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（１）理事長報告 
 

         ２０１４年 スローガン 

           日々是好日 

         ～この一瞬を大事に～ 

一般社団法人 小山青年会議所 

４５代理事長 齋藤 弘明 

 

２０１４年は、小山青年会議所が創設され、４５周年という記念すべき年でありました。

偉大なる先輩たちが、築き上げた灯を絶やすことのできない大変さ、歴史と伝統を継続して

いく重圧感、今を見極めながら、これからの５年、１０年を創造し継承していく責任を感じ

ながらも、仲間と過ごせたこの一年は、充実した日々を送ることが出来ました。 

各委員長をはじめとする委員会は、私があげた基本方針・運動方針の真意を感じとり、素

晴らしい事業を展開して頂きました。初委員長として責任を感じ、試行錯誤しながらやり遂

げたもの、途中で挫折をしたもの、挫折した仲間のサポートをしたもの、仕事の繋がりでは

なく、【個】と【個】の繋がりで事業を成し遂げてくれたことに本当に感謝をしています。 

また『この一日は二度とない一日であり、かけがえの無い一時であり、一日である。』と

の想いで掲げたスローガンでありましたが、メンバーひとり一人、この意味をしっかりと汲

み取って事業が行われたことは、とても素晴らしい事と思います。 

青年会議所の活動を通して知り合った仲間、私たちの活動に賛同し協力をして頂いた、各

首長を始めとする行政の方々や各団体の方々、講師として参加して頂きました先生の皆様、

数えきれない方に協力を頂いたことに本当に感謝し、本年、学んだ多くの事をこれからの私

自身の生き方に活かしていきたいと考えております。さらにこの学んだことを、メンバー一

丸となり２０１５年度の活動に向け開花させ、我々の住むこの地域に浸透させ明るい豊かな

社会を築いていきましょう。 

最後に、この充実した一年を共にしてきたメンバーの皆様並びに小山青年会議所を下支え

して頂いております諸先輩に感謝の言葉を述べさせて頂きたいと思います。 

『誠にありがとうございました。』 
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２０１４年度理事長行動報告 

2013年 

９月 ３日（火） 第１回理事会 

  １０日（火） 委員会訪問 

  １２日（木） 理事長会 

  １２日（木）～１８日（水）第１回電子理事会 

  １８日（水） 委員会訪問 

  １９日（木） 委員会訪問 

  ２６日（木） 第１回三役会 

１０月 １日（火） 第２回理事会 

   １０日（金） 関東地区理事長予定者会議（宇都宮） 

   １６日（水） 第２回三役会 

   ２９日（火） 第３回理事会 

   ３１日（木） 第１回会員会議所会議（宇都宮） 

１１月 ６日（水） OB会ゴルフコンペ （小山 JC PR） 

    ８日（金） 第３回三役会 

   １２日（火） 小山東ライオンズチャリティーコンペ （小山 JC PR） 

   ２２日（金） 第４回理事会 

   ３０日（土） 第２回会員会議所会議（宇都宮） 

          さよならブロック 

１２月 ８日（日） (社)古河青年会議所卒業式 

    ９日（月） 第４回三役会 

   １２日（木） 野木町町長 訪問 

   １７日（火） 第５回理事会 

   ２０日（金） 第３回会員会議所会議（宇都宮） 

2014年 

 １月 ７日（火） 小山市新春賀詞交歓会 

   １１日（土） 第１回定時総会及び新年会 

   １６日（木） 第５回三役会 

   １７日（金） 小山市役所背民生活課訪問（市民討議会関係挨拶） 

   ２０日（月） おやまサマーフェスティバル推進会議 

第６回理事会 

   ２４日（金） 京都会議 （出向者委員会挨拶） 

   ２５日（土） 京都会議 （総会） 

   ２６日（日） 京都会議 山祝い 

   ２８日（火） 小山市社会福祉協議会 第１回評議員会 

   ２９日（水） (一社)栃木青年会議所新年会 

 ２月 ２日（土） 第１回会員会議所会議・日光会議 

５日（水） 栃木ブロック協議会会頭公式訪問（宇都宮） 

    ７日（金） OB会役員会訪問 

   １０日（月） 第３回おやま元気アップグルメ選手権実行委員会 第１回会議 
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   １２日（水） 第６回三役会 

