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 公益社団法人新居浜青年会議所は、公益社団法人となり公益性のある事業の展開を使命とし、１年間

青年会議所運動を展開してまいりました。「奉仕・修練・友情」の三信条のもと、２０１４年度は新たに

４名の新入会員を迎え、「愛と感謝～優しくあるために勇ましく！～」のスローガンを掲げ、様々な事業

を積極的に展開してまいりました。 

 

 2014年の基本方針として掲げた各項目については、以下の通りです。 

  １．会員の拡大、メンバーが協働出来る事業を行う。 

  ２．魅力ある例会設営に務め、その魅力を発信する。 

  ３．次代を担う青少年と共に学び感動できる事業を行う。 

  ４．まちの賑わいを創造し、このまちの事を思う事業を行う。 

  ５．愛媛県内に新居浜の誇りを発信できる事業を行う。 

     

１．公益事業 

A まちづくり事業（公１） 

     「HAMA2 ウィンターフェスティバル」については、今後（公社）新居浜青年会議所単独開

催から、新居浜市全体を巻き込んだ事業として運営・開催していきたいと考え、各経済団体等

に働きかけて実行委員会の立ち上げ等を含めてあり方を協議する機運が高まったため、今年度

は一度実施を見送りました。その代わりとして、まちづくり創造委員会が中心となって、魅力

ある新居浜の夢あふれる街づくりに寄与するイベント開催事業を行いました。詳細については

下記の通りです。 

   １．イベント開催事業 

「大物産産業展『Treasure Festival In Niihama』                         

～新居浜の文化と食と伝統の鼓銅を味わってみんかい～」 

       平成２６年１０月４日（土）、５日（日）の２日間、山根市民グラウンドを会場として

開催。（※台風接近の為、日曜日は１３時に繰り上げ終了した。） 

      → 新居浜市物産協会とのコラボレーションで実施した事業であり、新居浜市内の企業に

対して紹介・宣伝ブースを設けて来場者に PR して頂く場を設けました。また料飲組

合の皆様にご協力いただいて飲食ブースを設け、地元の食を来場者に味わっていただ

きました。 

ステージブースにおいては、新居浜で活躍されているパフォーマンスグループ等によ

るステージパフォーマンスや子供たちに大人気の妖怪ウォッチショー等を行い、お子

様連れのご家族を中心に大いに盛り上がりました。 

２日目の日曜日には、市内角野地区の太鼓台３台を招き、ひと足早い太鼓台のお披露



目及びかきくらべを披露していただき、最高の盛り上がりを見せた事業となりました。 

 

 B ひとづくり事業（青少年事業） 

    次代の新居浜を担うであろう青少年の心身ともに健全なる育成を支援するため、青少年育成委

員会が主体となり、新居浜市内の小学生を対象にした青少年学習事業を実施しました。また、継

続事業となっている「住友との懇談会」を、今年度は住友各社及び新居浜高等専門学校のご協力

により青少年事業の一環として実施しました。 

    さらに関連事業として、継続事業でもある「献血」への協力事業を、平成２６年４月１３日（日）

にイオンモール新居浜にて行いました。 

 

１．「住友との懇談会」 

     平成２６年５月２３日（金）に実施。 

    → 新居浜工業高等専門学校の１年生約２００名を対象に、地元に根差している住友企

業の生産活動の一端を生徒たちに学んでもらう目的で、住友金属鉱山株式会社の顧問

を務める真部良一様による講演会を開催しました。 

２．青少年学習事業「まるっと淡路島 ～探しだそう！震災から学ぶ大切なもの～」 

        平成２６年８月２日（土）～平成２６年８月３日（日）に実施。 

       → 新居浜市の小学生を対象に、発生から２０年を迎える阪神淡路大震災についてもう

一度学び直し、災害における対応や心構え等を学ぶことを目的として実施しました。 

         まず、事業に先だち平成２６年７月２１日（月・祝）に、マリンパーク新居浜にて

事前研修を行い、事業の日程及び準備物等の確認、並びに元愛媛大学防災情報研究セ

ンターの村岡先生による講義及びワークショップを行いました。 

事業当日には、淡路島の野島断層見学や語り部たちによる震災体験の講話等の機会

からの学習及び体験活動を行いました。なお、２日目には地元の淡路青年会議所のメ

ンバー代表が来られ、青年会議所間の交流ももつことができました。 

          

