載した文書を資
料として配布し､ 必要があれば説明しなければならない｡
　

第 7 章　発　言　　

発言はすべて議長の許可を得なければならない｡
議長の許可のない発言は討議の対象にならない｡
会議において発言しようとする者は､ 挙手をして議長の許
可を得て発言しなければならない｡
２人以上挙手をして発言を求めたときは､ 議長は先挙手者
と認めた者を指名する｡
発言はすべて簡明を旨とし議題外にわたりまたはその範
囲を超えてはならない｡
議長は発言が会議の品位をきずつけ､ 又は議事妨害である
と認めるときは注意し､ なお従わない場合は発言を禁止す
ることができる｡
議長は討議の進行において最初に反対者を発言させ､ つぎ
に賛成者と反対者を交互に指名するように努めなければ
ならない｡
発言は原則として１議題につき､ １人２回５分以内の範囲
で行う｡ ただし､ 議事進行上その適用は議長の判断とし回
数､ 時間等を議長により制限されることがある｡

第 8 章　採　決　　

議長は採決をとろうとするときは表決にうつる旨を告げる。
採決は次の方法による｡

（１）口頭 （２）拍手（３）挙手（４）起立
（５）記名投票（ ６）無記名投票
採決はまず否決案について行い､ 次に修正案､ 原案をあとに
する。修正案が多い場合､ 原案に最も遠いものより採決する。
採決は先ず賛成をとり､ 次に反対をとる｡

第 9 章　議事録　　

議事録は議長から指名された書記により議事に関し忠実
に記載しなければならない｡ また書記は作成した議事録を
議長及び議事録署名人に会議開催後10日以内に届け出な
ければならない｡
前条で届け出を受けた議長､ 議事録署名人は訂正修正箇所
があれば指摘し､ 直ちに署名捺印の上､ 書記に返却しなけ
ればならない｡
前条にて確認された議事録は､ 書記により会議構成者に次
回の理事会までに提出しなければならない｡
議事録はいかなる理由があろうとも内容を変えることは
できず､ あくまで事実の内容に対する誤文・誤字の訂正に
とどまる。

第 10 章　傍　聴　　

会議を傍聴しようとする者は､ 議長の許可を得なければな
らない｡
傍聴者は､ 会議の開会中は会議における討議に対して賛否
を表明したりして議事を妨害するような言動をしてはな
らない｡ なお､ 傍聴者が議事の進行を妨害した場合は議長
はその者を退場させることができる｡

第 11 章　事前の会議　　

理事会に先立って正副理事長会議を開催しなければならない。
正副理事長会議は､ 理事長がその職務を遂行するにあたり、
政策ならびに運営について､ 意見の交換をし､ 大局的な方
針を決定する｡
正副理事長会議構成は､ 理事長､ 直前理事長､ 副理事長､専
務理事とし､ 招集及び議長は理事長がこれに当たる｡

財務担当理事､ 及び事務局担当理事と総務担当委員長は､
常時出席できる｡ このほか､ 正副理事長会議構成者が必要
と認めた者は､ 出席できる｡
当会議は議決権を有しない｡ ただし､ 理事会より一任され
た事項はこの限りではない｡

細　　則　　
本規定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本規定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本規定は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
本規定は､平成28年10月13日より施行する｡

第 1 章　目　的　　　

本規定は､ 本会議所の運営を円滑にし､ その目的達成を容
易ならしめるため､ 事務局､ 会計経理､ 慶弔､ 旅費等に関す
る事項を規定するものである｡

第 2 章　事務局　　　

事務局には､ 事務局長を置くことができ､ 事務局長は､ 専
務理事の指揮を受け事務局の統轄､ 管理にあたる｡
総会及び理事会の議事録は､ 総務担当委員会がこれを作成
し事務局に備え付けるものとする｡
事務局は､ 事業年度毎に次の分類に従い文書等を整理、保
存しなければならない｡

（１）本会議所の定款ならびに諸規定　　　　　永久保存
（２）総会及び理事会の議事録　　　　　　　　永久保存
（３）本会議所内部の文書　　　　　　　　　５年間保存
（４）公益社団法人日本青年会議所及び
　　各地青年会議所関係の文書綴　　　　　１年間保存
（５）本会議所会報綴　　　　　　　　　 　　　永久保存