   １３日（木） おやまサマーフェッティバル２０１４ 第１回実行委員会  

   １９日（水） 第７回理事会 

   ２４日（月） OB会役員会訪問 

   ２８日（金） 第２回会員会議所会議（宇都宮） 

３月 ８日（土） 復興創造フォーラム２０１４（福島県いわき市） 

   ９日（日） 復興創造フォーラム２０１４ 

  １１日（火） 第７回三役会 

  １２日（水） 小山青年会議所 OB会総会 

  １３日（木） ３月例会 ＪＡＹＣＥＥとしての誇り（ＶＭＶセミナー） 

  １４日（金） 第３回行政政策小山評定懇談会 

  １９日（水） 第８回理事会 

  ２７日（木） わんぱく相撲第１回実行委員会 

  ２８日（金） 小山市社会福祉協議会 第２回評議員会 

第３回会員会議所会議（宇都宮） 

４月１０日（木） 第８回三役会 

  １２日（土） まちなか交流センター開設 1 周年記念式典 

１３日（日） 第３回おやま元気アップグルメ選手権 

１５日（火） 市民討議会実行委員会 

１７日（木） 第９回理事会 

  １８日（金） 小山商工会議所青年部 第１回通常総会 

         栃木ブロック公開委員会 とちぎ政策推進委員会 

   ２１日（月） 栃木ブロック協議会とちぎ研修塾委員会  

VMVセミナー 

   ２２日（火） 市民討議会実行委員会 

２３日（水） ねんりんピック栃木２０１４小山市実行委員会 

       ４月例会 『夢(ﾋﾞｼﾞｮﾝ）の実現が生み出す経営戦略と、 

出会いが生み出す経営成長』 

   ２５日（金） 第４回会員会議所会議（宇都宮） 

   ２６日（土） ２０１４関東地区フォーラム 

   ２８日（月） わんぱく相撲第２回実行委員会 

５月 ２日（金） 栃木ブロック協議会とちぎ政策推進委員会  

憲法タウンミーティング  

    ８日（木） 市民討議会実行委員会 

コウノトリ・トキの舞うふるさとおやまをめざす会 総会 

   １２日（月） 第９回三役会 

   ２０日（火） わんぱく相撲第３回実行委員会 

   ２２日（木） ５月例会 ペップトーク講演会「やる気を引き出す魔法の言葉」 

   ２３日（金） 小山市社会福祉協議会 第３回理事会 

          第１０回理事会 

   ２６日（月） 灯の舞実行委員会 

   ２９日（木） 第１回行政製作小山評定懇談会 
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   ３０日（金） 第５回会員会議所会議（宇都宮） 

   ３１日（土） わんぱく相撲小山場所 準備 

（公社）日本青年会議所 国際会議支援委員会の委員会  

 ６月 １日（日） ６月例会 わんぱく相撲小山場所 

    ６日（金） 第６４回  ＪＣＩ ＡＳＰＡＣ（アジア太平洋会議）山形大会 

    ９日（月） 第１０回三役会 

   １０日（火） 中間監査 

   １６日（月） 栃木ブロック協議会地域ネットワーク委員会 

          防災ネットワーク構築セミナー ～守るべき地域のために～ 

   ２４日（火） 第１１回理事会 

   ２５日（水） アカデミー委員会へオブザーブ 

   ２６日（木） 第６回会員会議所会議（宇都宮） 吉新専務代理出席 

 ７月 ４日（金） ７月第一例会 第２回定時総会 

    ８日（火） 第１１回三役会 

   １１日（金） アカデミー委員会へオブザーブ 

   １７日（木） 第１２回理事会 

   １８日（金） OB訪問（４５周年に関するもの） 

   １９日（土） サマーコンファレンス（横浜） 

   ２１日（月） 第１回 献血（イオン） 

   ２２日（火） アカデミー委員会へオブザーブ 

   ２３日（水） ４５周年実行委員会 

   ２５日（金） 第７回会員会議所会議（宇都宮） 

   ２６日（土） ７月第二例会 灯の舞 

２８日（月） 小山市花火大会クリーンアップ 

２９日（火） ４５周年実行委員会 

   ３０日（水） 栃木ブロック協議会とちぎ研修塾委員会 

           繋げよう栃木の次代へ ～輝かしい未来へ！JCでスイッチオン～ 

   ３１日（木） アカデミー委員会へオブザーブ 

 ８月 ２日（土） わんぱく相撲全国大会 見送り 

          小山商工会議所青年部 事業参加 

    ３日（日） わんぱく相撲全国大会・山祝い 

    ６日（水） 第１２回三役会 

    ７日（木） 第１回 小山市総合計画策定懇話会 

    ９日（土） ８月例会 小山市民討議会２０１４ 

   １８日（月） 市制６０周年記念「農業・工業・商業ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ６０」実行委員会 

   ２２日（金） わんぱく相撲 報告会 

          ４５周年実行委員会 

   ２５日（月） 第１３回理事会 

   ２７日（水） アカデミー委員会へオブザーブ 

   ３１日（日） 栃木ブロック協議会 栃木フォーラム（佐野） 

 ９月 １日（月） ４５周年実行委員会 

    ６日（土） 家族交流会（BBQ） 
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    ８日（月） 第１３回三役会 

    ９日（火） 市民討議会実行委員会 

   ２０日（土） ４５周年実行委員会 

   ２１日（日） ９月例会 ４５周年記念式典・祝賀会 

   ２５日（木） 第１４回理事会 

   ２６日（金） 第８回会員会議所会議（宇都宮） 

   ２８日（日） 関東地区大会（千葉） 

１０月 ５日（日） ねんりんピック栃木２０１４  

    ６日（月） 第１４回三役会 

    ８日（水） 小山市社会福祉協議会 第４回評議員会 

   １０日（金） 火の舞実行委員会 反省会 

   １１日（土） 全国会員大会・松山大会 

   １２日（日） 全国会員大会・松山大会 

   １４日（火） 栃木ブロック公開委員会・とちぎ研修塾委員会 

   １６日（木） 理事長会 

   ２０日（月） 第１６回理事会 

   ２１日（火） １０月例会 アカデミー委員会 

『わかるとできるの違いを体感しよう』～今更聞けない商談マナー～２

２日（水） おやま JC OB会ゴルフコンペ  

   ２４日（金） 第９回会員会議所会議（宇都宮） 

   ２６日（日） 小山市制６０周年式典 

   ２７日（月） 栃木ブロック協議会 アワード予選 

１１月 ３日（月） 第２回 献血 （イオン） 

４日（火） 第１５回三役会 

 ９日（日） 第２回全体会議（さよならブロック） 

   １１日（火） 第２回市制６０周年記念市民オペラ実行委員会 

          第１７回理事会 

   １５日（土） ありがとう関東地区 式典 （さいたま市） 

   １７日（月） 衆議院議員公開討論会及び合同個人演説会 第１回実行委員会 

   １９日（水） 栃木ブロック公開委員会・JCネットワーク委員会 

   ２０日（木） 第１８回理事会 

          第３回定時総会 

   ２４日（月） 衆議院議員公開討論会及び合同個人演説会 第２回実行委員会 

１２月 ４日（木） 第１６回三役会 

    ７日（日） ｅ－みらせん個人演説動画配信 （衆議院選挙） 

 ７日（日） １２月例会 卒業式及び忘年会 

１５日（月） 第１０回会員会議所会議（宇都宮） 

１７日（水） 最終監査 

１８日（木） 第２回小山市総合計画策定懇話会 

２０日（土） 関東地区協議会 第１１回役員会議（宇都宮） 

２２日（月） 第１回 小山市社会福祉協議会災害ボランティアセンター 

       設置・運営マニュアル策定委員会 
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（２）理事会報告 

 

