
理事会の開催 
 

 開催日 場所 議題 

第１回 

理事予定者会議所 

 

11.9.21 JC 会館 

会議室 

審議事項 

(1)2012 年度社団法人天草本渡青年会議所 組織図（案）の件 

(2)顧問委嘱の件 

(3)委員長及び副委員長委嘱の件 

(4)事務局長及び財政特別室任命の件 

(5)2012 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) 2012 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)2012 年度基本方針について 

討議事項 

(1)2012 年度年間公式スケジュールについて 

確認事項 

(1)年内スケジュールについて 

(2)理事会開催時間について 

(3)選考委員会日程について 

 

出席者数 25 名中 22 名出席 88％ 

第２回 

理事予定者会議所 

 

11.10.27 JC 会館 

会議室 

審議事項 

(1)2012 年度社団法人天草本渡青年会議所委員会要項（案）の件(2)理事長所

信（案）の件 

(2)2012 度基本方針（案）承認の件 

協議事項 

(1) 副理事長所信（案）について 

(2) 専務理事所信（案）について 

討議事項 

(1)2012 年度委員会年間事業計画（案）について 

①まちづくり委員会 

②Union of JAYCEE 委員会 

③元気交流委員会 

④研修拡大委員会 

⑤広報渉外委員会 

⑥青少年育成委員会 

⑦総務例会委員会 

(2)新年賀詞交歓会の企画・運営(案)について 

(3) 2012 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) 一般法人格移行スケジュールについて 

 

出席者数 25 名中 24 名出席 96％ 

第３回 

理事予定者会議所 

 

11.11.28 

11.11.30 

JC 会館 

会議室 

審議事項 

(1) 2012 年度社団法人天草本渡青年会議所組織図一部修正の件 

(2) 理事長所信 一部修正の件 

(3) 2012 年度運営方針 一部修正の件 

(4) 副理事長所信の件 

(5) 専務理事所信の件 

(6) 新年賀詞交歓会の企画・運営(案)の日程の決定の件 



協議事項 

(1)2012 年度委員会年間事業計画（案）について 

①まちづくり委員会 

②Union of JAYCEE 委員会 

③元気交流委員会 

④研修拡大委員会 

⑤広報渉外委員会 

⑥青少年育成委員会 

⑦総務例会委員会 

(2)新年賀詞交歓会の企画・運営(案)について 

(3)会員拡大事業の推進（案）について 

(4)ホームページの管理・運営（案）について 

(5)総会並びに例会の企画・運営並びに議事録の作成・保存（案）について 

(6)2012 年度年間公式スケジュール（案）について 

討議事項 

(1)2012 年度一般会計収支予算（案）について 

確認事項 

(1) 年内スケジュールについて 

 

出席者数 25 名中 24 名出席 96％ 

第４回 

理事予定者会議所 

 

11.12.19 JC 会館 

会議室 

審議事項 

(1)2012 年度委員会年間事業計画（案）の件 

①まちづくり委員会 

②Union of JAYCEE 委員会 

③元気交流委員会 

④研修拡大委員会 

⑤広報渉外委員会 

⑥青少年育成委員会 

⑦総務例会委員会 

(2)選考委員会編成の件 

(3)新年賀詞交歓会の企画・運営(案)の件 

(4)会員拡大事業の推進（案）の件 

(5)ホームページの管理・運営（案）の件 

(6) 2012 年度年間公式スケジュール（案）について(1) 

協議事項 

(1) 総会並びに例会の企画・運営並びに議事録の作成・保存（案）の件 

(2)50 周年事業開催の準備ＶＯＬＵＭⅠ「50 周年事業に関する開催日程・場

所の決定」（案）について 

(3)機関誌あしなみの発行（案）について 

(4)青少年関係各種大会等の実施・協力（案）について 

(5)2012 年度年間公式スケジュール（案）について 

(6)2012 年一般会計収支予算（案）について 

(7)一般社団法人格移行に伴う定款変更（案）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 

(4)法人格移行スケジュールについて 

(5)第 1 回法人格移行ワーキングチーム報告書について 

(6)熊本県県政情報文書課との打ち合わせ報告書について 

(7)第 2 回法人格移行ワーキングチーム報告書について 

(8)正味財産増減予算内訳表及び収支予算書について 



(9)出向者一覧表について 

(10)ゴミ出しスケジュールについて 

 

