事業概要報告書
総務広報委員会
委 員 長
副委員長
副委員長

青野 智行
加地 俊之
星野 真範

1. 理事会運営及び議事録の作成
2019 年 9 月第 1 回理事予定者会議から 2020 年 12 月理事会まで計 16 回の理事会を運営し議事録の作成を行
ってまいりました。理事会では事業内容をよりよくする多くの議論が交わされました
経費
-円
2. 担当例会の企画、運営（総会 3 回、理事選挙 1 回）1・7・9・12 月
担当例会を下記の通り開催しました。
2020 年 1 月 29 日（水）第 875 回 1 月第一例会第 116 回（136 回）通常総会 越谷市中央市民会館会議室
2020 年 7 月 10 日（金）第 878 回 7 月第一例会 理事選挙 ＪＣルームでの投票 ＷＥＢ発表
2020 年 9 月 4 日（金）第 880 回 9 月第一例会第 117 回（138 回）通常総会 書面表決書の議決をＷＥＢ報告
2020 年 12 月 4 日（金）第 884 回 12 月第一例会第 118 回（139 回）通常総会 越谷市中央市民会館会議室
経費 195,140 円
3. 公開委員会の企画、運営
11 月に行いました公開委員会では、新型コロナウイルス感染拡大防止のためＷＥＢにより開催しました。
株式会社地域新聞社様のご協力を頂き実践出来る会員拡大のワークを実施しました。また両監事にお越し
頂き青年会議所の活動についての討論をさせて頂きました。
経費
-円
4. 会員拡大の推進
委員会内で情報の共有をし、オブザーバー情報の収集を行いましたが、入会には至りませんでした。
経費
-円
5. 理事長選挙の企画、運営
次年度理事長を選出するにあたり、立候補者 1 名のため、役員候補者に関する規定第 3 章、次年度理事長
候補者の選出に関する規定第 12 条を適応し、次年度理事長 1 名を選出しました。よって理事長選挙は実施
いたしませんでした。
経費
-円
6. ハンドブックの作成
有限会社吉川印刷様のご協力のもと作成し現役会員及びＯＢ諸兄、ＯＧ諸姉に配布致しました。
経費 356,481 円
7. 関係官庁への提出資料の作成及び諸手続き
さいたま地方法務局へ役員変更登記申請を行い、変更登記を完了致しました。
経費 10,000 円
8. 各事業の撮影と記録
各委員会の事業で、メンバーのご協力のもと、撮影し記録しました。
経費
-円
9. ホームページやＳＮＳを利用した情報発信
株式会社伝助様と連携して当会議所ホームページやフェイスブックに例会報告や活動の宣伝を発信しまし
た。
経費 200,000 円
10. もとあらかわの発行
有限会社吉川印刷のご協力のもと、卒業生の写真や、2020 年度の活動風景を集め、作成しました。
経費 100,000 円
11. ＳＤＧｓ推進委員会との連携
各担当例会の準備等を連携して行い、例会への参加を呼び掛け合いました。
経費
-円
12. その他
臨時総会の企画・運営
2020 年 3 月 9 日（月）第 137 回臨時総会 越谷市中央市民会館会議室
2019 年度の財政の承認を終え、厳粛な運営に努めました。
経費 5,250 円
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ＳＤＧｓ推進委員会
委 員 長
副委員長
副委員長

藏林
裕貴
髙橋
徹
波多野伸太郎

1. 担当例会の企画、運営（ＳＤＧｓ推進事業の開催）
2020年3月14日（土曜日）「始めて得するＳＤＧｓ～企業が取り組むホントのメリットは～」の予定でありま
したが新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となりました。直前の中止であった為、一部経費が発
生しました。
経費 119,420 円