＜第 1回＞ 

日 時：平成 25年 9月 3日（火）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

第 1号議案  2014年度理事長基本方針案承認の件 

第 2号議案  2014年度運動基本方針案承認の件 

第 3号議案  2014年度スローガン案承認の件 

第 4号議案  2014年度組織図案承認の件 

第 5号議案  2014年度事務局長・財務局長選任承認の件 

第 6号議案  2014年度委員長副委員長選任承認の件 

第 7号議案  2014年度事務局選任承認の件 

第 8号議案  2014年度委員会配属承認の件 

 

＜第 2回＞ 

日 時：平成 25年 10月 1日（火）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

 

＜第 3回＞ 

日 時：平成 25年 10月 29日（水）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

第 1号議案  2014年度担当例会（案）承認の件 

第 2号議案  2014年度 45周年・拡大委員会年間事業計画（案）承認の件 

第 3号議案  2014年度研修・拡大委員会年間事業計画（案）承認の件 

第 4号議案  2014年度青少年育成委員会年間事業計画（案）承認の件  

第 5号議案  2014年度まちづくり委員会年間事業計画（案）承認の件 

第 6号議案  2014年度事務局年間事業計画（案）承認の件 

第 7号議案  2014年度財務局年間事業計画（案）承認の件 

第 8号議案  2014年度収支予算（案）承認の件 

第 9号議案  公益社団法人日本青年会議所出向者承認の件 

 

＜第 4回＞ 

日 時：平成 25年 11月 22日（火）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

第 1号議案  2014年度 1月例会「第 1回定時総会」承認の件 

第 2号議案  2014年度 1月例会「新年会」承認の件 

第 3号議案  2014年度ホームページ運営承認の件 

第 4号議案  2014年度基本資料及び会員名簿作成承認の件 

第 5号議案  2014年度会員名簿追加シール作成承認の件 
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＜第 5回＞ 

日 時：平成 25年 12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  わんぱく相撲実行委員会承認の件 

 

＜第 6回＞ 

日 時：平成 26年 1月 20日（月）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

第 1号議案  45周年記念式典実行委員会設置承認の件 

 

＜第 7回＞ 

日 時：平成 26年 2月 19日（水）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

第 1号議案  2014年度市民討議会実行委員会設置承認の件 

第 2号議案  2014年度 3月例会承認の件 

第 3号議案  2014年度 4月例会承認の件 

第 4号議案  正会員入会承認の件 

第 3号議案  新入会員委員会配属承認の件  

 

＜第 8回＞ 

日 時：平成 26年 3月 19日（水）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

第 1号議案  2014年度 6月例会承認の件 

 

＜第 9回＞ 

日 時：平成 26年 4月 17日（木）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 4F中会議室 

第 1号議案  2014年役員選任管理委員会設置承認の件 

第 2号議案  2014年役員選任管理委員会事業承認の件 

 

＜第 10回＞ 

日 時：平成 26年 4月 23日（水）17：30～ 

場 所：ミスターハイコック 

第 1号議案  5月例会承認の件 

＜第 11回＞ 

日 時：平成 26年 5月 23日（金）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 4F 中会議室 

第 1号議案  2014年度委員会事業「献血」承認の件 

第 2号議案  2014年度 6月例会承認の件 

第 3号議案  正会員入会承認の件 

第 4号議案  新入会員委員会配属承認の件 

＜第 12回＞ 
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日 時：平成 26年 6月 24日（火）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

第 1号議案  2014年度 7月第一例会「定時総会」承認の件 

第 2号議案  2014年度 7月第二例会「灯の舞」承認の件 

第 3号議案  2014年度補正予算承認の件 

第 4号議案  2015年度理事長候補者承認の件 

 

＜第 13回＞ 

日 時：平成 26年 7月 17日（木）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

第 1号議案  2014年 8月委員会事業「わんぱく相撲全国大会」承認の件 

第 2号議案  2014年度 8月例会承認の件 

第 3号議案  2014年度 9月例会承認の件 

第 4号議案  正会員入会承認の件 

第 5号議案  新入会員委員会承認の件 

 

＜第 14回＞ 

日 時：平成 26年 8月 25日（月）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

 

＜第 15回＞ 

日 時：平成 26年 9月 25日(木)20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

第 1号議案  2014年度 10月例会承認の件 

第 2号議案  2014年度 11月例会承認の件 

第 3号議案  2014年度褒章審議委員会設置承認の件 

 

＜第 16回＞ 

日 時：平成 26年 10月 20日（月）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F役員議員室 

第 1号議案  2014年度 11月委員会「献血」承認の件 

 

＜第 17回＞ 

日 時：平成 26年 11月 11日（火）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 4F中会議室 

第 1号議案  2015年度定款諸規則変更承認の件 

第 2号議案  2014年度 12月例会「卒業式及び忘年会」承認の件 

第 3号議案  2014年度褒章審議委員会設置承認の件 

 

 

＜第 18回＞ 

日 時：平成 26年 11月 20日（木）20：00～ 
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場 所：小山商工会議所 4F 大会議室 

第 1号議案  2014年度褒章審議委員会事業承認の件 

第 2号議案  2015年度理事長方針（案）及び運動方針（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年度委員会事業計画（案）承認の件 

