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（１）理事長報告 

 

 

 

一般社団法人 小山青年会議所 

４６代理事長 鈴木 健治 

 

 

「精力善用・自他共栄」というスローガンのもと、今

年１年間を活動してまいりました。振り返ると、メンバ

ーや先輩、地域の方々に支えられ活動できたと本当に感

謝の気持ちで一杯です。今年度の偉業として１００パー

セント例会を２回達成できたことは、私にとってとても

思いで深いことでした。委員長及び委員会メンバーの熱

い思いが全メンバーに伝わり、現実できたことであり、

努力を重ねた結果であります。また、子供達を集めて行

ったペットボトルロケットも思い出深い事業です。子供

達はいきいきとした眼差しで、ペットボトルロケットに

釘付けになり、大人も一緒になって夢中になった事業で

した。 

残念なことの一つに市民討議会事業が思い出されます。

準備を重ね開催に備えていたにも関わらず、開催する直

前に中止となってしまいました。とても残念ではありま

したが、開催できる状況ではないと決断しました。記録

的な大雨により、小山市が被災していたからです。小山

青年会議所として臨機応変に活動できる方法を考え・行

動することに直面した出来事でした。 

理事長という役職を１年間、皆様のおかげで何とか活

動することができました。メンバーの皆様、ＯＢの皆様、
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地域の皆様の様々なご支援、本当にありがとうございま

した。 

 

 

２０１５年度理事長行動報告 

２０１４年 

８月 ７日（木） 第１回三役会 

８月２８日（木） 第１回理事会 

９月１０日（水） 第２回三役会 

９月１７日（水） 委員会訪問 

９月３０日（火） 第２回理事会 

１０月１５日（水） 第３回三役会 

１０月３０日（木） 第３回理事会 

１１月 ５日（水） 第４回三役会 

１１月１８日 第４回理事会 

１１月２１日 第１回会員会議所候補者会議 

１２月 １日 第５回三役会 

１２月１１日 第５回理事会 

１２月１４日 （一社）古河青年会議所卒業式 

１２月２５日 第２回会員会議所候補者会議 

２０１５年 

１月 ５日（月） 小山市新春賀詞交換会 

１月 ７日（水） 第６回三役会 

１月１０日（土） 第一回定時総会・新年会 

１月１４日（水） 第６回理事会 

１月１９日（月） （公社）宇都宮青年会議所新年会 

１月２１日（水） （一社）結城青年会議所新年会 

１月２３日（金） 関東地区協議会 

１月２４日（土） 京都会議 
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１月２５日（日） 京都会議山祝い 

１月２８日（水） （一社）栃木青年会議所新年会 

１月２９日（木） 栃木ブロック会頭公式訪問 

１月３０日（金） 第１回会員会議所会議 

２月 ３日（火） 賛助会員訪問 

２月 ５日（木） 第７回三役会 

２月 ６日（金） ＯＢ会役員会訪問 

２月 ８日（日） 日光会議 

２月１２日（木） 栃木ブロック 会員拡大セミナー 

２月１７日（火） ２月例会（未来共創）１００％例会 

２月１９日（木） 第７回理事会 

２月２７日（金） 第２回会員会議所会議 

３月 ２日（月） 第８回三役会 

３月 ８日（日） ３月委員会事業 

３月１１日（水） ＯＢ会総会 

３月１６日（月）第８回理事会 

３月１７日（火）会員拡大活動 

３月１９日（木）会員拡大活動 

３月２０日（金）小山ブランド創生会議 

３月２２日（日）日本青年会議所総会 

３月２３日（月）会員拡大活動 

３月２７日（金）第３回会議所会議 

３月２８日（土）全国大会誘致（埼玉） 

３月３０日（月）宇都宮青年会議所３月例会 

４月 １日（水）第９回三役会 

４月 ２日（木）会員拡大活動 

４月１５日（水）会頭公式訪問（宇都宮） 

４月１６日（木）４月例会 

４月１７日（金）小山商工会議所青年部総会 
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４月２０日（月）栃木ブロック協議会４月事業 

