
開催日 場　所 議　　　　題
第1回 10.9.16 JC会館 審議事項

理事予定者会議 会議室 （1）2011年度社団法人天草本渡青年会議所 組織図（案）の件
（2）委員長及び副委員長委嘱の件
（3）事務局長及び事務局次長任命の件
（4）2011年度社団法人天草本渡青年会議所 委員会編成（案）の件
協議事項
（1）2011年度社団法人天草本渡青年会議所 委員会要項（案）について
（2）理事長所信について
（3）2011年度基本方針について
討議事項
（1）2011年度年間公式スケジュール（案）について
確認事項
（1）年内スケジュールについて
（2）選考委員会日程について

出席者数　　27名中 25名出席　93％
第2回 10.10.27 JC会館 審議事項

理事予定者会議 会議室 （1）出向理事承認の件
（2）副委員長委嘱の件
（3）2011年度社団法人天草本渡青年会議所 組織図（案）一部変更の件
（4）2011年度社団法人天草本渡青年会議所 委員会編成（案）一部変更の件
（5）2011年度社団法人天草本渡青年会議所 委員会要項（案）の件
（6）理事長所信の件
（7）2011年度基本方針の件
（8）新年賀詞交歓会 日時の件
協議事項
（1）副理事長所信について
（2）専務理事所信について
（3）2011年度委員会年間事業計画書（案）について
　　 ①宝島づくり委員会
　 　②交流委員会
　 　③青少年育成委員会
　 　④組織連携推進委員会
 　　⑤総務広報委員会
　 　⑥事務局
（4）選考委員会編成（案）について
（5）新年賀詞交歓会について
討議事項
（1）2011年度年間公式スケジュール（案）について
（2）2011年度年間予算（案）について
確認事項
（1）年内スケジュールについて
（2）理事会の開会時間・レイアウトについて
（3）2011年度リニューアルＪＣプロジェクトチーム編成について

出席者数　　28名中 24名出席　86％
第3回 10.11.26 JC会館 審議事項

理事予定者会議 会議室 （1）副理事長所信の件
（2）専務理事所信の件
（3）2011年度委員会年間事業計画書（案）の件
　　 ①宝島づくり委員会
　 　②交流委員会
　 　③青少年育成委員会
　 　④組織連携推進委員会
 　　⑤総務広報委員会
　 　⑥事務局
（4）選考委員会編成（案）の件
（5）新年賀詞交歓会の件
協議事項
（1）2011年度年間予算（案）について
（2）2011年度年間公式スケジュール（案）について
（3）委員会アワー（３分間スピーチ）について
（4）総会並びに例会の企画・運営・資料作成並びに議事録の作成・保存について
（5）ホームページの管理・運営について
（6）ＬＯＭ内広報誌の作成について
討議事項
（1）青少年関係各種大会等（ＪＣサッカーフェスティバル天草）の企画検討及び協力について
（2）各種大会・周年及びブロック事業への参加協力について
（3）協働運動の推進について
確認事項
（1）委員会編成について
（2）理事長所信について
（3）2011年度 社団法人天草本渡青年会議所 委員会要項について
（4）年内スケジュールについて
（5）1月スケジュールについて
（6）株式会社 近代経営研究所 業務状況報告書について

出席者数　　28名中 23名出席　　82％
第4回 10.12.20 JC会館 審議事項

理事予定者会議 会議室 （1）委員会アワー（３分間スピーチ）の件
（2）総会並びに例会の企画・運営・資料作成並びに議事録の作成・保存の件
（3）ホームページの管理・運営　修正予算の件
（4）2011年度社団法人天草本渡青年会議所 委員会年間事業計画書 修正予算の件
（5）ＬＯＭ内広報誌の作成の件

理事会の開催



協議事項
（1）2011年度年間予算（案）について
（2）2011年度年間公式スケジュール（案）について
（3）青少年関係各種大会等（ＪＣサッカーフェスティバル天草）の企画検討及び協力について
（4）各種大会・周年及びブロック事業への参加協力について
（5）協働運動の推進について
（6）会員拡大事業の実施について
確認事項
（1）審議経由資料について
（2）年内スケジュールについて
（3）1月スケジュールについて