第 6号議案  2015年度収支予算（案）承認の件 

第 7号議案  2015年度担当例会（案）承認の件 

 

＜第 19回＞ 

日 時：平成 26年 12月 22日（月）20：00～ 

場 所：小山商工会議所 2F 役員議員室 
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（３）総会・例会報告 

 

総会報告 

 

＜第 1回定時総会＞ 

日時  平成 26年 1月 11日（土）17:00開会 

場所  小山グランドホテル 

 第 1号議案  2013年度事業報告承認の件 

 第 2号議案  2013年度収支決算報告承認の件 

 第 3号議案  2013年度監査報告承認の件 

                以上、承認される 

＜第 2回定時総会＞ 

日時  平成 26年 7月 4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  2014年度補正予算承認の件 

 第 2号議案  2015年度理事長予定者確定の件 

        ・・・第 46代理事長 鈴木 健治君 

第 3号議案  2015年度監事予定者選任の件 

・・・監事：吉新 昇弘君 

第 4号議案  2015年度理事予定者選任の件 

       選挙の結果、下記 7名が決定された 

       稲葉吉起、中屋大、永藤秀明、 

大木英憲、斎藤洋介、田口敦史  

古川哲也 

以下 5名が推薦理事として決定された 

阿部大記、石川浩丈、石川大祐、 

吉新 昇弘、関矢統子 

第 5号議案  2015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：石川大祐、中屋大 

・・・専務理事：稲葉吉起 

                以上、承認される 

 

＜第 3回定時総会＞ 

日時  平成 26年 11月 20日（木）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 

2,庶務規則  

3,小山青年会議所定款 

4,役員選任規則 
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5,理事会規則 

第 2号議案 2015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  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年度収支予算（案）承認の件 

第 6号議案  2015年度担当例会案承認の件 

第 7号議案  2015年度委員会事業計画（案）承認の件 
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例会報告 

 

【1月例会】（担当：事務局） 

日 時：平成 25年 1月 11日（土） 

場 書：小山グランドホテル 

事業名：1月例会「2014年度第 1回定時総会・新年会」 

 

【3月例会】（担当：研修・拡大委員会） 

日 時：平成 26年 3月 13日（木） 

場 所：小山商工会議所 4F 大会議室 

事業名：3月例会『JAYCEEとしての誇り（VMVセミナー）』 

 

【4月例会】（担当：45周年・拡大委員会） 

日 時：平成 26年 4月 23日（水） 

場 所：ミスターハイコック 

事業名：4月例会『夢(ﾋﾞｼﾞｮﾝ)が生み出す経営戦略と、出逢いが生み出す経営成長』 

 

【5月例会】（担当：45周年・拡大委員会） 

日 時：平成 26年 5月 22日（木） 

場 所：ベルジューネ迎賓館 

事業名：5月例会『ペップトーク講演会「やる気を引き出す魔法の言葉」』 

 

【6月例会】（担当：青少年育成委員会） 

日 時：平成 24年 6月 1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 30回わんぱく相撲小山場所」 

 

【7月例会】（担当：事務局） 

日 時：平成 26年 7月 4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：まちづくり委員会） 

日 時：平成 26年 7月 26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：まちづくり委員会） 

日 時：平成 26年 8月 9日（土） 

場 所：城南交流センター 

事業名：8月例会 2014年度小山市民討議会「ウェルカムまちづくり」 
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【9月例会】（担当：45周年・拡大委員会） 

日 時：平成 26年 9月 21日（日） 

場 所：小山グランドホテル 

事業名：9月例会『一般社団法人 小山青年会議所 創立４５周年記念式典・祝賀会』 

【10月例会】（担当：アカデミー委員会） 

日 時：平成 26年 10月 21日（火） 

場 所：ヴィラ・デ・マリアージュ 

事業名：10 月アカデミー例会「わかるとできるの違いを体感しよう」～今更聞けない商談

マナー～ 

 

【11月例会】（担当：事務局） 

日 時：平成 26年 11月 20日（木） 

場 所：小山商工会議所 4F大会議室 

事業名：2014年度第 3回定時総会 

 

【12月例会】（担当：まちづくり委員会） 

日 時：平成 26年 12月 7日（日） 

場 所：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 

 

４５周年・拡大委員会担当 

副理事長 磯島 貴司 

 

２０１４年度、４５周年拡大委員会では、石川大祐委員長を中心に、会員拡大と４月、９

月例会を担当しました。９月例会の４５周年式典がメインの事業となり、委員会メンバーだ

けでなく実行委員会を立ち上げてメンバー全員が一丸となって取組み、すばらしい式典を執

り行うことができました。私は今年度卒業ということで、このような重要な委員会の担当に

させていただき、貴重な体験をできたことと、本委員会を支えてくれたすべてのベンバーに

感謝を申し上げ、４５周年拡大委員会の報告とさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

 

 

４５周年・拡大委員会事業報告 

委員長 石川 大祐 

 

２０１４年度、４５周年・拡大委員会では「一日一生」をテーマに創立４５周年記念式典を

中心に、活動して参りました。委員長として至らない点が多々あったとは思いますが、４５

周年式典・祝賀会共に、滞りなく開催する事が出来ました。これも委員会の枠を超え、全メ

ンバーの皆様のご協力のお陰です。 

 ５年後の５０周年の成功に向け、全てのデータをしっかり保存させて頂きます。最後に多

くのフォローをして頂きました磯島副理事長、そしてメンバーの皆様、一年間有難うござい

ました。 

 

 

【担当例会報告】 

4月例会 

事業名 『夢(ﾋﾞｼﾞｮﾝ)が生み出す経営戦略と、出逢いが生み出す経営成長』』 

日 時 4月 23日（水） 

場 所 ミスターハイコック 

 