４月２１日（火）第９回理事会 

４月２７日（月）真岡青年会議所ＯＢ訪問 

４月２８日（火）市民討議会実行委員会 

５月 ２日（土）栃木ブロック協議会５月事業 

５月 ８日（金）第１０回三役会 

５月１２日（火）５月例会 

５月１６日（土）市民討議会日本一 

５月１９日（火）わんぱく相撲実行委員会 

５月２１日（木）第１０回理事会 

５月２６日（火）小山グルメ選手権調整会議 

５月２９日（金）小山社会福祉協議会 

５月２９日（金）第４回会議所会議 

６月 ２日（火）第１１回三役会 

６月 ６日（土）ＪＣルーム清掃 

６月 ７日（日）わんぱく相撲小山場所 

６月１０日（水）中間監査 

６月１４日（日）わんぱく相撲強化練習 

６月１５日（月）第１１回理事会 

６月１９日（金）宇都宮青年会議所６月例会 

６月２１日（日）わんぱく相撲強化練習 

６月２２日（月）栃木ブロック協議会６月事業 

６月２４日（水）第１２回理事会 

６月２６日（金）第５回会員会議所会議 

７月 ３日（金）第２回定時総会 

７月 ４日（土）ボランティア養成講座 

７月 ７日（火）第１２回三役会 

７月 ８日（水）小山市策定委員会 

７月１４日（火）第１３回理事会 
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７月１５日（水）会員拡大活動 

７月１８日（土）サマーコンファレンス 

７月２０日（月）献血 

７月２１日（火）栃木ブロック協議会７月事業 

７月２２日（水）第６回会員会議所会議 

７月２５日（土）灯の舞 

８月 ２日（日）第３１回わんぱく相撲全国大会 

８月 ４日（火）第１３回三役会 

８月１７日（月）第１４回理事会 

８月２０日（木）わんぱく相撲全国大会懇親会 

８月２２日（土）８月例会 

８月２６日（水）栃木ブロック協議会８月事業 

８月２７日（木）会員拡大活動 

８月２８日（金）関東地区大会 

８月２９日（土）小山御殿広間オープニング記念 

８月３１日（月）第７回会員会議所会議 

９月 ６日（火）第１４回三役会 

９月１２日（土）小山市ボランティアセンターがれき片付        

        け 

９月１３日（日）小山市ボランティアセンター 

        がれき片付け 

９月１６日（水）第１５回理事会 

９月２５日（金）全国大会八戸大会 

９月３０日（水）第８回会員会議所会議  

10月 7日（水）第１５回三役会 

10月 8日（木）グルメ選手権大会調整会議 

10月 9日（金）小山ブランド創生会議 

10月 10日（土）アカデミー例会 

10月 14日（水）ＯＢ会ゴルフコンペ 
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10月 19日（月）第１６回理事会 

10月 20日（火）栃木ブロック協議会 10月事業 

10月 26日（月）四葉会 

10月 29日（木）会員拡大活動 

10月 30日（金）第９回会員会議所会議 

10月 31日（土）小山グルメ選手権 

11月 9日（月）会員拡大活動 

11月 17日（火）第１６回理事会 

11月 20日（金）第３回定時総会 

11月 22日（日）さよならブロック 

11月 23日（月）献血 

11月 25日（水）宇都宮青年会議所 11月例会 

12月 1日（火）会員拡大活動 

12月 2日（水）会員拡大活動 

12月 5日（土）卒業式 

12月 9日（水）最終監査 

12月 10日（木）会員拡大活動 

12月 16日（水）第 17回理事会 

12月 17日（木）第 10回会員会議所会議 

12月 22日（火）会員拡大活動 
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（２）理事会報告 

 

＜第 1回＞ 

日 時：平成 26年 8月 28日（金）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

第 1号議案  2015年度理事長基本方針案承認の件 

第 2号議案  2015年度運動基本方針案承認の件 

第 3号議案  2015年度スローガン案承認の件 

第 4号議案  2015年度組織図案承認の件 

第 5 号議案  2015 年度事務局長・財務局長選任承認

の件 

第 6号議案  2015年度委員長副委員長選任承認の件 

第 7号議案  2015年度事務局選任承認の件 

第 8号議案  2015年度委員会配属承認の件 

 

