
公益社団法人新居浜青年会議所 
２０１８年度 

事 業 報 告 書 

 
 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、新たな

る青年会議所運動を展開していくと共に組織の変革を起こしていこうとの思いで、各事業を展開してま

いりました。また、「奉仕・修練・友情」の三信条のもと、２０１８年度は新たに５名の新入会員を迎え、

「今こそ変革の時！～誰もが夢を語り合い、光り輝く未来へ～」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。 
 
 ２０１８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．ともに夢を語り合える会員の拡大にメンバー全員で取り組む 

２．地域にあふれる夢を発信し、魅力と活力にあふれる例会設営を行う。  
３．このまちに夢を持ち未来あふれる青少年を、心に残る事業を通じて育成する。 
４．参加するすべての人がこの町の光輝く未来を創造する事業を行う。 

 
     
１．公益事業 

A まちづくり事業（公１） 

  本年度は夢あふれるまち創生委員会が中心となり設営した、防災をテーマとして趣向を凝ら

した市民参加型のイベント開催事業を実施しました。 
また、２０１５年度から行政機関との協定を締結して未来に向けての協力体制の検討・構築

を図る事業を立ち上げており、関係各所との意見交換等を行いながら進めております。詳細に

ついては下記の通りです。 
 

   １．イベント開催事業 
「集まれ！若宮防災スクール～みんなで楽しく学ぼうさい～」 
→ 平成３０年１２月２日（日）  

新居浜市生涯学習センター若宮学習館（旧新居浜市立若宮小学校）にて開催 
西日本豪雨の発災が今年起きたことに鑑み、「防災」をキーワードとした市民参加型 

のイベントを実施。防災に関連する各種展示、飲食ブースの出店大声を出す場面が被

災した際において必要との観点からの「大声教室」、被災した西予市で行われている独

自競技「Z－１グランプリ in 新居浜」の開催などを行いました。 
 

２．安全安心なまちづくり事業 
    本年度も、毎年新居浜交通安全協会が主体として取り組んでいる「人の輪」運動と

いう街頭での交通安全啓発活動に参加協力しました。 



    そのほか防災関係についても、随時新居浜市との間で意見交換を行いました。 
 ※７月の西日本豪雨災害による被災地への支援について 

本年７月７日に発災した西日本豪雨災害による被害に見舞われた南予地域に対し、当

青年会議所にて組織した「災害対策本部」において支援物資の輸送サポート、復旧ボラ

ンティア活動へのメンバー派遣、支援金募金活動などを実施しました。 
特に支援物資の輸送サポートについては、支援物資取りまとめの初動対応ができたこ

ともあり、支援を希望された市民の皆様から大変感謝されました。 
  

 B ひとづくり事業（公２） 

    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、未来輝く青少

年育成委員会が主体となって新居浜市内の小学生を対象にした青少年育成事業を２本、及び夢あ

ふれるまち創生委員会が主体となって「わんぱく相撲にいはま場所」を実施しました。また、今

年度はひとづくり事業として、総務を担当する夢・未来発信委員会が主体となって、一般市民を

対象とした講演会も実施しました。 
    なお、今年はスケジュール等の事情により、関連事業である「献血」への協力事業は実施でき

ませんでした。 
１．ひとづくり事業 
「夢・未来プロジェクト～出会いは宝！ご縁を活かしてでっかく生きろ！～」 

    → 平成３０年９月２４日（月・祝） イオンモール新居浜「イオンホール」にて実施。 
各地で講演活動を行っている有限会社クロフネカンパニーの中村文昭氏を講師に迎え、