9月例会 

事業名 『一般社団法人 小山青年会議所 創立４５周年記念式典・祝賀会』 

日 時 9月 21日（日） 

場 所 小山グランドホテル 

 

 

青少年育成委員会担当 

 

副理事長 田中宏孝 
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 ２０１４年度青少年育成委員会では、齋藤理事長の運動方針に基づき、高根委員長の掲

げた「未来の担い手である子どもの育成」を委員会テーマに継続事業である、６月のわん

ぱく相撲小山場所を軸に、その他の事業として１１月の献血事業と１２月の卒業式及び忘

年会を運営する予定でした。まず、６月のわんぱく相撲小山場所に関しましては、子ども

達へ大会を通じて感じる勝負の喜びや悔しさなどの他、本年度は第３０回の記念大会とい

うことで、小山市相撲連盟の福田会長、鈴木自動車販売の鈴木社長のご協力得て追手風部

屋より２名の力士に来て頂き、子ども達の前でぶつかり稽古等を披露して貰いました。出

場した子ども達からは喜んで貰い、大会を無事終えることが出来ました。その後、残念な

がら高根委員長が一身上の都合により活動が出来なくなってしまい、１１月の献血事業・

１２月の卒業式及び忘年会に関しましては、当委員会のサブ委員会でありました、まちづ

くり委員会・永藤委員長へ急遽お願いすることとなってしまいました。 

 最後に、この貴重な役職や経験の場を与えて下さいました齋藤理事長、そして高根委員

長、大変な思いをさせてしまいました、まちづくり委員会・永藤委員長、小山青年会議所

メンバーの皆さんに感謝申し上げ担当報告とさせて頂きます。本当に有り難うございまし

た。 

 

 

青少年育成委員会事業報告 

 

【担当例会報告】 

6月例会 

事業名『第 30回わんぱく相撲小山場所』 

日 時 6月 1日（日） 

場 所 栃木県立県南体育館メインアリーナ 

 

8月委員会事業 

事業名 『第 30回わんぱく相撲全国大会』 

日 時 8月 3日（日） 

場 所 両国国技館 

 

 

研修・拡大委員会担当 

副理事長 奥澤 亮 

 

２０１４年度研修・拡大委員会では、田口委員長、大木副委員長、岡田委員３名のメンバ

ーで１年間運動をさせて頂きました。 

委員長、副委員長共に初理事という中で、３月例会、５月例会、スピーチ研修事業を年間

通し行ってきましたが、慣れない事もあり皆様にはご迷惑もお掛けいたしました。ＪＣは出

来る事をやっても意味がないと思います。出来ない事に挑戦する事に意義がある。 

大変な事や、辛かった事、時には私とぶつかり口論になった事もありました。３人の委員

会メンバーは昨年より確実に成長したと思います。 
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これからも失敗を恐れず何事にも挑戦し、更なる飛躍を祈念し年間報告といたします。 

１年間大変お世話になりました。 

 

 

研修・拡大委員会事業報告 

委員長 田口 敦史 

 

2014年度研修・拡大委員会では、『輝く個人でつながる人の輪』をテーマにして、会員

拡大を目指す我々がまずもって輝くことが第一だということを念頭に活動してまいりました。 

 3月例会では、VMVセミナーを行い、青年会議所活動とはなんぞやということを、みなで

一緒に考え、再認識できる例会を実施しました。 

 5月例会では、ペップトーク講演会を実施し、岩崎先生による心に響く講演会を開催する

ことができました。メンバー皆様のご協力のおかげをもちまして、商工会青年部やビジター

の多くの方々にもお越しいただきまして、当初の目標まではいかないまでも 51名参加の例

会を行うことができました。 

 会員拡大という面では、ご期待に沿うような活動にはいたりませんでしたが、初理事での

手探りの委員会活動の中で、なんとか一年間を乗り越えられたのも、齋藤理事長、奥澤副理

事長、委員会メンバーまた小山青年会議所のメンバーみなさんのフォローがあってこそでし

た。本当に感謝しております。一年間どうもありがとうございました。 

 

 

【担当例会報告】 

３月例会 

事業名 『JAYCEEとしての誇り（VMVセミナー）』 

日 時 3月 13日（木） 

場 所 小山商工会議所 大会議室 

５月例会 

事業名 『ペップトーク講演会「やる気を引き出す魔法の言葉」』  

日 時 5月 22日（木） 

場 所 ベルジューネ迎賓館 

委員会事業 

事業名 『スピーチ研修事業（３分間スピーチ）』 

日 時 4月から 12月 

場 所 各例会会場 

 

まちづくり委員会担当 

副理事長 鈴木 健治 

 

まちづくり委員会では永藤委員長をはじめとする体制で市民討議会を中心に活動を行ってき

ました。市民討議会ではテーマを例年とは違う工夫を行い違った角度でテーマ選定を行った

ことが特徴としてありました。また、灯の舞についてはメンバー数が減少の中、ＯＢを中心

に声掛けを積極的に行い担ぎ手が見込める安定的な手配に従事しました。また、当初予定に
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なかった卒業式・忘年会に対しても積極的に取組み、まとめられていることから永藤委員長

をはじめとするまちづくり委員会が大きく成長できた年であると考えております。委員会の

皆様、本当にお疲れ様でした。 

 また、副理事長として齋藤理事長を支える役として１年間振り返ってみると、逆に斉藤理

事長に様々な点で面倒をみていただいている側面がおおく役割を全うできなかった点が多々

あったと反省しております。力不足ではありましたが１年間このような機会を与えていただ

きました齋藤理事長をはじめとするメンバーの皆様に感謝申し上げます。 

 

 

まちづくり委員会事業報告 

委員長  永藤 秀明 

 