出席者数　　28名中 25名出席　　89％    オブザーバー出席1名
第1回 11.1.6 JC会館 審議事項
理事会 会議室 （1）1月度通常総会上程議案の件

　　  ①1号議案：2010年度事業報告並びに決算報告（案）の件
　  　②2号議案：2011年度年間事業計画（案）の件
　  　③3号議案：2011年度年間予算（案）の件
　  　④4号議案：2011年度年間公式スケジュール（案）の件
　　  ⑤5号議案：その他
（2）青少年関係各種大会等（ＪＣサッカーフェスティバル天草）の企画検討及び協力の件
（3）各種大会・周年及びブロック事業への参加協力の件
（4）協働運動の推進の件
（5）会員拡大事業の実施の件
討議事項
（1）過去の事業で継続するべき事業の検証について
確認事項
（1）渉外フローチャートについて
（2）ＪＣ会館運用規定について
（3）出向理事について
（4）委員会編成について
（5）審議経由資料について
（6）議案上程マニュアルについて

出席者数　　28名中 23名出席　　82％
第2回 11.2.9 JC会館 協議事項
理事会 会議室 （1）名寄ＪＣとの交流について

（2）牛深ＪＣとの交流（牛深ハイヤ）について
（3）地域交流事業等（熱血！天草ビーチドッジボール大会）の実施について
（4）機関誌あしなみの発行について
確認事項
（1）地区長訪問例会in菊池について
（2）JCI Nothing But Netsキャンペーンについて
（3）入会案内について
（4）審議経由資料について

出席者数　　28名中 24名出席　　86％
第3回 11.3.9 JC会館 審議事項
理事会 会議室 （1）名寄ＪＣとの交流の件

（2）牛深ＪＣとの交流（牛深ハイヤ）の件
（3）機関誌あしなみの発行の件
（4）新年賀詞交歓会 補正予算の件
（5）新年賀詞交歓会 事業報告の件
（6）協働運動の推進 修正予算の件
協議事項
（1）過去の事業で継続するべき事業の検証について
（2）名刺の構想について
討議事項
（1）青少年健全育成事業（一瞬懸命 ～知覧 天草 過去 未来～）について
確認事項
（1）3月度例会企画について
（2）事務局問い合わせに関する統一フォームについて
（3）繭姫夜市スタッフ募集について
（4）九州新幹線全線開業記念事業 警備ボランティア募集について

出席者数　　28名中 25名出席　　89％       オブザーバー出席1名
第4回 11.4.11 JC会館 審議事項
理事会 会議室 （1）正会員承認の件

（2）名刺の構想の件
（3）青少年関係各種大会等（ＪＣサッカーフェスティバル天草）の企画検討及び協力 補正予算の件
（4）青少年関係各種大会等（ＪＣサッカーフェスティバル天草）の企画検討及び協力 事業報告の件
協議事項
（1）地域交流事業等（熱血！天草ビーチドッジボール大会）の実施について
討議事項
（1）青少年健全育成事業（一瞬懸命 ～知覧 天草 過去 未来～）について
（2）まちづくり事業の実施（カラーリング de マッチング）について
確認事項
（1）審議経由資料について
（2）機関誌あしなみ167号について
（3）公益法人制度改革に伴う スケジュールについて
（4）東日本大震災発生に伴う 今後の支援活動について

出席者数　　28名中 23名出席　　82％
第5回 11.5.9 JC会館 審議事項
理事会 会議室 （1）正会員承認の件

（2）地域交流事業等（熱血！天草ビーチドッジボール大会）の実施の件
（3）第7回理事会日程変更の件
協議事項



（1）青少年健全育成事業（一瞬懸命 ～知覧 天草 過去 未来～）について
（2）地域交流事業等（天草ハイヤ）の実施について
討議事項
（1）まちづくり事業（カラーリング de マッチング）の実施について
確認事項
（1）審議経由資料について
（2）3月度 財政・規則審査特別委員会 公開委員会議事録について
（3）東日本大震災発生に伴う 今後の支援活動について
（4）5月度例会企画について
（5）リニューアル名刺 第1回アンケートについて
（6）補正予算書 改訂版フォームについて