出席者数 25 名中 24 名出席 96％ 

第１回 

理事会 

 

12.1.13 JC 会館 

会議室 

審議事項 

(1)1 月度通常総会上程議案の件 

①1号議案：2011 年度事業報告並びに決算報告（案）の件 

 ②2号議案：2012 年度事業計画並びに予算（案）の件 

 ③3号議案：2012 年度年間公式スケジュール（案）の件 

 ④4号議案：2012 年度年間予算（案）の件 

 ⑤5号議案：一般社団法人移行に伴う定款変更（案）の件 

(2)総会並びに例会の企画・運営並びに議事録の作成・保存（案）の件 

(3)50 周年事業開催の準備ＶＯＬＵＭⅠ「50 周年事業に関する開催日程・場

所の決定」（案）の件 

(4)機関誌あしなみの発行（案）の件 

(5)青少年関係各種大会等の実施・協力（案）の件 

協議事項 

(1) 名寄ＪＣとの交流（案）について 

(2) 50 周年事業開催の準備ＶＯＬＵＭⅢ シニアクラブとの交流企画運営

（案）について 

確認事項 

(1)審議経由資料について 

(2)入会案内冊子について 

(3)渉外フローチャートについて 

(4)ＬＯＭ内広報誌レイアウトについて 

(5)出向者一覧について 

(6)1 月スケジュールについて 

(7)熊本県県政情報文書課との打ち合わせ報告書について 

(8)第 3 回法人格移行ワーキングチーム報告書について 

(9)1 月度ゴミ出しについて 

 

出席者数 25 名中 20 名出席 80％ 

第２回 

理事会 

 

12.2.9 JC 会館 

会議室 

審議事項 

(1) 50 周年事業開催の準備ＶＯＬＵＭＥⅢ「シニアクラブ交流事業の企画・

運営」（案） の件 

協議事項 

(1)名寄ＪＣとの交流（案）について 

(2)天草市市長ローカルマニフェスト報告会の企画・運営（案）について 

確認事項 

(1) 審議経由資料について 

(2) 3月度牛深青年会議所合同、地区長訪問例会について 

(3) 牛深ハイヤについて 

(4) 熊本県県政情報文書課との打ち合わせについて 

(5) 第4回法人格移行ワーキングチーム報告書について 

(6) 正味財産増減計算書について 

 

出席者数 25 名中 20 名出席 80％ 

第３回 

理事会 

 

12.3.8 JC 会館 

会議室 

審議事項 

(1)天草市市長ローカルマニフェスト報告会の企画・運営（案）の件 

(2)50周年事業開催の準備ＶＯＬＵＭＥⅢ「シニアクラブ交流事業の企画・

運営」（案） の一部修正（案）の件 

(3)新年賀詞交歓会の企画・運営、補正予算（案）の件 



(4)新年賀詞交歓会の企画・運営、事業報告（案）の件 

協議事項 

(1)名寄ＪＣとの交流（案）について 

(2)50周年事業開催の準備ＶＯＬＵＭＥⅡ「50周年業開催プロセスの構築」

（案）について 

討議事項 

(1)青少年育成事業の実施（案）について 

(2)会員の資格に関する規程（案）について 

(3)経理に関する規程（案）について 

確認事項 

(1)審議経由資料について 

(2)牛深ハイヤについて 

(3)勘定科目対応表について 

(4)事務局備品減価償却表について 

(5)正味財産増減計算書について 

 