 2014 年度まちづくり委員会では、地域の発展に尽力していき、明るい豊かなまちづくりをテ

ーマに励んできました。 

 献血（7月、11月）では、目的や献血者を増やすためにどうしたら良いかを委員会で 

話し合いました。そのため、改めて献血の事を学べる機会を得る事ができました。 

 7月第二例会 灯の舞では、メンバー数が少ない為に担げるかどうか不安でした。 

そこで、OBや市役所職員、学生などの協力もあり、50名の参加を募ることができました。 

人に協力を求めるには、やはり熱意を直接伝える事が大事だなと思いました。 

 8 月例会 市民討議会では、小山市民の声を市政に届けるために、無作為に選んだ 20 歳から

40 歳の市民を対象に、参加者 39 名で、テーマに基づき討議しました。そこで出た結果を報告書

にまとめ、市長に提言書を提出しました。2014 年度では、白鴎大学生も実行委員会から市民討

議会当日まで協力して頂きました。また、懇親会にも参加してくれて、メンバーとの交流もでき

ました。 

 12 月例会 卒業式及び忘年会では、5 名の卒業生を気持ちよく送り出したいという想いで頑張

りました。しかし、企画演出と卒業記念品が何が良いのかわからなくて困っていた所、OB の前

田先輩を始め、委員会メンバー以外の方に、案を頂きました。 

また、褒章では、ミスターJC を頂きました。とても嬉しかったです。実は、恐いことがありま

して、2014年度基本資料の目標欄にミスターJCと記入していました。 

この 1 年は、大変でしたが、乗り切ったという自信がつきました。本当に齋藤理事長始めとする

メンバーの皆様には感謝しています。 

 

【担当例会報告】 

7月第２例会 

事業名：7月第 2例会「灯の舞」 

日 時：平成 26年 7月 26日（土） 

場 所：小山市駅西口 

 

 

８月例会 

日 時：平成 26年 8月 9日（土） 

場 所：城南交流センター 



19 

 

 

１２月例会 

事業名：12月例会「卒業式及び忘年会」 

日 時：平成 26年 12月 7日（日） 

場 所：ミスターハイコック 

委員会事業 

事業名：『献血』 

日 時：一回目 7月 21日（月）、二回目 11月 3日（月） 

場 所：イオンモール小山 

 

 

事務局・財務局担当 

 専務理事 吉新 昇弘 

 

 本年度、事務局・財務局では、2013 年度同様に少ない人員での運営でした。初理事、初

事務局の阿部事務局長、事務局セクレタリーの経験のある稲葉財務局長、そして頼りにな

る斉藤陽介委員、入会間もない宇佐美委員。全員がそれぞれの役をこなして頂き、一年間

スムーズに会の運営が出来たと思います。 

 阿部事務局長は、日本本会出向という大役もこなし、一年間を通して時間の許す限りＪ

Ｃライフを満喫出来たと思います。 

 稲葉財務局長は、財務局として、財務をしっかりと管理して頂き、また事務局長のフォ

ロー役の事務局員としても活動して頂き、大変な一年間だったと思います。2015 年度も専

務理事として真摯に対応できる、これ以上ない人柄だと思います。頑張ってください。 

 事務局委員としては、議事録を遅れる事無くアップして頂いた斉藤陽介委員。事務局長

のフォローを嫌な顔をする事無く引き受けてくれました。2015 年度は委員長として、実力

を遺憾なく発揮してください。 

 2014 年度、齋藤理事長の基、会の運営が滞りなく出来た事に関し、感謝の思いでいっぱ

いです。一年間大変お疲れ様でした。また、この様な機会を与えて下さった齋藤理事長、

一年間有難うございました。 

  

 

事務局事業報告 

事務局長 阿部 大記 

 

2014 年度事務局は「スキルＵＰ」を目指し一年間に活動してきました。 右も左もわから

ないスタートではありましたが、終わってみると色々な知識、経験、活動の流れが身につ

いたと思います。 

齋藤理事長から「事務局をやれば全ての流れがわかるようになる」と言われた通りでとて

もいい勉強になりこのような機会を与えていただきありがとうございました。 

また嫌な顔をせずに一年間フォローしていただいた事務局員の斎藤委員、宇佐美委員、稲

葉財務局長、そして 

日本青年会議所出向と事務局長の役を両立することができたのは担当の吉新専務の多大な
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るフォロー、サポートのおかげでこの一年を乗り越えることができました本当にありがと

うございました。 

 

【担当例会報告】 

1月例会 

事業名 第 1回定時総会・新年会 

日 時 1月 11日（土） 

場 所 小山グランドホテル 

7月例会 

事業名 第 2回定時総会 

日 時 7月 4日（金） 

場 所 小山商工会議所 4Ｆ 大会議室 

 

11月例会 

事業名 第 3回定時総会 

日 時 11月 20日（木） 

場 所 小山商工会議所 4Ｆ 大会議室 

 

【通年事業報告】 

2014年度基本資料及び会員名簿作成 

2014年度ホームページの運営 

2014年度会員名簿追加シール作成 

理事会・三役会の設営 

JCルームの維持及び管理 

新入会員証伝達式 

出向者に関する事業 

日本青年会議所他、各大会等の設営 

年賀状の作成・郵送 

商工会議所ニュースの掲載 

会員拡大事業 

 

 

財務局事業報告 

財務局長 稲葉 吉起 

 

本年度、財務局では、「入る量りて出ずるを為す」をテーマに適正かつスムーズな財務

運営を行うと共に、前年度から引き継いだ会計処理をしっかりと行う事を目的として取り

組んで参りました。 

私自身 LOMの財務は、初めての経験で戸惑う事が多々ありましたが、磯島副理事長の親

切丁寧なご指導の下一年間、財務局長を全うする事が出来ました。 

また、本年度は、45周年という（一社）小山青年会議所の節目の年という事で、多くの歴

代理事長の皆様やＯＢ会員の皆様から周年事業へのご支援、ご協力をいただきました。こ
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の場をお借りして厚く御礼申し上げます。例会や委員会事業において、各委員長や担当副