2. 担当例会の企画、運営（ＳＤＧｓによる地域活性）
2020年8月8日（土曜日）「まだ間に合う！学んで始めてＳＤＧｓ～動画で分かる最新の必須科目～」をＺＯＯＭに
てＷＥＢ開催しました。越谷市との連携を中心にＳＤＧｓのＹｏｕＴｕｂｅ動画を配信し、動画視聴という形
でＳＤＧｓの学びを深めました。
経費 374,409 円

3. 公開委員会の企画、運営（ＳＤＧｓの導入）
2020年11月13日（金曜日）に「広がれＳＤＧｓ！～私たちの未来は～」を開催しました。越谷駅・南越谷駅・北
越谷駅にて300枚のエコバックを配布し、ＳＤＧｓの普及活動を行いました。その後、越谷市男女共同参画支援
センター「ほっと越谷」にて、8月例会の疑問回答編を、現地とＺＯＯＭでのハイブリッド開催にて視聴・ディ
スカッションを行い、ＳＤＧｓ導入についての学びを深めました。
経費 91,995 円

4. 会員拡大の推進
委員会内で情報の共有をし、入会者を出すことが出来ました。
経費

-円

5. 各種メディア（報道機関、新聞社等）との連携
2020年8月27日に行われました越谷市長記者会見でプレスリリースを通じ、さいたま新聞、東部読売にて８月例
会の動画案内が記事になりました。越谷市ホームページにも動画案内のＵＲＬを記載頂いています。
経費
-円

6. 総務広報委員会との連携
例会設営の準備や当日の運営を中心に協力し合って活動することができました。
経費

-円

経費

-円

7. その他
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未来の人材育成委員会
委 員 長 小森 秀彦
副委員長 髙橋 志保
1. 担当例会の企画、運営(わんぱく相撲越谷場所)
6 月 6 日（土）
「第 34 回わんぱく相撲越谷場所」開催に向けて準備をしてまいりました。今年度は吉川青年会
議所との協力開催に向けて構築してまいりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止となり
ました。第 36 回わんぱく相撲全国大会、第 2 回わんぱく相撲女子全国大会並びに、わんぱく相撲埼玉ブロッ
ク地区大会の登録費用として支出がありました。
経費 80,660 円
2. 担当例会の企画、運営（越谷青経塾）
11 月 21 日（土）に第 883 回例会 11 月第一例会「バズって！こしがや～視覚効果で死角をなくせ～今流ＰＲ塾
を、越谷商工会議所青年部と初の共同例会として開催しました。本事業は 10 月 10 日「第一部 学ぶ編」に始
まり、10 月 11 日～10 月 25 日「第二部 実践編」
、11 月 7 日～11 月 15 日「第三部 評価編」
、11 月 21 日例会
日「第四部 検証編」の約 1 カ月半に亘る、青年経済人の成長につながる事業となりました。
経費 370,620 円
3. 公開委員会の企画、運営（拡大のための公開委員会）
3 月、11 月に会員拡大の為の公開委員会を企画しましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止
となりました。
経費
-円
4. 会員拡大の推進
委員会内でオブザーバー情報を募り、会員拡大に努めました。
経費

-円

5. わんぱく相撲埼玉ブロック大会への協力
7 月 12 日（日）の「第 29 回わんぱく相撲埼玉ブロック地区大会」開催に向けて運営協議会へ参加してまいり
ましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止となりました。
経費
-円
6. わんぱく相撲全国大会への協力
第 36 回わんぱく相撲全国大会並びに第 2 回わんぱく相撲女子全国大会への参加登録をしておりましたが、新
型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止となりました。
経費
-円
7. 各種メディア（報道機関、新聞社等）との連携
総務広報委員会と協力し、各種メディアとの連携を図りました。
経費

-円

8. 地域交流委員会との連携
地域交流委員会の 9 月担当例会、未来の人材育成委員会の 11 月担当例会、並びに新型コロナウイルス感染症
拡大に伴う緊急事態宣言中に行った「今できる事！」事業において、両委員会で連携し事業を開催しました。
経費
-円
9. その他
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言中に、今できる事！第 4 弾として「ＪＣ知っ得チャンネ
ル」を 3 回に渡り、ＷＥＢ（Ｚｏｏｍミーティング）及びＹｏｕＴｕｂｅ配信にて企画運営しました。
経費
-円
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地域交流委員会
委 員 長