＜第 2回＞ 

日 時：平成 26年 9月 30日（水）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

 

＜第 3回＞ 

日 時：平成 26年 10月 30日（金）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

第 1号議案  2015年度担当例会（案）承認の件 

第 2 号議案  2015 年度未来共創委員会年間事業計画

（案）承認の件 

第 3 号議案  2015 年度地域育成委員会年間事業計画

（案）承認の件 

第 4 号議案  2015 年度事務局年間事業計画（案）承認

の件 
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第 5 号議案  2015 年度財務局年間事業計画（案）承認

の件 

第 6号議案  2015年度収支予算（案）承認の件 

 

＜第 4回＞ 

日 時：平成 26年 11月 18日（水）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

第 1 号議案  2015 年度 1 月例会「第 1 回定時総会」承

認の件 

第 2号議案  2015年度 1月例会「新年会」承認の件 

第 3号議案  2015年度ホームページ運営承認の件 

第 4 号議案  2015 年度基本資料及び会員名簿作成承認

の件 

第 5 号議案  2015 年度会員名簿追加シール作成承認の

件 

 

 

＜第 5回＞ 

日 時：平成 26年 12月 11日（金）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

＜第 6回＞ 

日 時：平成 27年 1月 13日（水）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

第 1号議案  2月例会承認の件  

    

第 2 号議案  わんぱく相撲実行委員会設置承認の件
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＜第 7回＞ 

日 時：平成 27年 2月 19日（木）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

第 1号議案  3月委員会事業承認の件  

第 2号議案  新入会員承認の件  

第 3号議案  正会員委員会配属の件 

 

＜第 8回＞ 

日 時：平成 27年 3月 16日（月）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

第 1号議案  4月例会承認の件  

    

第 2号議案  6月例会承認の件  

    

第 3 号議案   市民討議会実行委員会設置承認の件

    

  

 

＜第 9回＞ 

日 時：平成 27年 4月 21日（火）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

第 1号議案  5月例会承認の件 

 

＜第 10回＞ 

日 時：平成 27年 5月 21日（火）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

第 1号議案  2015年度委員会事業『献血』 

    

第 2号議案   2015年度 アカデミー塾 
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第 3号議案   理事長候補者推薦委員会設置の件 

    

＜第 11回＞ 

日 時：平成 27年 6月 15日（月）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F 役員議員室 

第 1号議案  正会員入会承認の件 

第 2号議案  正会員委員会配属承認の件  

第 3 号議案  7 月第 1 例会『第 2 回定時総会』承認の

件 

第 4号議案  7月第 2例会『灯の舞』承認の件 .

    

第 5 号議案   8 月委員会事業わんぱく相撲全国大会承

認の件    

第 6号議案   2016年度理事長候補者の件 

  

 

  

＜第 12回＞ 

日 時：平成 27年 6月 24日（水）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

第 1号議案  2015年度補正予算承認の件 

第 2号議案  2015年度次年度理事長意見書承認の件 

 

＜第 13回＞ 

日 時：平成 27年 7月 13日（火）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

第 1号議案  2015年度 8月例会承認の件 
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＜第 14回＞ 

日 時：平成 27年 8月 17日（月）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

第 1号議案  2015年度 9月例会承認の件 

 

＜第 15回＞ 

日 時：平成 27年 9月 16日(水)20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

第 1号議案  2015年度 10月例会承認の件 

 

＜第 16回＞ 

日 時：平成 27年 10月 19日（月）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

第 1号議案  2015年度 12月例会承認の件 

 

＜第 17回＞ 

日 時：平成 27年 11月 17日（火）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

第 1号議案  2016年度事務局事業計画(案)承認の件 

第 2号議案  2016年度財務局事業計画(案)承認の件 

第 3 号議案  2016 年度次世代育成委員会事業計画

(案)承認の件 

第 4 号議案    2016 年度企画活勢委員会事業計画(案)