理事長の皆様には、スムーズな予算執行ができなかったことがあり多大なるご迷惑をおか

けしました。また、中間・最終監査では、LOMの財務の重要性を改めて感じ、会員拡大の

必要性を再認識しました。 

本年度、LOM内外の多くの事を学び、有意義な一年間を過ごすことが出来たのも青年会議

所メンバーの皆様のお力添えがあってのことだと思います。 

結びになりますが、このような機会を与えていただきました齋藤理事長に感謝申し上げ、

本年度の事業報告とさせていただきます。 一年間本当に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  

国際会議支援委員会 

委員長  関矢 統子 

 

２０１４年度、公益社団法人 日本青年会議所 国際グループ 国際会議支援委員会に副

委員長として、出向させて頂きました。本年度は新年１月頭から、ＪＣＩ ＡＳＰＡＣ山形

大会の為に、台湾、香港の地で、山形の実行委員会メンバーと共に、盛大に参加動員のＰＲ

をして参りました。また、６月４日からのＡＳＰＡＣ山形大会本番では、国際フォーラム～

世界に通用する日本人の価値観や文化～で設営の責任者を務めさせて頂き、５１６人の集客

で、大成功を収める事が出来ました。また、７月にニューヨークの国連本部で開催されたグ

ローバルパートナーズサミット及び、少年少女国連大使の事業においては、当委員会として、

会場設営と議長招待レセプションを担当させて頂きました。 

今回の出向で特に感じた事は、国際フォーラムにおいては、トークセッションのパネリス

トの１人に２０１４年 ミス・ユニーバース日本大会代表の辻恵子氏、また少年少女国連大

使の事業では、学生参加者の３分の２以上が女子生徒だった事で、昨今では日本でも、性別

に捉われる事がなく、男女がそれぞれの立場や役割を尊重し合い、ボーダレスな社会でグロ

ーバル化の波に乗れる様な、マンパワーのみならず、ウーマンパワーを、目の当たりに致し

ました。 

私自身も本年度は、１５名の小委員会メンバーを日本の各地青年会議所から輩出して頂き、

年齢も性別も卓越し、同じ価値観の下、同じ任務を遂行し、目標を達成出来た事で改めて、

出向者メンバー一人ひとりの存在の重要性を再認識し、組織とは決して一人の力では成立す

るのではなく、皆に支えられながら、苦楽を共に経験し、初めて仲間との絆、友情が芽生え

る事を、実感する事が出来た一年になりました。 

この様なかけがえのない機会を与えて下さった、齋藤理事長を始めとする、小山青年会議

所のメンバーの皆様に心より感謝を申し上げ、私の出向報告とさせて頂きます。 

 

 

公益社団法人日本青年会議所  

国際会議支援委員会 

委員 奥澤 亮 

 

 ２０１４年度公益社団法人 日本青年会議所国際会議支援委員会、関矢 統子副委員長の小

幹事として１年間出向の機会を頂きありがとうございました。この委員会は日本で国際会議

が開かれる年に新設される委員会です。今年の６月４日～６月７日ＪＣＩ ＡＳＰＡＣ山形

大会が山形の地にて開催され、私が配属された委員会の担いは、国外へのＪＣＩ ＡＳＰＡ

Ｃ山形大会参加促進、日本のファンづくり事業推進として、ＪＣＩ ＡＳＰＡＣ山形大会で

の国際フォーラムの開催でした。１月の年当初より台湾、香港でのＰＲ、３月には台湾の高

雄で開催されたＡＳＰＡＣセネターゴルフでのＰＲ、国際渉外と平行し国内渉外では全国各

地４７ヶ所中８ヵ所のＰＲに訪れ、沢山の貴重な経験もさせて頂きました。６月のＪＣＩ 
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ＡＳＰＡＣ山形大会では、１週間山形の地で１つの大会を成功させる想いを持つ多くの仲間

と共に魂を焦がしました。そして国際フォーラムでは、ＡＳＰＡＣ開催過去最高の入場者数

を記録し、日本のファンづくり発信が最高の形で出来たフォーラムとなりました。関矢副委

員長の熱い想いがＪＣＩアジア・パシフィックエリアを中心とした海外会員、国内各地会員

会議所会員、山形の一般市民の方々に届いた結果です。そのような機会に携われた事は、自

分自身生涯の人生において宝物となりました。７月にはグローバルパートナーシップサミッ

ト（ＧＰＳ）にはじめて参加し、ニューヨークにある国連の本部に訪れ総会議場にも入室し、

議長招待レセプションでは普段絶対に貸して頂く事が出来ないチプリアーニでのレセプショ

ンパーティー開催も実現致しました。日本青年会議所メンバー数百名と訪れた、ヤンキース

タジアムでの野球試合観戦も良い思い出です。どれもＪＣだからこそ経験出来る素晴らしい

事ばかりです。ＡＳＰＡＣ山形大会が終ってからも、ＪＣＩ台湾全国大会、ＪＣＩ香港全国

大会、ＪＣＩ韓国全国大会、ドイツで開催されたＪＣＩ世界会議ライプツィヒ大会にも参加

する機会を頂き、日本全国、世界中の同じ志を持った多くの仲間と知り会える沢山の貴重な

経験が出来た１年間でした。私自身皆さんに伝えたい事は、青年会議所に在籍出来るのは４

０歳までと期限が決められております。その決められた期限の中で、自己犠牲という覚悟を

背負い、どれだけの事が出来るか。成功は約束出来ませんが、自分が背負った覚悟の分だけ

必ず成長は出来ます。青年会議所会員でいる限りいろいろな事に挑戦し続けていって頂きた

いと思います。 

 