出席者数　　28名中 25名出席　　89％
第6回 11.6.9 JC会館 審議事項
理事会 会議室 （1）正会員承認の件

（2）青少年健全育成事業（一瞬懸命 ～知覧 天草 過去 未来～）の件
（3）地域交流事業等（天草ハイヤ）の実施
（4）牛深ＪＣとの交流（牛深ハイヤ）補正予算の件
（5）牛深ＪＣとの交流（牛深ハイヤ）事業報告の件
協議事項
（1）まちづくり事業（カラーリング de マッチング）の実施について
確認事項
（1）審議経由資料について
（2）東日本大震災発生に伴う 今後の支援活動について
（3）第44回熊本ブロック会員大会 in 阿蘇 ブース出展について
（4）名刺レイアウトについて
（5）選挙管理委員会の設置について
（6）第61回社会を明るくする運動推進大会について

出席者数　　28名中 24名出席　　86％
第7回 11.7.6 JC会館 審議事項
理事会 会議室 （1）まちづくり事業（カラーリング de マッチング）の実施の件

（2）7月度通常総会上程議案 承認の件
     ①第1号議案：2012年度理事長承認に関する件
     ②第2号議案：2011年度補正予算（案）の件
     ③第3号議案：公益法人制度改革に関する件
（3）第9回理事会日程変更の件
確認事項
（1）審議経由資料について
（2）東日本大震災発生に伴う 今後の支援活動について

出席者数　　28名中 24名出席　　86％
第8回 11.8.9 JC会館 審議事項
理事会 会議室 （1）8月度通常総会上程議案 承認の件

     ①第1号議案：定款変更の件
     ②第2号議案：2012年度 監事承認の件
     ③第3号議案：2012年度 副理事長・専務理事承認の件
     ④第4号議案：2012年度 理事選挙に関する件
討議事項
（1）卒業式の企画・運営について
確認事項
（1）審議経由資料について
（2）九州地区大会2011 in 大分 ブース出展について
（3）あまくさB級グルメの祭典 実行委員会への委員推薦について

出席者数　　28名中 24名出席　　86％
第9回 11.9.7 JC会館 審議事項
理事会 会議室 （1）正会員承認の件

（2）「あまくさ満喫！出会いバスツアー2011」名義後援承認の件
協議事項
（1）卒業式の企画・運営について
（2）一般社団法人格取得申請に向けた定款変更について
確認事項
（1）審議経由資料について
（2）通常総会報告について
（3）事業報告上程スケジュールについて
（4）リニューアル名刺 第2回アンケート結果について
（5）機関誌あしなみ 168号レイアウトについて
（6）九州地区大会 2011 in 大分 ブース出展について
（7）JCI Nothing But Nets キャンペーンの推進について
（8）牛深ハイヤイヤー秋の絵巻「牛深ハイヤ踊りコンテスト」について
（9）大忘年会について

出席者数　　28名中 20名出席　　71％        オブザーバー出席4名
第10回 11.10.11 JC会館 審議事項
理事会 会議室 （1）正会員承認の件

（2）卒業式の企画・運営の件
（3）12月度例会日程変更の件
（4）第18回天草中央ロータリークラブ杯キッズサッカー大会　名義後援承認の件
（5）休会承認の件
協議事項
（1）一般社団法人格取得申請に向けた定款変更について
（2）一般社団法人天草本渡青年会議所会員資格規定（案）について
（3）一般社団法人天草本渡青年会議所新入会員選考規定（案）について
（4）過去の事業で継続するべき事業の検証について
確認事項
（1）10月度例会企画（Friendship JC 名寄・天草 講演会）タイムテーブルについて
（2）大忘年会タイムテーブルについて