藁科 友弥

副委員長

宇野澤 剛

副委員長

河上 祐之

1. 担当例会の企画、運営（新春賀詞交歓会）
2020年2月14日（金曜日）に新春賀詞交歓会を開催いたしました。2020年度最初の対外事業として、理事長の
思い描く青年会議所運動の方向性をご参会頂いた皆様に伝えることが出来ました。
経費 333,435円
2. 担当例会の企画、運営（市民まつり）
2020年10月25日（日曜日）に開催を予定していた第46回越谷市民まつりは感染症拡大の影響により中止とな
り、代替え事業として、「越谷元気プロジェクト～ミツカル。お稽古～」を開催いたしました。
さまざまなコンクールや発表会が中止となる中、音楽スクールへ発表の機会を提供し、また取り組んでいる
感染症対策をPR動画として紹介することでスクールを知るきっかけとすることが出来ました。
経費 74,580円
3. 公開委員会の企画、運営（拡大のための公開委員会）
公開委員会は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止となりました。
経費

-円

4. 会員拡大の推進
委員会開催時にメンバー内で情報の共有をしましたが、入会者を出すことができませんでした。
経費

-円

5. 越谷市民まつりへの事務局としての協力
第46回越谷市民まつりは新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止となりました。
経費

-円

経費

-円

6. 越谷市民まつり実行委員会への参加、設営、協力
第46回越谷市民まつりは新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止となりました。

7. 各種メディア（報道機関、新聞社等）との連携
10月例会では株式会社エフエムこしがや様より事業の紹介をして頂き、ＹｏｕＴｕｂｅの視聴の一助となりま
した。
経費
-円
8. 未来の人材育成委員会との連携
例会設営の準備や当日の運営を中心に協力し合って活動することが出来ました。
経費

-円

9. その他
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言中に、今できる事！第 5 弾として「たった 5 分！！自宅で
簡単スカッと体操」をＷＥＢ（ＺＯＯＭ）開催及びＹｏｕＴｕｂｅ配信にて企画運営しました。
経費
-円
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ゆめづくり委員会
副委員長
副委員長

石川 泰之
田沼 佑樹

1. 担当例会の企画、運営（夢と希望を抱く事業）
4 月 25 日（土）
「ビーアンビシャス 少年少女よ大志を抱け」開催に向けて準備をしてまいりましたが、新型
コロナウイルス感染症拡大の影響により中止となりました。
経費
-円
2. 担当例会の企画、運営（地域を誇りに思う事業）
9 月 19 日（土）に第 881 回例会 9 月第二例会「ピコツーリズム ｉｎ 越谷 【創ろう旅のしおり！伝えよう
越谷の魅力！】
」を、開催しました。本事業は課題を残す結果となりましたが、地域の魅力を再認識し、地域
を誇りに想う人材を育成することに繋がりました。
経費 117,307 円
3. 公開委員会の企画、運営（拡大のための公開委員会）
11 月 23 日（月）に会員拡大の為の公開委員会として、ＪＣＩ越谷、ＪＣＩ横浜、ＪＣＩ東京、ＪＣＩ久喜の
合同で、野球の交流試合を行いました。各ＬＯＭとの交流試合やイベントを通して、青年会議所の素晴らしさ
を感じていただくことに繋がりました。
経費
-円
4. 会員拡大の推進
委員会内でオブザーバー情報を募り、会員拡大に努めました。
経費