 

公益社団法人日本青年会議所  

国際会議支援委員会 

委員 阿部 大記 

 

 公益社団法人 日本青年会議所 国際会議支援委員会の委員として関矢副委員長、奥澤

小幹事と共にたくさんの人と出会っていきたいという思いで出向をさせていただきました。 

国内８か所国外１か所の渉外活動をはじめ山形ＡＳＰＡＣでの国際フォーラム、ＧＰＳなど

の普通に過ごしていたら出来ない経験をすると同時にＪＣ内外問わずたくさんの人たちと出

会うことができました。 また金沢で行われた第 11 回の最終委員会では当委員会唯一の皆

勤賞をいただくことができました。 

これも小山青年会議所メンバーのフォローしていただいたおかげでもらうことができました。 

一年間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 

副会長 岡野 宣裕 

 

 とちぎフォーラム委員会担当副会長として出向させていただきました。今年のフォーラム

は佐野で開催され、一般社団法人佐野青年会議所の沢山の皆さんと、各地青年会議所からフ

ォーラム委員会に出向してきた皆さんと、本当に多くの時間を共有し、同じ気持ちで事業に

取り組むことが出来ました。 
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 栃木ブロックの運営に携わらせていただき、本当に多くの仲間を得ることができ、沢山の

貴重な体験をさせていただきました。本当に楽しい１年間でした。 

 青年会議所の活動は求めれば与えられる機会を得ることができると思います。後輩の皆さ

んには、ぜひ積極的に求め、多くのものを得ていただきたいと思います。 

 貴重な機会を与えてくださった齋藤理事長と支えてくださった各地青年会議所のとちぎフ

ォーラム委員会出向メンバーの皆さんに感謝申し上げ、栃木ブロック協議会副会長報告とさ

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 

とちぎ政策推進委員会 

副委員長 古川 哲也 

 

 ２０１４年度公益社団法人 日本青年会議所 関東地区栃木ブロック協議会 とちぎ政策

推進委員会 副委員長という立場で出向する機会を与えて頂き、小山青年会議所メンバーの

皆様に、心より感謝申し上げます。 

 今回は、何度か出向させて頂いたとちぎフォーラム委員会ではなく、とちぎ政策推進委員

会に副委員長という立場で、出向させて頂き、とても良い緊張感の中活動する事ができ、佐

藤副会長、小久保委員長のもと一年間委員会運営や事業計画書そして人に頼む事の難しさを

ご指導頂き、とても勉強になりました。何より、出向して集まったメンバーと共に事業を作

り上げる事の楽しさを再認識出来る一年でした。そして私自身とても楽しく過ごせる一年で

した。 

 今年の栃木ブロックで学んだ事を小山青年会議所にフィードバック出来るよう来年も青年

会議所活動に慢心していく所存です。 

 最後に、このような機会を与えて頂きました、齋藤理事長に感謝申し上げ、公益社団法人 

日本青年青年会議所 関東地区 栃木ブロック協議会 とちぎ政策推進委員会 副委員長とし

ての報告とさせて頂きます。 

 一年間、誠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 

とちぎ研修塾委員会 

委員 斎藤 陽介 

 

本年度、とちぎ研修塾委員会に出向させて頂きました。「スイッチ・オン」を合言葉に青

木委員長をはじめ、男気あふれるメンバーが揃った委員会でした。初の出向ということで不

安はありましたが、折角機会を与えて頂いたのだからと思い切って飛び込んでみました。す

ると、そこには沢山の出会いがあり、委員会事業をメンバーと共に行い、成し遂げ、気が付
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くと困った時に相談出来る関係を築けていました。これが「仲間」なんだ！と実感のできる

一年を過ごす事が出来ました。この経験を今後、小山青年会議所に活かしていきたいと強く

思いました。  

とても素晴らしい機会を与えて頂いた齋藤理事長、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 

JC ネットワーク委員会 

委員 田村 友則 

 2014 年度、JC ネットワーク委員会に出向させていただきました。こちらの委員会では、

栃木ブロック各 LOM間の会員拡大の状況確認・情報交換を中心に栃木フォーラム内での一般

の方々への JC 運動の PR、栃木ブロックアワードの設営を行いました。卒業年度に最初で最

後の出向でしたので、小山 JCの代表として出席は出来るだけ行おうと思いました。 

一年間、ブロックの委員会に参加させていただいて、各地の LOMの方々との交流が出来て

大変楽しめましたし、勉強になることも多々ありました。 

また、会員拡大におきましては小山だけでなく、各 LOMも苦戦している現状を確認するこ

とが出来ました。 

この経験を今後の会員拡大に生かして活きたいですと言いたいところでしたが、残念ながら

卒業となってしまいました。小山 JC もメンバーが少なくなり、大変な時期に差し掛かって

いるかと思いますが、今後は、OBとして後輩達の活動を支援していければと思います。 

 このような機会を与えて下さいました、齋藤理事長に感謝の意を申し上げ活動報告とさせ

ていただきます。 

一年間、大変ありがとうございました。 
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（6）会員移動状況報告 
  

     

2014 年度当初正会員 24 名 

     
     
2014 年度入会者 

 
5 名 

 
大橋 孝生 岩井 一博 矢島 靖裕 

 

 
永嶋 浩太郎 宇佐美 欽郎 

  

     
     
2014 年度退会者 

 
4 名 

 
奥澤 亮 岡田  豊 大島 智 

 

 
高根 大吾 

   

     
     
2014 年度卒業生 

 
5 名 

 
岡野 宣裕 磯島 貴司 田中 宏孝 

 

 
田村 友則 古川  義人 

  

     
     
     
2015 年度 正会員 22 名 

  
特別会員 237 名 

  
賛助会員 6 名 

  
名誉会員 4 名 
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