承認の件    

第 5 号議案  2016 年度地域共生委員会事業計画(案)

承認の件     

第 6 号議案    2016 年度担当例会(案）承認の件

     

第 7 号議案  2016 年度収支予算（案）承認の件
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＜第 18回＞ 

日 時：平成 27年 12月 16日（水）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F 役員議員室 

 

 

 

 

（３）総会・例会報告 

 

総会報告 

 

＜第 1回定時総会＞ 

日時  平成 27年 1月 10日（土）17:00開会 

場所  小山グランドホテル 

 第 1号議案  2015年度事業報告承認の件 

 第 2号議案  2015年度収支決算報告承認の件 

 第 3号議案  2015年度監査報告承認の件 

                以上、承認される 

＜第 2回定時総会＞ 
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日時  平成 27年 7月 3日（金）19：00開会 

場所  小山商工会議所 4F大会議室 

 第 1号議案  2015年度補正予算承認の件 

 第 2号議案  2016年度理事長予定者確定の件 

        ・・・第 47代理事長 中屋 大君 

第 3号議案  2016年度監事予定者選任の件 

・・・監事：石川 大祐・石川 浩丈 

第 4号議案  2016年度理事予定者選任の件 

       選挙の結果、下記 8名が決定された 

       稲葉吉起、斎藤陽介、永藤秀明、 

大木英憲、大橋孝生、吉新昇弘  

古川哲也、阿部大記 

以下 4名が推薦理事として決定された 

磯山貴志、永嶋浩太郎、菅野陽介 

長伸久、 

第 5号議案  2016年度副理事長予定者及び専務理 

事予定者選任の件 

・・・副理事長：稲葉吉起、吉新昇弘、永藤秀明 

・・・専務理事：斎藤陽介 

                以上、承認される 

 

 

＜第 3回定時総会＞ 

 

日時  平成 27年 11月 20日（金）19：30開会 

場所  小山商工会議所 4F大会議室 

第 1 号議案 一般社団法人小山青年会議所 定款諸規程

変更承認の件 

1,会員資格規則 
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2,庶務規則  

3,小山青年会議所定款 

4,役員選任規則 

5,理事会規則 

第 2 号議案 2016 年度理事長基本方針（案）及び運動

方針（案）承認の件 

第 3号議案  2016年度スローガン（案）承認の件 

第 4号議案  2016年度組織図（案）承認の件 

第 5号議案  2016年度収支予算（案）承認の件 

第 6号議案  2016年度担当例会案承認の件 

第 7 号議案  2016 年度委員会事業計画（案）承認の

件 

 

 

 

例会報告 

 

【1月例会】（担当：事務局） 

日 時：平成 27年 1月 10日（土） 

場 書：小山グランドホテル 

事業名：1月例会「2015年度第 1回定時総会・新年会」 

 

【4月例会】（担当：地域育成委員会） 

日 時：平成 27年 4月 16日（木） 

場 所：ミスターハイコック 

事業名：4月例会『他団体交流・名刺交換会』  

 

【5月例会】（担当：未来共創委員会） 

日 時：平成 27年 5月 12日（火） 
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場 所：栃木県立温水プール館 研修室 

事業名：5 月例会『『未来につなげよう 若き力！』 

～次世代のリーダーへブラッシュアップ～ 

 

【6月例会】（担当：地域育成委員会） 

 

日 時：平成 27年 6月 18日（日） 

場 所：栃木県立県南体育館 メインアリーナ 

事業名：6月例会「第 31回わんぱく相撲小山場所」 

 

【7月例会】（担当：事務局） 

日 時：平成 27年 7月 3日（金） 

場 所：小山商工会議所 4F大会議室 

事業名：7月例会「2014年度第 2回定時総会」 

 

【7月第 2例会】（担当：地域育成委員会） 

日 時：平成 27年 7月 25日（土） 

場 所：小山市駅西口 

事業名：7月第 2例会「灯の舞」 

 