-円

経費

-円

5. 各種メディア（報道機関、新聞社等）との連携
総務広報委員会と協力し、各種メディアとの連携を図りました。

6. レイクタウンランニング実行委員会との連携
11 月 15 日（土）
「第 12 回越谷レイクタウンランニング」開催に向けてレイクタウンランニング実行委員会と
の協議を行ってまいりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止となりました。
経費
‐円
7. 会員拡大委員会との連携
「今できること！～メンバー応援プロジェクト～」として会員拡大委員会と連携を図り、店舗を経営するメン
バーへの支援としてスタンプカード等の発行や、メンバーの飲食店からメンバーの自宅まで料理を届ける「Ｊ
ａｙｃｅｅ Ｅａｔｓ」のサポートを行いました。
経費
‐円
8. その他
経費

-20-

‐円

会員拡大委員会
委 員 長 立澤 貴明
副委員長 後藤 健二
1. 20 名以上の会員拡大
20 名の拡大目標に対し、5 名の会員拡大を行いました。新型コロナウイルス感染症拡大の影響における例会や
公開委員会の中止もあり、目標に対しては大きく届かない結果となりましたが、その中において、志高いメン
バーに入会して頂くことが出来ました。
経費
-円
2. 担当例会の企画、運営（家族親睦会）
2020 年 5 月 31 日（日）の開催に向け、第 2 回理事会、第 3 回理事会にて協議させて頂きましたが、新型コロ
ナウイルス感染症拡大の影響により中止とさせて頂きました。
経費
-円
3. 担当例会の企画、運営（卒業式）
2020 年 12 月 11 日（金）、こしがや能楽堂にて第 885 回例会 12 月第二例会卒業式を開催いたしました。卒業式
の会場としては、新たな試みとなりましたが、メンバーの皆様のご協力を頂き、厳粛な雰囲気の中で卒業生の
送り出しと次年度へのバトンタッチを行うことが出来ました。新型コロナウイルス感染症が拡大する中での例
会となりましたが、感染症予防の観点からも、最大限配慮した運営をすることが出来ました。
経費 492,821 円
4. 公開委員会の企画、運営（拡大のための公開委員会）
2020 年 2 月 4 日（火）、ヴィラ・デ・マリアージュ越谷レイクタウンにて、アチーブメント株式会社の高木謙
治氏を講師にお招きし、2 月公開委員会「戦略的目標達成とその達成技法」を開催いたしました。
参加したメンバー、オブザーバーからは「セルフカウンセリングを実践し自身の振り返りに役立てたい」、
「部
下の育成に役立てたい」などの声を頂きました。
経費
-円
5. 新入会員へのオリエンテーション
新入会員へのオリエンテーションとして、上記公開委員会を開催いたしました。
経費 40,000 円
6. じゃがいも大会の開催
2020 年 11 月 16 日（月）
、プレステージカントリークラブにて、2020 年度じゃがいもゴルフコンペを開催しま
した。新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、懇親会ならびに表彰式の開催は行わない形となりました
が、大変多くのＯＢＯＧ諸兄姉の先輩方のご参加もあり、ゴルフを通じて大いに懇親を深めることが出来たと
ともに卒業生の追い出しコンペとしても盛大に開催することが出来ました。
経費
-円
7. 各種メディア（報道機関、新聞社等）との連携
2020 年 7 月 15 日（水）、7 月 16（木）に行われた令和 2 年 7 月豪雨物資支援などの今できる活動を各種メディ
アと連携し広めることで越谷青年会議所の運動を多くの人に知ってもらい、オブザーバーや新入会員の拡大に
繋げることが出来ました。
経費
-円
8. ゆめづくり委員会との連携
コロナ禍における「今できること」として、ゆめづくり委員会と連携し、「メンバー応援プロジェクト」とし
て飲食店を中心としたメンバー経営店舗の取り組み支援の活動を行いました。また、
「Ｊａｙｃｅｅ Ｅａｔ
ｓ」と題し、メンバー経営飲食店のデリバリーサービスをゆめづくり委員会と連携して行いました。また、卒
業式例会においては、ゆめづくり委員会の皆様に全面的なご協力を頂きました。
経費
-円
9. その他
経費
-円
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