出席者数 25名中20名出席 80％ 

第４回 

理事会 

12.4.9 JC 会館 

会議室 

審議事項 

(1)名寄ＪＣとの交流ＰＡＲＴ1（案）の件 

(2)青少年関係・各種大会等の実施・協力 補正予算（案）の件 

(3)青少年関係・各種大会等の実施・協力 事業報告（案）の件 

協議事項 

(1)創立 50 周年記念大会開催趣旨およびテーマ・スローガン決定理由書（案）

について 

(2)50 周年事業開催の準備ＶＯＬＵＭＥⅡ「50 周年業開催プロセスの構築パ

ートⅠ」（案）について 

(3)50 周年事業開催の準備ＶＯＬＵＭＥⅡ「50 周年業開催プロセスの構築パ

ートⅡ」（案）について 

(4)会員の資格に関する規程（案）について 

討議事項 

(1)青少年育成事業の実施（案）について 

(2)天草ハイヤへの参加（案）について 

確認事項 

(1)審議経由資料について 

(2)天草市市長ローカルマニフェスト検証アンケートについて 

(3)勘定科目対応表について 

(4)2 月・3月のコピー使用状況について 

(5)第 6 回ワーキングチームの報告書について 

(6)熊本県県政情報文書課との打ち合わせについて 

(7)第 7 回ワーキングチームの報告書について 

(8)経理に関する規程（案）について 

(9)運営規程（案）について 

(10)役員選任規程（案）について 

(11)選挙管理委員会設置について 

(12)正味財産増減予算書について 

 

出席者数 25 名中 23 名出席 92％ 

第５回 

理事会 

12.5.10 JC 会館 

会議室 

審議事項 

(1) 50 周年事業開催の準備ＶＯＬＵＭＥⅡ「50 周年業開催プロセスの構築

パートⅡ」の件 

(2)5 月度臨時総会上程議案の件 

 ①2013 年度理事長承認の件 



 ②一般社団法人格移行に伴う定款変更一部修正の件 

 ③一般社団法人格移行に伴う会員資格に関する規程（案）の件 

(3)創立 50 周年記念大会開催趣旨およびテーマ・スローガン決定理由書（案）

の件 

協議事項 

(1)創立 50 周年記念大会開催趣旨およびテーマ・スローガン決定理由書（案）

について 

(2)50 周年事業開催の準備ＶＯＬＵＭＥⅡ「50 周年業開催プロセスの構築パ

ートⅠ」（案）について 

(3)青少年健全育成事業の実施（案）について 

(4)天草ハイヤへの参加（案）について 

討議事項 

(1)アカデミー研修事業の実施（案）について 

(2)天草ハイヤへの参加（案）について 

確認事項 

(1)審議経由資料について 

(2)本渡まちづくり協議会委員について 

(3)4 月のコピー使用状況について 

(4)熊本県県政情報文書課との打ち合わせ報告書について 

(5)第 8 回ワーキングチームの報告書について 

(6)勘定科目一覧表について 

 

出席者数 25 名中 24 名出席 96％ 

第６回 

理事会 

12.6.11 JC 会館 

会議室 

審議事項 

(1)正会員承認の件 

(2)50 周年事業開催の準備ＶＯＬＵＭＥⅡ「50 周年業開催プロセスの提案書

作成」（案）の件 

(3)天草ハイヤへの参加（案）の件 

(4)７月度通常総会上程議案の承認の件 

①一般社団法人格移行に伴う正味財産増減予算書（案）の件 

②2013 年度監事承認の件 

③2013 年度副理事長・専務理事承認の件 

 ④2013 年度理事選挙の件 

(5)通常総会並びに７月度例会日程変更（案）の件 

(6)選考委員会再編成（案）の件 

(7)青少年健全育成事業の実施（案）の件 

協議事項 

(1)青少年健全育成事業の実施（案）について 

(2)アカデミー研修事業の実施（案）について 

確認事項 

(1)審議経由資料について 

(2)熊本県県政情報文書課との打ち合わせ報告書について 

(3)公益目的支出計画書について 

(4)減価償却について 

(5)勘定科目一覧表について 

(6)5 月コピー使用状況について 

 

