事 業 計 画 (案)
【総務広報委員会】
担当副理事長 本木 光
委 員 長 齋藤 竜也

副委員長 鹿野

美紀

幹事 奥山 真

メンバー 渋谷 泰彦

メンバー 青柳 紀子

基本方針
一般社団法人は年度毎の決算情報を公開するとともに、地域に資する団体として公益事
業を幅広く平等に提供する必要があります。また、情報の発信だけでなく、情報を収集し
我々自身が多くを学びながら、情熱を持ってＪＣ運動を展開していく必要があります。
メンバーの意思が反映された総会において意思統一を図り、メンバー個々の志気を高め
ることで情熱に溢れたＬＯＭの創造を推進していきます。
我々の理念や運動へのご理解とご協力を頂くために、対外広報紙やインターネットにお
いて各事業の写真を活用して広報活動を行います。また、相互コミュニケーションを図り
ながら事業を展開することで市民の方々のまちづくりに対する意識を醸成し、自律したま
ちづくりへ繋げて参ります。
新春賀詞交歓会を開催し、関係諸団体へこれまでの御礼と新体制へのご理解やご協力を
お願いするとともに、交流を図りながら協働関係を構築して参ります。また、東根市外で
開催される山形ブロック大会において新たな学びや気付きを得ることで様々な角度から東
根市の魅力を改めて見つめ直し、地域のニーズと時代に即した公益事業に繋げて参ります。
これまで共にＪＣ運動をしてきた仲間の卒業を盛大にお祝いするために卒業生を送る会
を開催し、卒業生の経験を伝えて頂くことで、現役メンバーの意識高揚を図り、情熱を持
って行動できるＪＡＹＣＥＥを育みます。
気概を持って展開しているＪＣ運動を、多くの方々に力強く発信し、４０周年を迎える
東根青年会議所の存在意義を再認識して頂けるよう邁進して参ります。

事業計画
事業名

予算額

総会の設営

￥115,624

新春賀詞交歓会（１月例会）

￥426,930

対外広報紙の発行（東根青年会議所新聞５４号）

\158,217

ＨＰ、ＦＢの運営管理と情報の発信と記録

￥10,000

第４９回山形ブロック大会上山大会（７月第１例会）

￥31,500

卒業生を送る会（１２月例会）

￥235,600

各委員会の調整（委員長会議）

－

４０周年実行委員会への協力

－

その他

－
総予算額

￥977,871

【まちづくり委員会】
担当副理事長 長澤 正樹
委 員 長 牧野 仁

副委員長 矢萩

竜也

幹事 槇 健太郎

メンバー 木村 博

メンバー 鈴木 務

メンバー 佐々木 亮太

メンバー 後藤 進也

メンバー 髙橋 範一

基本方針
東根青年会議所は創立以来、先輩方の弛まぬ努力と情熱でまちづくりを行ってきました。
４０周年を迎える本年は、先輩方の情熱を継承するとともに新たなる飛躍を目指し、情熱
をもってまちづくりに邁進して参ります。
自律的で継続的なまちづくりには「地域のたから」が必要不可欠であると考えます。本
年は未来の地域社会を見据え、様々な角度から「ひがしね」の魅力と財産を改めて見直す
ことにより「地域のたから」を創出し、積極的に活用することで継続的なまちづくりの一
端となるべく運動します。
これまで我々は、地域に根差したまちづくり団体として運動を展開してきました。４０
周年を迎える本年も、市民のみなさまと共に創り上げる事業を委員会が一丸となって企画
し実行いたします。そして、各種団体との連携を深め「活気ある東根市」、「発展し続ける
東根ＪＣ」が実現できるよう運動を展開して参ります。

事業計画
事業名

予算額

４０周年記念事業（８月例会）

￥151,500

公益性のある公開事業（例会）

￥141,785

４０周年実行委員会への協力

－

その他

－
総予算額

￥293,285

【青少年育成委員会】
担当副理事長 本木 光
委 員 長 大山 和宏

副委員長 増川

賢一

幹事 片桐 伸治

メンバー 佐々木 洋子

メンバー 奥山 文彦

メンバー 横山 直紀

メンバー 鈴木 康徳

基本方針
子どもたちを取り巻く社会環境は、コミュニケーション手法の多様化など大きく様変わ
りし、他者を自分に置き換えて考え、社会的に正しく行動しようとする心はより一層重要
になってきています。子どもたちが健やかに成長できる社会環境を整えていくためにも、
我々大人が子どもたちの規範であることを自覚し、地域全体で青少年健全育成に取り組ん
でいく責任があります。
これまで開催してきたわんぱく相撲は、子どもたちに「おもいやりの心」や「良心」を
育むだけでなく、各小学校と保護者の方々と連携し開催してきたことで地域の青少年健全
育成に対する意識を醸成してきました。本年、第３０回大会を迎えるわんぱく相撲東根大
会では、我々大人も子どもたちと共に社会生活に必要な徳性を養える事業展開をしていき
ます。
青少年の健全育成を推進していく我々が子どもたちの規範となり、行政や各種団体との
協働関係を構築し、
「おもいやりの心」と「良心」を持ってＪＣ運動に取り組んで参ります。