２．その他事業 

（１） 総務広報渉外活動 

総務広報渉外委員会が主体となり、毎月１回の通常例会を設営したほか、下表の事業を展開

しました。なお、広報活動については下表に記載の他、年間を通じてホームページ・Facebook

等の媒体を駆使して、新居浜青年会議所を市民の皆様に知っていただく為の活動を行いました。 

事業名 日時 場所 対象 主な内容 

新年会 H.26.1.10 

(金) 

リーガロイヤ

ルホテル新居

浜 

来賓、青年会

議所正会員

及びシニア

クラブ会員 

（公社）新居浜青年会議所の１年のスタートを飾

るために、新居浜市長等来賓の皆様もお招きして

新年式典及び新年会を開催しました。 



マスコミ

との懇談

会 

H.26.6.9 

(月) 

ユアーズ 青年会議所

正会員・市役

所記者クラ

ブ・フリーペ

ーパー代表

者 

新居浜市役所記者クラブの皆様に加え、新居浜市

を中心に展開されているフリーペーパー２社の

代表者にもお越しいただき、青年会議所運動の広

報及び PRについての意見交換を行いました。 

創立 

記念祭 

H.26.9.12 

(金) 

ユアーズ 青年会議所

正会員及び

シニアクラ

ブ会員 

新居浜青年会議所が創立された９月に、OBの

方々と共に青年会議所活動に対して思いを新た

にするための場として設営・開催しました。 

広報活動

※ か き ぼ

う発行配布 

H.25.9.12 

(金) 

ユアーズ 

（創立記念祭

会場において） 

青年会議所

正会員及び

一般市民 

例年発行している広報誌「かきぼう」を、創立記

念祭の日に合わせて発行しメンバー等に配布す

ると共に公共施設等への配布を行いました。 

魅力ある

例会づく

り 

H.26.10.7 

(火) 

リーガロイヤ

ルホテル新居

浜 

青年会議所

正会員 

例会の出席率をさらに上げるべく、例会において

新居浜警察署生活安全課課長小沢警部にお越し

いただき、『防犯』をキーワードに特殊犯罪及び

薬物犯罪に特化したご講演を頂きました。 

 

（２）会員相互交流事業 

     会員開発委員会が主体となり、会員相互の交流および重要課題である会員拡大を目的として、

下表の事業を実施しました。（「行政との懇談会」は、まちづくり創造委員会主体で実施。）また、

年間を通じて新しく新居浜青年会議所に入会した同志を広く知ってもらうため、新入会員のプロ

フィールや決意等を知らせる広報活動を主とした「新入会員広報」を展開しました。 

事業名 日時 場所 対象 主な内容 

家族会 H.26.9.7 

(日) 

新居浜市多喜浜体

育館及びレーイグ

ラッツェふじ 

青年会議所

正会員及び

そのご家族 

メンバーの奥様・お子様も招いて会員及び家族

との相互交流を図る趣旨のもと、今年度は運動

会のイメージで、家族全員が楽しんで運動でき

る設営を行いました。 

会員研修 H.26.11.2 

(日) 

ユアーズ 青年会議所

正会員 

新入会員に青年会議所のことを勉強してもらう

と共に、シニアの先輩に講演して頂き、現役メ

ンバーにとって翌年の創立５０周年を意識する

場としてもらうことを目的に開催しました。 

行政との

懇談会 

H.26.11.14 

(金) 

ユアーズ 青年会議所

正会員 

例会時に新居浜市子育て支援課の藤田副課長を

お招きして、新居浜市の子育て支援施策につい

ての講演及び意見交換を行いました。 

大忘年会 H.26.12.12 

(金) 

レーイグラッツェ

ふじ 

青年会議所

正会員 

卒業生を送り出す「卒業式」も兼ねて１年間の

労をねぎらうことを目的に開催しました。 

 



３．法人運営 

（１）総会について 

開催日時 場所 審議議案 

H.26.3.14 (金) レーイグラッツェふじ １．2013年度下期事業報告及び決算書の承認 

H.26.8.8 (金) リーガロイヤルホテル

新居浜 

１．2015年度理事長予定者の選出 

２．まちづくり基金一時取り崩しの承認 

H.26.11.14(金) ユアーズ １．2015年度理事及び監事の選任 

H.26.12.12(金) レーイグラッツェふじ １．2015年度事業計画並びに収支予算の承認 

 