出席者数 25 名中 22 名出席 88％ 

第７回 

理事会 

12.7.9 JC 会館 

会議室 

審議事項 

(1)正会員承認の件                           

(2)アカデミー研修事業の実施（案）の件                 

(3)天草市長ローカルマニフェスト評価・検証大会の実施、補正予算（案）



の件 

(4)天草市長ローカルマニフェスト評価・検証大会の実施、事業報告（案）

の件 

(5)50 周年事業開催の準備ＶＯＬＵＭＥⅢ「シニアクラブとの交流事業の企

画・運営」補正予算（案）の件  

(6)50 周年事業開催の準備ＶＯＬＵＭＥⅢ「シニアクラブとの交流事業の企

画・運営」事業報告（案）の件                     

協議事項 

(1)名寄ＪＣとの交流ＰＡＲＴ2（案）について            

確認事項 

(1) 審議経由資料について 

(2) 熊本県県政情報文書課との打ち合わせ報告書について 

(3) 第 9回、第 10 回法人格移行ワーキング会議報告書について 

(4) 公益目的支出計画書について 

(5) 熊本県政情報文書課立入調査について 

(6) 6 月コピー機の使用状況について 

(7) その他 

 

出席者数 25 名中 20 名出席 80％ 

第８回 

理事会 

12.8.9 JC 会館 

会議室 

審議事項 

(1) 名寄ＪＣとの交流ＰＡＲＴ2（案）の件  

(2) 50周年事業開催の準備ＶＯＬＵＭＥⅡ「創立50周年記念大会に向けたプ

ロセスの提案書作成」事業報告（案）の件 

(3) 50周年事業開催の準備ＶＯＬＵＭＥⅡ「創立50周年ＰＲマークプレゼン

テーション大会の開催並びに広報ＰＲ計画」補正予算（案）の件 

(4) 8月度総会上程議案の件 

① まちづくり委員会年間事業計画一部修正（案）の件  

② 2012年度一般会計補正予算（案）の件 

(5)50周年事業開催の準備ＶＯＬＵＭＥⅠ「50周年事業に関する開催日程・

場所の決定」日程変更（案）の件 

協議事項 

(1) まちづくり事業の実施（案）について 

確認事項 

(1) 審議経由資料について 

(2) 第11回法人格移行ワーキング会議報告書について 

(3) 第12回法人格移行ワーキング会議報告書について 

(4) 役員選任規程（案）について 

(5) 会計ソフトについて 

(6) 熊本県県政情報文書課立入調査報告書について 

(7) 一般社団法人移行認可申請書について 

(8) 公益目的支出計画書について 

(9) コピー機の使用状況について 

(10)年内スケジュールについて 

 

出席者数 25名中20名出席 80％ 

第９回 

理事会 

12.9.7 JC 会館 

会議室 

審議事項 

(1)まちづくり事業の実施（案）の件 

協議事項 

(1)卒業式の企画・運営（案）について 

討議事項 

(1)運営規程（案）について 

(2)経理規程（案）について 



(3)役員選任規程（案）について 

確認事項 

(1) 審議経由資料について 

(2) 第12回ワーキング会議報告書について 

(3) 第13回ワーキング会議報告書について 

(4) 7月度コピー使用状況について 

(5) 会計ソフトについて 

(6) 年内スケジュールについて 

 

出席者数 25 名中 20 名出席 80％ 

第１０回 

理事会 

12.10.9 JC 会館 

会議室 

審議事項 

(1)正会員承認の件 

(2)卒業式の企画・運営（案）の件 

(3)10月度例会日程変更（案）の件 

協議事項 

(1)運営規程（案）について 

(2)経理規程（案）について 

(3)役員選任規程（案）について 

確認事項 

(1)審議経由資料について 

(2)全国大会行程表について 

(3)天草ハイヤ例会企画報告書について 

(4)大忘年会について 

(5)9月度コピー使用状況について 

(6)年内スケジュールについて 

 