【8月例会】（担当：地域育成委員会） 

日 時：平成 27年 8月 22日（土） 

場 所：小山市立第一小学校 

事業名：8 月例会『夏休み自由研究・作ろう！自分だけ

の夢ロケット』 

 

【10月例会】（担当：アカデミー委員会） 

日 時：平成 27年 10月 10日（土） 

場 所：モデナ GPサーキット 
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事業名：10 月アカデミー例会「絆を深めて、小山青年

会議所をより元気にする「カート体験」 

【11月例会】（担当：事務局） 

日 時：平成 27年 11月 20日（金） 

場 所：小山商工会議所 4F大会議室 

事業名：2015年度第 3回定時総会 

 

【12月例会】（担当：事務局） 

日 時：平成 27年 12月 5日（土） 

場 所：小山商工会議所 4F 大会議室 

    ミスターハイコック 

事業名：12月例会「卒業式及び忘年会」 
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（４）委員会報告 

 

未来共創委員会担当 

副理事長 中屋 大 

 

本年度は、未来共創委員会の担当副理事長として一年間

活動させていただきました。研修、会員拡大、今年は例

年３つの委員会の体制が、２つの委員会体制ということ

で例年であればまちづくり系の委員会で担当する市民討

議会なども受け持つ委員会となり、一年間ほとんどの理

事会で何かを上程するという活動を行ってまいりました。

しかし残念ながら９月の関東東北豪雨により市民討議会

が開催直前に開催中止となりすべての事業を行うことは

できませんでしたが、斎藤委員長はじめ委員会メンバー

の皆様と楽しい一年間を過ごすことができました。この

ような機会を与えていただいた鈴木理事長に感謝いたし

ます。メンバーの皆様大変お疲れ様でございました。 

 

 

 

未来共創委員会事業報告 

委員長 斎藤 陽介 

 

 本年度は、「日々成長・感謝の心」を委員会テーマに

掲げ、全力で活動して参りました。 

２月例会では、私の元上司である室舘社長を講師とし

てお招きしました。段取りが不十分だった為、講師に迷

惑をかけてしまいました。しかし、メンバーの協力のお

かげで１００％例会が達成することが出来ました。 
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 ３月委員会事業では、大木副委員長が主体となり家族

交流としてハンターマウンテンに行きました。私自身が

バス酔いをしていまい、委員会メンバーには大変迷惑を

かけてしまいました。参加率は低かったですが、参加者

から「良かった」「楽しかった」とお褒めの言葉を頂き、

実施して良かったと思いました。 

 ５月例会は、真岡 JCの OBである塚本先輩に会社経営

及び JC の魅力を余すところ無く熱く語って頂きました。

今年２回目の講師例会だった為、余裕を持って設営が出

来ました。 

そして、２回目の１００％例会が叶いました。 

 ９月例会の市民討議会では、関東、東北を襲った大雨

の影響より中止になりました。非常に残念でしたが、次

年度にしっかりと引き継ぎたいと思います。また、被害

に遭われた方が一日も早い復興出来る事を心よりお祈り

します。 

 １０月例会では、大橋委員長の下、アカデミーメンバ

ーが責任を持ち盛大に出来ました。JC旗、JCコング等

の返却が遅れ、理事会時に迷惑をかけてしまったのが反

省点です。 

 最後に適切なご指導を頂いた中屋担当副理事長、ベテ

ランの視点で支えてくれた石川浩丈副委員長、ここぞと

いう時に頼りになる大木英憲副委員長、アカデミー委員

長を見事に務めた大橋孝生委員、細部まで眼が届く次年

度部長の荒川純司委員、的確なツッコミで場を和ませる

宇佐美欽朗委員、頼まれ事を嫌な顔せずに引き受けてく

れた長伸久委員、こんな最高な仲間に囲まれて本当に幸

せでした。感謝いたします。そして、この貴重な役職を

与えてくれた鈴木理事長に心から感謝申し上げ、事業報



 －19－ 

告とさせて頂きます。一年間、感謝感謝の連続でした。

そして沢山の事を経験し、日々成長出来ました。ありが

とうございました！ 

 