（２）理事会について 

開催日時 場所 審議議案 

H.26.1.1 (水) 事務局 １．2014年度理事長の選定 

２．副理事長・専務理事・財務担当理事の選定 

H.26.1.6 (月) 新居浜市 

福祉センター 

１．「2013年度新入会員広報」事業並びに決算報告 

２．「2013年度大忘年会」事業並びに決算報告 

３．「2013年度広報活動」事業並びに決算報告 

４．まちづくり事業「第７回 HAMA2ウィンターフェスティバル」事業並び

に決算報告 

５．「第 29回新居浜凧揚げ大会」共催の承認 

H.26.2.7 (金) 新居浜市 

福祉センター 

１．「2014年度献血協力事業」事業計画並びに事業予算の承認 

２．2013年度事業報告及び決算書承認の件 

３．「2017えひめ国体強化第 34回三浦旗少年剣道大会」後援の承認 

H.26.3.7 (金) 新居浜市 

福祉センター 

１．「2014年度新年会」事業並びに決算報告 

２．通常総会開催の承認 

H.26.4.4 (金) 新居浜市 

福祉センター 

１．「マスコミとの懇談会」事業計画並びに事業予算の承認 

２．青少年育成事業「住友との懇談会」事業計画並びに事業予算の承認 

３．新居浜拳法道協会「第 17回西日本拳法道選手権大会」後援の承認 

４．オペラプラザ愛媛「歌劇『天空の町』」後援の承認 

５．5月度理事会開催日変更の承認 

H.26.5.1 (木) 新居浜市 

福祉センター 

１．ひとづくり事業「青少年学習事業 まるっと淡路島～探し出そう！震災か

ら学ぶ大切なもの～」事業計画並びに事業予算の承認 

２．「2014年献血協力事業」事業並びに決算報告 

３．「会員研修」実行委員長変更の承認 

H.26.6.3 (火) 新居浜市 

福祉センター 

１．「2015年度理事長予定者選挙管理委員会」設置の承認 

H.26.7.3 (木) 新居浜市 

福祉センター 

１．青少年育成事業「住友との懇談会」事業並びに決算報告 

２．「2014年度家族会」事業計画及び事業予算の承認 

３．「2014年度創立記念祭」事業計画及び事業予算の承認 



H.26.8.1(金) 新居浜市 

福祉センター 

１．「マスコミとの懇談会」事業並びに決算報告 

２．「魅力ある例会づくり」事業計画及び事業予算の承認 

３．「行政との懇談会」事業計画及び事業予算の承認 

４．まちづくり事業「大物産産業展『Treasure Festival In Niihama』～新居

浜の文化と食と伝統の鼓銅を味わってみんかい～」事業計画及び事業予算

の承認 

５．まちづくり基金運用（一時取崩）の承認 

６．2015年度理事長予定者選出の承認 

７．臨時総会開催の承認 

H.26.9.5(金) 新居浜市 

福祉センター 

１．「2014年度会員研修～過去・現在・未来、JC運動の魅力を再確認～」 

事業計画及び事業予算の承認 

２．ひとづくり事業「青少年学習事業 まるっと淡路島～探し出そう！震災か

ら学ぶ大切なもの～」事業並びに決算報告 

３．まちづくり事業「大物産産業展『Treasure Festival In Niihama』～新居

浜の文化と食と伝統の鼓銅を味わってみんかい～」事業予算（修正案）の

承認 

H.26.10.3(金) 新居浜市民文

化センター 

１．「2014年度大忘年会」事業計画並びに事業予算承認 

２．「魅力ある例会づくり」事業計画書修正の承認 

３．まちづくり事業「大物産産業展『Treasure Festival In Niihama』～新居

浜の文化と食と伝統の鼓銅を味わってみんかい～」事業予算（修正案）の

承認 

H.26.11.7(金) 新居浜市民文

化センター 

１．「2014年度家族会」事業並びに決算報告 

２．「2014年度創立記念祭」事業並びに決算報告 

３．「魅力ある例会づくり」事業並びに決算報告 

４．2015年度役員構成、委員会構成及び組織図の承認 

５．臨時総会開催の承認 

H.26.12.5(金) 新居浜市 

福祉センター 

１．「2014年度会員研修 ～過去・現在・未来、JC運動の魅力を再確認～」

事業並びに決算報告 

２．「行政との懇談会～安心して子供を育てられるまちづくりを目指して～」 

  事業並びに決算報告 

３．まちづくり事業「大物産産業展『Treasure Festival In Niihama』～新居

浜の文化と食と伝統の鼓銅を味わってみんかい～」事業並びに決算報告 

４．2015年度事業計画書並びに収支予算書の承認 

５．日本青年会議所、四国地区協議会、愛媛ブロック協議会への出向者（修正

案）の承認 

６．臨時総会開催の承認 

 