（3）機関誌あしなみ168号について
（4）事業報告上程スケジュールについて
（5）会員拡大について
（6）天草WEBの駅パスワードについて

出席者数　　28名中 23名出席　　82％
第11回 11.11.9 JC会館 審議事項
理事会 会議室 （1）過去の事業で継続するべき事業の検証の件

（2）まちづくり事業の実施（カラーリング de マッチング） 補正予算の件
（3）まちづくり事業の実施（カラーリング de マッチング） 事業報告の件
（4）地域交流事業等の実施（熱血！天草ビーチドッジボール大会）補正予算の件
（5）各種大会・周年及びブロック事業への参加協力 補正予算の件
（6）各種大会・周年及びブロック事業への参加協力 事業報告の件
（7）機関誌あしなみの発行 補正予算の件
（8）機関誌あしなみの発行 事業報告の件
（9）名刺の構想 補正予算の件
協議事項
（1）名刺の構想 事業報告について
（2）地域交流事業等の実施（熱血！天草ビーチドッジボール大会） 事業報告について
（3）地域交流事業等の実施（天草ハイヤ）事業報告について
（4）青少年健全育成事業（一瞬懸命 ～知覧 天草 過去 未来～） 補正予算について
（5）青少年健全育成事業（一瞬懸命 ～知覧 天草 過去 未来～） 事業報告について
確認事項
（1）審議経由資料について
（2）法人格移行について
（3）2012年度 九州地区大会全員登録について
（4）JCI Nothing But Netsキャンペーンの推進について
（5）スマイル収益金について
（6）会員褒章について
（7）JCI アニュアル・レポートについて
（8）監査日程について
（9）年内スケジュールについて

出席者数　　28名中 23名出席　　82％       オブザーバー出席1名
第12回 11.12.9 JC会館 審議事項
理事会 会議室 （1）まちづくり事業（カラーリング de マッチング）の実施 事業報告の件

（2）会員拡大事業の実施 補正予算の件
（3）会員拡大事業の実施 事業報告の件
（4）地域交流事業等の実施（熱血！天草ビーチドッジボール大会）事業報告の件
（5）地域交流事業等の実施（天草ハイヤ）補正予算の件
（6）地域交流事業等の実施（天草ハイヤ）事業報告の件
（7）名寄ＪＣとの交流 補正予算の件
（8）名寄ＪＣとの交流 事業報告の件
（9）青少年健全育成事業（一瞬懸命 ～知覧 天草 過去 未来～） 補正予算の件
(10）青少年健全育成事業（一瞬懸命 ～知覧 天草 過去 未来～） 事業報告の件
(11）過去の事業で継続するべき事業の検証 補正予算の件
(12）過去の事業で継続するべき事業の検証 事業報告の件
(13）協働運動の推進 補正予算の件
(14）協働運動の推進 事業報告の件
(15）委員会アワー（３分間スピーチ）の実施 補正予算の件
(16）委員会アワー（３分間スピーチ）の実施 事業報告の件
(17）ホームページの管理・運営 事業報告の件
(18）総会並びに例会の企画・運営・資料作成並びに議事録の作成・保存 補正予算の件
(19）総会並びに例会の企画・運営・資料作成並びに議事録の作成・保存 事業報告の件
(20）ＬＯＭ内広報誌の作成 補正予算の件
(21）ＬＯＭ内広報誌の作成 事業報告の件
(22）名刺の構想 事業報告の件
(23）卒業式の企画・運営 事業報告の件
(24）委員会年間事業報告書の件
　　　  ①宝島づくり委員会
　　　  ②交流委員会
　　  　③青少年育成委員会
　　　  ④組織連携推進委員会
　　  　⑤総務広報委員会
　　　  ⑥事務局
確認事項
（1）審議経由資料について
（2）2011年度年次報告について
（3）法人格移行について
（4）法人県民税・市民税の申告及び納付について
（5）「白い雲の会」年会費について
（6）スマイル収益金について

出席者数　　28名中 22名出席　　79 ％