【担当例会報告】 

２月例会 

事業名 2 月例会  『会社が教えてくれないホンモノ

のスキル』 

日 時 2月 17日（火） 

場 所 栃木県立温水プール館 研修室 

 

３月委員会事業 

事業名 3 月例会  『3 月委員会事業 「日頃の感謝

をこめて」』 

日 時 3月 8日（日） 

場 所 ハンターマウンテン 

 

５月例会 

事業名 5 月例会  『５月例会「未来につなげよう 

若き力！」～次世代のリーダーへブラッシュアップ～』 

日 時 5月 12日（火） 

場 所 栃木県立温水プール館 研修室 

 

９月例会 中止 

事業名 9 月例会  『２０１５年度市民討議会「ウェ

ルカムまちづくり」』 

日 時 9月 13日（日） 

場 所 小山市小山城南交流センター 
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10月例会  

事業名 10 月例会  『10 月例会 絆を深めて、小山青

年会議所をより元気にする「カート体験」』 

日 時 10月 17日（日） 

場 所 モデナグランプリサーキット、うしやのせがれ 

 

 

 

 

地域育成委員会担当 

副理事長 石川 大祐 

 

2015年度、地域育成委員会では古川委員長を中心と

して、他団体交流事業、わんぱく相撲、青少年育成事業、

献血事業、会員拡大といった数多くの事業を行ってまい

りました。 

率先して行動する委員長をメンバーが支え、委員会が一

丸となり、素晴らしい事業を運営する事が出来ました。

私自身も初めての副理事長という立場で、多くの貴重な

経験をさせて頂きました。当委員会を支えて頂いた全メ

ンバーの皆様、一年間ありがとうございました。 

 

 

 

 

地域育成委員会事業報告 

委員長 古川 哲也 

 

 ２０１５年度、地域育成委員会では委員会スローガン
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に「不撓不屈」～どんな困難にぶつかっても決してくじ

けない～を掲げ一年間活動して参りました。一年間委員

長として活動させて頂きまして至らない点多々あったか

と思いますが、委員会メンバーやＬＯＭメンバーに支え

て頂き、一年間委員長職を全うする事が出来ました。そ

して、鈴木理事長には私を委員長に選んで頂き本当にあ

りがとうございました。一年間、色々な経験をさせて頂

きましたので今後に役立てていきたいと思います。 

 最後に、一年間支えて頂きました全てのメンバーに、

感謝と御礼を申し上げ委員長報告とさせて頂きます。一

年間、本当にお世話になりました。ありがとうございま

した。 

 

【担当例会報告】 

４月例会 

事業名 『他団体交流・名刺交換会』 

日 時 ４月１６日 

場 所 ミスターハイコック 

 

６月例会 

事業名 第３１回わんぱく相撲小山場所 

日 時 ６月７日 

場 所 栃木県立県南体育館 

 

８月例会 

事業名  『夏休み自由研究・作ろう！自分だけの夢ロ

ケット』 

日 時 ８月２２日 

場 所 小山市立第一小学校 
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事務局・財務局担当 

専務理事 稲葉 吉起 

 

本年度の事務局では、永藤事務局長を中心にフェイ

スブックを活用して、LOM 対内外に小山青年会議所の活

動を発信できたと感じます。日本青年会議所、関東地区

協議会、とちぎブロック協議会等の情報をメンバーの皆

様に提供し、各事業への積極的な参加を促すことができ

ました。各事業へ参加していただいたメンバーの皆様に

感謝申し上げます。また、財務局の活動は、表から見る

ことができませんが、田口財務局長の経費削減を常に念

頭においた働きで、限られた資金がより活きたものにな

ったと思います。会員拡大においては、近隣 LOM との意

見交換や他団体との交流会などを開催することが出来ま

したので、今後の会員拡大の原動力になったと思います。

専務理事としての一年間は、LOM の枠を超えて多くの事

業や講演会に足を運ぶ事で気づきや学びを得ることがで

き、青年会議所の活動や内容をより深く知るきっかけと

なりました。しかし、LOM 内に目を向けてみると、円滑

な理事会・例会運営が最後までできなかった事に際し、

メンバーの皆様にこの場をお借りしてお詫び申し上げま

す。 

結びになりますが、事務局の皆様と一緒に活動出来

た事に感謝すると共に、このような機会を与えて下さい

ました鈴木理事長に拝謝申し上げます。 



 －23－ 

 