生きていくうえで必要な「人と人とのご縁」を大事にして自身の人生に生かしてほしい

とのテーマでの講演会を実施しました。さらに講演のみならず、新居浜南高校ユネスコ

部やボランティアサークル「May」のご協力をいただき、高校生及び一般市民による体

験談の発表並びに質疑応答を行いました。 
 

２．青少年育成事業「わんぱく相撲 にいはま場所」 
   → 平成３０年５月１３日（日） 新居浜市立泉川小学校において実施。 

わんぱく相撲全国大会の地方予選の意味合いも持つ大会として、昔、新居浜の地に根

付いていた相撲文化を復活させる目的で昨年復活させた「わんぱく相撲にいはま場所」

を、夢あふれるまち創生委員会が主体となり企画立案し、青少年育成事業として実施し

ました。残念ながら当日は雨でしたが、今年は特に白熱した取り組みが多く、小学校４

年生、５年生、６年生の男子優勝者が全国大会に進出を果たしました。参加した子供た

ちも、初めてながら相撲を楽しんでいたような印象を受けました。 
 

  ３．青少年育成事業「親子で学ぼう～ネット依存防止啓発＆スポーツ健全育成」 
    → 平成３０年６月２４日（日） 山根総合体育館にて実施 

昨今未成年者のネット依存及びネットにまつわるトラブルが起きていることに鑑み、

ネットに関する正しい利用法やトラブルの危険性及び対処法についての学習、スポーツ



によりコミュニケーションを図っていく目的にて、新居浜市の中学生及びその保護者を

対象に実施しました。 
第１部では愛媛県の担当者から動画などによりネット依存やネットにまつわるトラブ

ルの事例紹介や対処法について講義がありました。第２部では体育館１階に舞台を移し、

体力テストやニュースポーツでともに汗を流すスポーツコーナーを実施しました。初夏

の暑い中ではありましたが、参加された方々は、ネットトラブル等に対する知識を学ぶ

とともに心地よい汗を流すことができたと思います。 
 

４．青少年育成事業「集まれ！ゲンバ児童～真夏のモノづくり in 室戸～」 
      → 事前事業：平成３０年７月１６日（月・祝） マリンパーク新居浜にて実施 

本事業：平成３０年８月１１日（土）～１２日（日）国立室戸青少年自然の家にて実施 
新居浜市が「ものづくりのまち」を標榜していることに着目し、新居浜市の小学生を

対象に、実際に使えるウッドベンチを子供たちの手で作製して寄贈する事業を実施しま

した。 
事前事業においては、事業説明や班ごとでの自己紹介、必要な道具の作成、保護者へ

の説明、ベンチ作成の下準備を行い、本事業では１日目にベンチの作製及び仕上げを行

い、２日目には、作製したウッドベンチ８脚を国立室戸青少年自然の家に贈呈するセレ

モニーを行い感謝のお言葉をいただきました。その後悪天候により中止となったクルー

ジングの代わりとして室戸にある廃校を利用した水族館見学を行い、無事に新居浜まで

帰ってくることができました。 
班長、副班長であるＪＣメンバーの指導の下、参加した子供たちが主体的に作業に取

り組んでいたのが特に印象的でした。 
 
２．その他事業 

（１） 総務広報渉外活動 

夢・未来発信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.30.1.13 
(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。 

創立 
記念祭 

H.30.9.14 
(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 

通年 なし 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、今回は

紙媒体とデータで作成して、配布と共にホームペ

ージにリンクして公表しました。また、広報活動

においては昨年より導入している地域ポータル

サイト「まいぷれ新居浜」も活用し、Facebook

と共に更にホームページとの連動をかけて PR に

努めました。 

 
（２）会員相互交流事業 

     夢を語り合う同志拡大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、会員研修を含めた下表の事業を実施しました。 
事業名 日時 場所 対象 主な内容 

家族会 H.30.7.8 
(日) 
 

エコタウン工場倉庫 青年会議所

正会員・シニ

アクラブ会

員及びご家

族 

日頃から青年会議所活動にご理解ご協力を

いただいている、メンバーの配偶者ならび

にお子様をおもてなしし、それぞれの交流

を深めていただくために開催を予定してい

ましたが、前日からの大雨警報発令のため、

メンバー並びにご家族の安全に配慮し、有

志の任意参加による形に切り替えて実施し

ました。 

会員研修 H.30.9.9 
(日) 

ユアーズ 

 

青年会議所

正会員 

会員研修として、主に座学による講義形式

にて研修を実施し、青年会議所会員の心構

えや定款等の規則の知識など、JC メンバー

としての必要知識を学習しました。 

大忘年会 H.30.12.14 
(金) 

リーガロイヤルホテ

ル新居浜 

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.30.3.15 (木) ユアーズ １．２０１７年度事業報告及び決算書の承認 

H.30.4.13 (金) レーイグラッツェふじ １．２０１９年度愛媛ブロック協議会会長予定者選出の承認 

H.30.8.13 (月) レーイグラッツェふじ １．２０１９年度理事長予定者の選出 

２．定款変更（理事人数の下限の変更）の承認 

H.30.10.22(金) リーガロイヤルホテル新居浜 １．役員の選任に関する規則の改正の承認 

２．会員資格規程及びまちづくり基金運用規程（入会金の取

り扱いの変更）の改正の承認 



H.30.11.15(木) ユアーズ １．２０１９年度理事及び監事の選任及び組織図、出向者の

承認 

H.30.12.14(金) リーガロイヤルホテル新居浜 １．２０１９年度事業計画並びに収支予算の承認 

２．２０１９年度組織図修正及び出向者修正の承認  

 
（２）理事会について 

開催日時 場所 審議議案 
H.30.1.1 (月) 事務局 １．２０１８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.30.1.9 (火) 新居浜市市民文