（６）事務局日誌　　　　　　　　　　　　　３年間保存
（７）受発信簿　　　　　　　　　　　　　　１年間保存
（８）会員名簿　　　　　　　　　　　　　　　永久保存
（９）許可､ 認可等に関する書類
（10）登記に関する書類
（11）役員の氏名､ 住所及び略歴を記載した書類ならびにその就

任の承諾を証する書類
（12）資産台帳
（13） 現事業年度及び過去３年間の収入及び支出に関する帳簿、

証拠書類
（14）各事業年度末における財産目録及び収支決算書
（15）現事業年度の事業計画書及び収支予算書
（16）知事が当該法人を監督するために発した書類
（17）前各号に掲げるもののほか､ 知事が特に必要と認める書類

及び帳簿
事務局長は､ 備品台帳を整備し､ 出入を記載し､ 備品を完
全に管理しなければならない。

第 3 章　会計経理　　

本会議所の会計に用いる諸帳簿は､ 次の通りとする｡
（１）帳簿　　　　総勘定元帳､ 現預金出納帳､ 会費徴収簿
（２）決算書類及び諸表　　貸借対照表､ 収支決算書､
　　　　　　　　　　　　事業報告書､ 監査報告書､ 　　
　　　　　　　　　　　　財産目録等
（３）伝票　　　　入会伝票 ､ 出金伝票 ､ 振替伝票
金銭の出納は､ 財務を担当する理事が責任管理し、次の証
憑を揃えて起票し､ 期日順に整理するものとする｡

（１）収入については､ 発行した領収書控
（２）収支については､ 受領した領収書
（３）領収書徴収不能のもとについては､ 受領不能理由を記載し

た支払証明書
出納は､ つとめて銀行の普通及び当座預金口座によって処
理し､ 口座名義は理事長とし理事長印を使用する｡
各委員会の予算の範囲内における支出は各委員長が所定の支
払請求書に捺印の上､ 事務局に提出する｡ ならびに単位事業
が完了したときは､ 速やかに計算書証憑及び関係書類を揃え
捺印の上事務局に提出し､ 事務局は会計担当理事に提出する。

特に予算外の支出を必要とする時には理事会の承認を得
るものとする｡
財務を担当する理事は､ 決算にあたって前払費用、未収金、
未払金等を整理し、仮払勘定は、原則としてそれぞれ担
当の科目に振替え､ 関係帳簿を照合､ かつ整理し銀行預金
残高証明書類をととのえなければならない｡
会計諸帳簿は､ 次の区分に従い保存するものとする｡
（１）決算書類　　　　　　　　　　　　　永久保存
（２）その他の会計書類　　　　　　　　５年間保存

第 4 章　慶　弔　　

正会員の慶弔に関しては､ 次の基準により慶弔金もしくは
記念品を贈る｡

（１）正会員の結婚　　　　　10,000円
（２）正会員の死亡　　　　　30,000円及び供花
（３）正会員の入院 　　　　　 5,000円（2 週間以上の場合）
（４）正会員の家族の死亡 　供花（ 会員の両親及び、夫、妻 、子）
（５）正会員の出産 　　　　   10,000円

金額等については､ 毎年頭初の理事会により決議する｡

第 5 章　旅　費　　

理事長の命じた事務局員の公務出張に対しては､ 次の通り
旅費を支給する｡

（１）目的地までの往復普通料金相当額（用務の都合により特別
急行料金を加算する）

（２）宿泊費は､ 実費相当額
（３）日当は１日5,000円

理事会の命じた会員の公務出張に対しては､ 理事会の議を
へて前条に準じた旅費を支給することができる｡

細　　則　　
本則定の施行に関する細則は､ 理事会の決議をもって定める。
本則定の改正は､ 理事会の決議をもって定める｡

附　　則　　
本則は､ 昭和58年12月10日より施行する｡
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入会年度一覧表
認証番号順 生年月日順