事業計画
事業名

予算額

第３０回わんぱく相撲 東根大会 東根場所（５月例会）

￥287,500

第３２回わんぱく相撲 全国大会 （７月委員会事業）

￥121,000

さくらんぼマラソンへの参画

－

４０周年実行委員会への協力

－

その他

－
総予算額

￥408,500

【会員拡大会議】
議長 天野 修
副議長 鈴木 亮吉
拡大理事 三浦 斉

副委員長 井上 義悦

メンバー 天野 幸子

メンバー 荒井 幸俊

メンバー 植村 怜

基本方針
東根青年会議所は「明るい豊かな社会」を目指し、今年で４０周年という節目を迎えま
す。この伝統ある東根青年会議所をこれからも受け継ぎ、さらに発展させる為には、会員
拡大は必要不可欠です。会員拡大を行う為には、メンバー一人ひとりが英知を出し合い、
情熱を持って勇気ある一歩を踏みださなければなりません。今年度も昨年の勢いを継承し、
会員拡大を行っていきます。
ＪＡＹＣＥＥは三信条を念頭におき率先して行動することが大切です。
「奉仕」に励み「修
練」を積み、仲間との「友情」が生まれるからこそ、ＪＣ運動のみならず家庭や仕事にお
いても前向きに取り組むことができます。仲間との絆の尊さを実感でき、ＪＡＹＣＥＥと
しての土台を作ることができるように、会員資質の向上にも力を入れて参ります。
また、会員同士の交流を促しながら、地域とも積極的に連携し、共創の和を広げられる
ような事業を展開して参ります。

事業計画
事業名

予算額

会員拡大会議の運営・設営

￥600

会員交流会の開催

－

会員セミナー（２月例会）

￥24,880

ひがしね城下町祭りへの参画（７月第２例会）

￥95,800

会員セミナー（１１月委員会事業）

￥24,380

４０周年実行委員会への協力
その他
総予算額

￥145,660

【４０周年実行委員会】
４０周年実行委員会議長 阿部 洋介

副実行委員長 元木 豊

メンバー 全メンバー

基本方針
東根青年会議所は創立から４０周年の節目を迎え、現在に至るまで情熱をもった青年た
ちによる幾多の運動により、地域社会に多くの功績を残してきました。我々は、これまで
の歴史に対し敬意を表し感謝するとともに、受け継がれてきた運動を次世代のメンバーと
地域の人びとへ継承する使命と責任があります。
創立４０周年を迎え、歴史を振り返る年であると同時に、次代へ向け飛躍した東根青年
会議所の実現に向うために、メンバー同士の結束力と意識向上を図ります。そして、これ
までの運動の数々をメンバー全員で振り返り地域社会へ改めて発信するとともに、地域の
発展に寄与し、我々の運動にも支援されてきた御来賓、県内各地の同志や先輩方に対し、
敬意を払い感謝を伝えるために記念式典と祝賀会を開催致します。
常に変化を求め運動する我々が、創始の精神と先輩方が築き上げてこられた歴史と伝統
とともに４０周年を迎え、次世代につなぐ情熱溢れる運動を展開し、次代に向け飛躍する
東根青年会議所の創造を実現します。

事業計画
事業名

予算額

４０周年決起集会（4 月例会）

\37,882

創立４０周年記念式典・祝賀会の開催（１０月例会）

￥2,392,188

その他

－
総予算額

\2,430,070

【事務局】
専務理事 石山 高広
事務局長 荒井 俊太郎

会務理事 芳賀 景子

事務局補佐 星川 武

基本方針
各委員会との連携を密に図り、
「当たり前のことを当たり前にやる」ということを意識し、
決められたルールを厳守しながら理事会等の会議を円滑に行います。また、行政・他ＬＯ
Ｍ・他団体の窓口として情報共有や交流する機会を提供するとともに各種事業、大会等の
情報をメンバーに迅速に配信し、参加しやすい環境を作ります。
新たなメンバーが大幅に増加した現状を踏まえ、庶務、事務作業を確実に行い新入会員
や初理事の方々へのきめ細やかな対応とフォローアップを心掛け、メンバー一人ひとりが
対内、対外事業に対して情熱を持って活動できるよう邁進して参ります。
今年度は公益事業予算排出が最終年度となるため、法令違反が無いように会計基準を確
認しながら、委員会予算を正確に把握し、管理して参ります。

事業計画
事業名

予算額

事務局の運営

－

理事会・常任理事会の運営・設営及び議事録の作成

－

総会の議事録作成

－

事業の予算及び決算に関すること

－

一般社団法人東根青年会議所定款及び規程の見直しと変更

￥5,000

登記に関すること

－

庶務に関すること
メーリングリストの管理と運営
新入会員の備品手配と管理

－

会員拡大会議の運営・設営

￥17,300

会員会議所会議・山形ブロック協議会役員会議の設営

－

ブロック会長エリア訪問（２月事務局事業）

￥1,500

山形ブロック協議会協働事業（６月例会）

￥1,500

種飛ばしグランプリへの参画

－

第２３回東根市地区対抗駅伝競走大会への参画

－

行政関係会議への調整

－

京都会議・サマーコンファレンス

－

東北青年フォーラム in とめ・全国大会広島大会

－

第３１回理事長杯ゴルフコンペ

－

災害時の対応窓口及び災害ネットワークの管理と更新

－

その他

－
総予算額

￥8,000