 

 

事務局事業報告 

事務局長 永藤 秀明 

 

 事務局では、2014年の年末から動きだして、基本資

料作成など１月の京都会議まで慌ただしく動いていまし

た。しかし、専務をはじめ事務局員の皆様のおかげで乗

り切ることができました。ありがとうございました。そ

して私事ですが、2015年の 3月には 2店舗目のオープ

ンがあり、様々なやるべき事ができなくて、理事長、専

務とメンバーの皆様にご迷惑をおかけしました。1月、

7月、11月は定時総会の担当でしたので厳粛に執り行う

事ができました。問題は 12月例会の卒業式及び忘年会

でした。例年使用していた会場ではないので、卒業生が

満足できる演出、会場設営を事務局で頭を悩ましてまし

た。しかし、委員会の枠を超えていろんな意見をメンバ

ーから頂きまして達成できました。 

結びとなりますが、1年間ありがとうございました。 

 

 

【担当例会報告】 

1月例会 

事業名 第一回定時総会及び新年会 

日 時 １月 10日 

場 所 小山グランドホテル 

 

7月例会 
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事業名 第二回定時総会 

日 時 7月 3日 

場 所 小山商工会議所 

 

11月例会 

事業名 第三回定時総会 

日 時 11月 20日 

場 所 小山商工会議所 

 

12月例会 

事業名 卒業式及び忘年会 

日 時 12月 5日 

場 所 小山商工会議所 

    ミスターハイコック 

 

財務局事業報告 

財務局長 田口 敦史 

 

2015年度財務局は、「未来への懸け橋」をテーマに

小山青年会議所が翌年以降も健全に活動できるようにと

いう思いで活動してまいりましたが、不慣れな点もあり

戸惑うことも多くありつつも、稲葉専務、磯島先輩のご

指導のもとなんとか一年間の任期を終えることができま

した。 

 反省点としては、各委員会への予算執行や年会費の回

収、また会計報告でもスピーディな対応ができなかった

ことは、皆様にご迷惑をおかけしてしまったと思います。

また、結果的には計画より少ない取崩しですみましたが、

厳しい財政事情の中での予算の使い方についてよく考え
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ること、危機感を持つことをメンバーにもっと強く伝え

ることが必要だったかなと感じました。 

 今年度の経験を次年度にしっかり引き継ぎ、これから

の小山青年会議所の活動に役立てるようにしたいと思い

ます。 

 最後に、このような機会を与えていただきました鈴木

理事長、そしてメンバーの皆様に感謝申し上げます。あ

りがとうございました。 
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（５）出向者報告 

 

公益社団法人 日本青年会議所 

関東地区協議会 

地域人材育成委員会 

委員 古川 哲也 

 

 ２０１５年度、公益社団法人 日本青年会議所 関東

地区協議会 地域人材育成委員会に出向させて頂きまし

た。湯澤委員長に誘って頂き一年間、活動させて頂きま

した。色々な事に気づく一年間でした。そして、一年間

共に活動したメンバーとは、掛け替えのない仲間になれ

たと感じております。この関東地区で勉強した事を今後

の、ＪＣ活動、仕事、家庭に行かして行きたいと思いま

す。 

 最後に、この様な機会を与えて頂きました鈴木理事長、

快く送り出してくれたＬＯＭメンバーに感謝申し上げ、

出向者報告とさせて頂きます。 

 一年間、本当にありがとうございました。 

 

 

 

公益社団法人 日本青年会議所 

関東地区 栃木ブロック協議会 

とちぎネットワーク会議 

委員 吉新 昇弘 

 

2015 年度、とちぎネットワーク会議に出向の機会を

与えて頂きました。2014 年度の同期専務理事が委員長
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という事で、参加の意思もありましたが、なかなか思う