内 藤  大 河
八 木  雅 之

2013
2

2014
0

長沼　　克
榎本   雄 太

2015
2

近藤   史弥

2016
1

目黒   貴史
黒澤   慶亮

2017
2

卒業予定年度一覧表

佐久間 孔史
榎本   雄太
石井   保志
渡辺   祐一
小田島 寛之
関根   知宏
吉田   大輔

2023
7

八 木  雅 之
飯野   昌彦

2024
2

新 井   章 清
目 黒   貴 史
高野　　亮
木村   浩 之

2025
4

金子　　功
長沼　　克
中島   啓介
永井   洋輔

2026
4

黒澤   慶亮
佐藤 亜耶乃
根岸   祐真

2027
3

根岸   正典
金井   大樹

2028
2

内 藤  大 河
岩佐   敏充
佐田   行範

2029
3

今井　　遼
近藤   史 弥

2031
2

市川   貴之

2032
1

中岡   健一

2033
1

秋山   寿広
畠澤   三哉

2036
2

佐久間 孔史
小田島 寛之
高野　　亮
金井   大樹
今井　　遼

2018
5

岩佐   敏充
金子　　功
根岸   正典
佐田   行範
中島   啓介

2019
5

秋 山   寿 広
木 村   浩 之

2020
2

渡辺   祐一
関根   知宏

2021
2

石井   保志
畠澤   三哉
佐藤 亜耶乃
永井   洋輔
市川   貴之
中岡   健一
根岸   祐真
飯野   昌彦
吉田   大輔
新井   章清

2022
10
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金
井
　
大
樹

金
子
　
功

吉
田
　
大
輔

近
藤
　
史
弥

中
岡
　
健
一

温
井
康
宏

今
井
　
遼

根
岸
　
祐
真

根
岸
　
正
典

永
井
　
洋
輔

黒
澤
　
慶
亮

中
島
　
啓
介

柴
﨑
　
篤

岩
佐
　
敏
充

渡
辺
　
裕
一

畠
澤
　
三
哉

飯
野
　
昌
彦

佐
久
間
　
孔
史

木
村
　
浩
之

井
上
　
　
峰

小
田
島
　
寛
之

佐
藤
　
亜
耶
乃

高
野
　
　
亮

佐
田
　
行
範

市
川
　
貴
之

関
根
　
知
宏

石
井
　
保
志

堀
込
　
佑
太
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2023年度スケジュール

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

第 1回会員会議所会議

議案事前審査会

第 1回理事会

1月例会

第 90回通常総会

京都会議

京都会議

京都会議

京都会議

第 2回執行部会議

議案事前審査会

第 2回理事会

第 3回執行部会議

第 2回会員会議所会議

議案事前審査会

スタートアップセレモニー

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

1月 ２月

2023年度スケジュール

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

第 3回理事会

3月例会

第 4回執行部会議

第 3回会員会議所会議

日本本会総会

議案事前審査会

第 4回理事会

4月例会

第 5回執行部会議

第 4回会員会議所会議

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

３月 ４月
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2023年度スケジュール

議案事前審査会・会頭公式訪問

第 5回理事会

5月例会

第６回執行部会議

第 5回会員会議所会議

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

５月

ブロック大会

議案事前会議

第6回理事会　アジア・太平洋地域会議

例会　アジア・太平洋地域会議

アジア・太平洋地域会議

アジア・太平洋地域会議

第 7回執行部会議

第 6回会員会議所会議

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

６月

2023年度スケジュール

関東地区大会

関東地区大会

議案事前審査会

第 7回理事会

7月例会

第 8回執行部会議

サマーコンファレンス

サマーコンファレンス

第 7回会員会議所会議

議案事前審査会

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

７月

第 8回理事会

8月例会

第 9回執行部会議

中間監査

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

８月
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2023年度スケジュール

議案事前審査会

第 9回理事会

9月例会

第 91回通常総会

第 10回執行部会議

第 8回会員会議所会議

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

９月

議案事前審査会

第 10回理事会・全国大会

全国大会

全国大会・日本本会総会

全国大会

10月例会

第 11回執行部会議

第 9回会員会議所会議

議案事前審査会

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

10 月

2023年度スケジュール

第11回理事会

11月例会

第 12回執行部会議

世界大会

世界大会

世界大会

世界大会

世界大会

さよならブロック

議案事前審査会

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

11 月
第 12回理事会

12月例会

第 92回通常総会

第 13回執行部会議

最終監査

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

12 月
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