出席者数 25 名中 20 名出席 80％ 

第１１回 

理事会 

12.11.9 JC 会館 

会議室 

審議 

(1)創立50周年ＰＲマークプレゼンテーション大会の開催並びに広報ＰＲ計

画事業報告（案）の件 

(2)アカデミー研修事業の実施補正予算（案）の件 

(3)アカデミー研修事業の実施事業報告（案）の件 

(4)名寄ＪＣとの交流（Ｐａｒｔ2）補正予算（案）の件 

(5)パールラインライオンズクラブ主催 阿蘇大水害復興支援チャリティー

事業「湯木尚二講演会とトークショー」名義後援承認の件 

協議事項 

(1)青少年健全育成事業の実施補正予算（案）について 

(2)青少年健全育成事業の実施事業報告（案）について 

確認事項 

(1)審議経由資料について 

(2)大忘年会について 

(3)40周年事業の検証アンケートについて 

(4)11月度例会企画について 

(5)第13回理事会について 

(6)ユナイテッドチルドレン天草について 

(7)会員褒賞選考基準について 

(8)年内スケジュールについて 

(9)10月度コピー機使用状況について 

 

出席者数 25名中20名出席 80％ 

第１２回 

理事会 

12.12.7 JC 会館 

会議室 

審議事項 

(1) 正会員承認の件 



(2) 天草ハイヤへの参加補正予算（案）の件 

(3) 天草ハイヤへの参加事業報告（案）の件 

(4) 名寄ＪＣとの交流（Ｐａｒｔ2）事業報告（案）の件 

(5)名寄ＪＣとの交流（Ｐａｒｔ1）補正予算（案）の件 

(6)まちづくり事業の実施補正予算（案）の件 

(7)まちづくり事業の実施事業報告（案）の件 

(8)会員拡大事業の推進補正予算（案）の件  

(9)会員拡大事業の推進事業報告（案）の件 

(10)機関誌あしなみの発行補正予算（案）の件 

(11)機関誌あしなみの発行事業報告（案）の件 

(12)ホームページの管理・運営補正予算（案）の件 

(13)ホームページの管理・運営事業報告（案）の件 

協議事項 

(1)青少年健全育成事業の実施補正予算（案）について 

(2)青少年健全育成事業の実施事業報告（案）について 

(3)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（案）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・保存事業報

告（案）について 

確認事項 

(1)審議経由資料について 

(2)40周年事業の検証アンケートについて 

(3)委員会開催報告書について 

(4)会員褒賞について 

(5)出向者補助金について 

(6)マイクの購入について 

(7)年内スケジュールについて 

 

出席者数 25 名中 20 名出席 80％ 

第１３回 

理事会 

12.12.20 JC 会館 

会議室 

審議事項 

(1)正会員承認の件                           

(2)青少年健全育成事業の実施補正予算（案）の件                         

(3)青少年健全育成事業の実施事業報告（案）の件                         

(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・保存補正予

算（案）の件 

(5)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（案）の件 

(6)名寄ＪＣとの交流Ｐａｒｔ１（案）の件                

(7)委員会年間事業報告書（案）の件                                     

①まちづくり委員会 

② Union of JAYCEE 委員会 

③ 元気交流委員会 

④ 研修拡大委員会 

⑤ 広報渉外委員会 

⑥ 青少年育成委員会 

⑦ 総務例会委員会 

確認事項 

(1)審議経由資料について 

(2)運営規程（案）について    

(3)経理規程（案）について      

(4)役員選任規程（案）について     

(5)第 14 回法人格移行ワーキングチーム報告書 



(6)2012 年度年次報告について 

   ①総会・例会・選考委員会報告 

   ②理事会報告 

   ③会員動向 

(7)委員会開催報告書について 

(8)40 周年事業の検証アンケートについて 

(9)年内スケジュールについて 

 

出席者数 25 名中 21 名出席 84％ 

 

 