様に行かず、申し訳ない思いです。ただ、出向するにあ

たり貴重な経験をさせて頂きました。このような機会を

与えて下さった鈴木理事長に感謝を申し上げると共に、

出向の報告とさせていただきます。 

 

 

 

公益社団法人 日本青年会議所 

関東地区 栃木ブロック協議会 

とちぎまちづくり委員会  

委員 矢島 靖裕 

 

 とちぎまちづくり委員として出向させていただきまし

た。2014年に小山青年会議所に入会し、初めての栃木

ブロック出向ということで、日光会議では、たくさんの

方と知り合うことが出来ました。なかなか仕事の都合上、

参加できる機会は少なかったのですが、貴重な体験をさ

せて頂きました。 

 参加できる機会が少なかったのが心残りですが、後輩

のみなさんには、積極的に参加し、いろいろな経験を積

んでいただければと思います。 

 

 

公益社団法人 日本青年会議所 

関東地区 栃木ブロック協議会 

とちぎフォーラム委員会 

委員 齋藤 弘明 
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卒業年度は、栃木ブロック協議会に恩返しがしたい。

この我儘な意見を聞いて出向させて頂いた鈴木理事長に

感謝申し上げます。 

１１ＬＯＭ一丸となって展開するとちぎフォーラムで

は、各地会員会議所の出向メンバーと濃いつながりがで

き、非常に充実した一年となりました。各地で行ったご

当地委員会、なかなか懇親会への参加はできませんでし

たが、団結力は日に日に強くなるのを感じました。フォ

ーラムの当日は、私用で参加できず悲しい思い出となり

ました。しかしブロック出向はとても面白い。他のＬＯ

Ｍのいい処を話し合い、自分の地域に活かせるかをみん

なで考える時間が本当に面白かった。 

これからは、栃木ブロック協議会に出向した経験を現

役のメンバーに伝えていき、小山青年会議所が益々発展

していけるよう陰ながら応援していきます。一年間有難

うございました。 

 

 

 

公益社団法人 日本青年会議所 

関東地区 栃木ブロック協議会 

とちぎフォーラム委員会 

委員 磯山 貴志 

 

とちぎフォーラム委員会に、2015 年 7 月より出向さ

せていただきました。出向した率直な感想としては、皆

いろいろな人と繋がっているんだな、と感じさせられま

した。 

異なる LOM 間で、様々な人が集まっているのに対して、
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そこに強い信頼関係や仲間意識がある。これは驚くべき

事かと思います。しかし、出向で活動する中でその段階

へ至るまでの理由も分かりました。大きな事業を成功さ

せる為に、それぞれが力を合わせて気持ちを一つにして

取り組んでいるからこそ、この繋がりを作り上げている

のだと言えます。 

JC に入会した年で、このようにたくさんの人と繋が

れる機会を持てたというのは、短い期間ながらも、貴重

な経験でありました。私が出向しだした時には、既に事

業の方向性が固まり、自分の立ち回りが決まっていたと

いう事が、唯一の心残りではあります。意見を交わし事

業を作り込むのも、大変やりがいがあっただろうと感じ

ます。 

この時の気持ちを忘れず、人と繋がる気持ち、力を合

わせる大切さを自らが人に伝えられるよう、今回の出向

経験を生かしてまいります。この度は出向の機会を与え

ていただきありがとうございました。 
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（6）会員移動状況報告 

     
2015 年度当初正会員 

 
22 名 

     

     
2015 年度入会者 

 
6 名 

 
荒川 純司 磯山 貴志 近田 あゆみ 

 

 
関口 忠道 長 伸久 山本 雄大 

 

     

     
2015 年度退会者 

 
2 名 

 
鈴木 健治 田口 敦史 

  

     

     

     
2015 年度卒業生 

 
2 名 

 
齋藤 弘明 矢島 靖裕 

  

     

     

     

     
2016 年度 正会員 26 名 

  
特別会員 239 名 

  
賛助会員 5 名 

  
名誉会員 4 名 

 

 

 

 

 

 

 