化センター 

１．『まちの未来創造事業「～着る、見る、食べる。そして、感じる～ ニ

イハマ ハロウィン横丁」』事業並びに決算報告 

２．『２０１７年度（公社）新居浜青年会議所大忘年会「～ご卒業～そして

次代へと続く新居浜への思い」』事業並びに決算報告 

３．『２０１７年度広報活動～知名度・認知度ＵＰのために～』事業並びに

決算報告 

H.30.2.8 (木) 新居浜市市民文

化センター 

１．『第３７回三浦旗少年剣道大会』後援依頼の承認 

２．２０１７年度事業報告及び決算書の承認 

３．公益法人格における変更認定申請の承認 

H.30.3.7(水) 新居浜市市民文

化センター 

１．通常総会開催の承認 

２．『第２１回西日本拳法道選手権大会』後援依頼の承認 

３．４月度理事会日変更の承認 

４．『２０１８年度わんぱく相撲にいはま場所』事業計画並びに事業予算の

承認 

５．『２０１８年度シニア・OB・現役合同新年会』事業並びに決算報告 

H.30.4.6(金) 新居浜市総合福

祉センター 

１．「２０１９年度愛媛ブロック協議会会長選出（案）」の承認 

２．臨時総会開催の承認 

３．『青少年育成事業「親子で学ぼう～ネット依存防止啓発＆スポーツ健全

育成」』事業計画並びに事業予算の承認 

H.30.5.9 (水) 新居浜市市民文

化センター 

１．『家族会 ～作ろう夏の思い出、伝えよう感謝の気持ち、深めよう愛と

絆～』事業計画並びに事業予算の承認 

２．『青少年育成事業 「集まれ！ゲンバ児童～真夏のモノづくり in 室戸

～」』事業計画並びに予算の承認 

３．「第２０回オープントーナメント 西日本拳法道選手権大会」後援依頼

の承認 

H.30.6.8 (金) 新居浜市市民文

化センター 

１．２０１９年度理事長予定者選挙管理委員会の承認 

２．２０１９年度理事長予定者選挙管理委員会 委員会構成の承認 

３．青少年育成事業「親子で学ぼう～ネット依存防止啓発＆スポーツ健全

育成～」における実行委員長変更の承認 



H.30.7.10 (月) 新居浜市市民文

化センター 

１．「２０１８年度創立記念祭」事業計画及び事業予算の承認 

２．『夢・未来プロジェクト ～出会いは宝！ご縁を活かしてでっかく生き

ろ！～』事業計画及び事業予算の承認 

３．「守破離の『守』～型も守ろう、やりがいをみつけよう、ＪＣライフ～」

事業計画及び事業予算の承認 

４．『２０１８年度わんぱく相撲にいはま場所』事業予算修正の承認 

５．『まちづくり基金』の使用（案）の承認 

６．『（公社）新居浜青年会議所理事者数』の変更（案）の承認 

７．臨時総会開催の承認 

H.30.8.8(火) 新居浜市市民文

化センター 
１．青少年育成事業「親子で学ぼう～ネット依存防止啓発＆スポーツ健全

育成」事業並びに決算報告 

２．２０１９年度理事長予定者選出の承認 

H.30.9.7(金) 新居浜市総合福

祉センター 
１．新任理事の推薦人数の変更（案）の承認 

２．「２０１８年度わんぱく相撲にいはま場所」事業並びに決算報告 

H.30.10.9(火) 新居浜市市民文

化センター 

１．「家族会～作ろう夏の思い出、伝えよう感謝の気持ち、深めよう愛と絆

～」事業及び決算報告 

２．「２０１８年度（公社）新居浜青年会議所大忘年会『ありがとう』」事

業計画及び事業予算の承認 

３．青少年育成事業「集まれゲンバ児童！～真夏のモノづくり in 室戸～」

事業並びに決算報告 

４．「集まれ！若宮防災スクール」事業計画及び事業予算の承認 

５．新入会員入会金の取り扱い変更(案)の承認 

６．１０月臨時総会開催の承認 

７．１１月臨時総会開催の承認 

H.30.11.9(金) 新居浜市総合福

祉センター 
１．「守破離の『守』～型も守ろう、やりがいをみつけよう、ＪＣライフ～」

事業並びに決算報告 

２．「２０１８年度創立記念祭」事業並びに決算報告 

３．「夢・未来プロジェクト ～出会いは宝！ご縁を活かしてでっかく生き

ろ！～」事業並びに決算報告 

４．西日本豪雨災害における災害対策本部解散の承認 

５．２０１９年度理事及び監事の承認並びに組織図、出向者の承認 

H.30.12.7(金) 新居浜市市民文

化センター 
１．２０１９年度事業計画書並びに当初予算書の承認 

２．２０１９年度組織図修正及び出向者修正の承認 

３．臨時総会開催の承認 

 


