
公益社団法人新居浜青年会議所 
２０１７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、本年度

も新たなる青年会議所運動を展開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、２０１７年度は新たに８名の新入会員を迎え、「温故知

新 ～歴史と伝統を知り、新たなる新居浜の創造を！～」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。 
 
 2017 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．未来を担う青少年の豊かな心をはぐくむ事業の展開 

２．地域の特色を生かし魅力あるまちづくりの展開 
３．市民に愛される組織の確立 
４．メンバーの意識向上による組織基盤の強化 
５．公の志を共有できる人材の発掘・育成 
６．公益社団法人日本青年会議所、四国地区協議会、愛媛ブロック協議会への協力 

 
     
１．公益事業 

A まちづくり事業（公１） 

  本年度はまちの未来創造委員会が中心となり設営した、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と共に、過去に行っていた「わんぱく相撲にいはま場所」を青

少年育成委員会が中心となりおよそ 20 年ぶりに復活させ、新居浜市市制施行 80 周年記念事業

として実施しました。 
なお、イベント開催事業については、事業当日の台風接近及び上陸の恐れがあったため、来

場者及び参加者の安全を第一に考えた結果、残念ではありますが中止としました。 
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 
（１）「～着る、見る、食べる、そして感じる～ニイハマハロウィン横丁」 

※台風 23 号接近のため、残念ながら中止となりました。 
平成２９年１０月２９日（日） 新居浜中央公園をメイン会場として開催を計画 

      → ハロウィンをテーマとして、仮装コンテストやステージパフォーマンスなどを行い、

新居浜市の風物詩の一つとして提案できるようなイベントを企画・準備しました。 



（２）新居浜市市制施行８０周年記念事業「わんぱく相撲 にいはま場所」 
     平成２９年６月１８日（日） 新居浜市立泉川小学校において開催。 

→ 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青少年育成委員会を主体として実施。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。 
 
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。 
  

 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、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育成事業を実施しました。また、今

年度は人材育成委員会が主体となって高校生を対象としたひとづくり事業も実施しました。 
    なお、今年は関連事業である「献血」への協力事業はスケジュール等の事情により実施できま

せんでした。 
１．ひとづくり事業「学生面接官！～夢・未来を語れ場！～」 

    平成２９年７月１１日（火） 愛媛県立新居浜南高校にて実施。 
    → 新居浜南高校のご協力をいただき、高校生を対象にした事業として、進学及び就職

を控えた高校３年生の授業の一環も兼ねて実施しました。 
第１部として、学生が面接官として新居浜青年会議所のメンバーを面接するシチュ

エーションを体験してもらい、人を評価することの難しさを知ることで自身のアピー

ルの仕方などを考えていただく場となりました。第２部として新居浜青年会議所メン

バーをコーディネーターとして、「進学」、「就職」、「起業」、「結婚」のテーマにそれぞ

れ該当するグループになってもらい、フリートークを展開してもらいました。 
 

２．青少年育成事業「あつまれ！どすこいちゃんこスクール」 
       平成２９年６月４日（日） 新居浜市武徳殿及び新居浜市文化振興会館にて実施。 
       → 新居浜市を中心とした東予一円の小学生を対象に、新居浜市武徳殿を舞台にして、

まちづくり事業として開催する「わんぱく相撲にいはま場所」に向けての事前講習と

共に、相撲を通じて「伝統及び礼節を重んじる」精神を身につけていただくことを目

的として実施しました。全体として学校の一日の授業に見立てた形で構成し、前半は

礼節及び相撲のルールを学ぶために、愛媛県相撲連盟の方並びに新居浜市出身の力士

である琴の秀寿晃氏を講師に迎えて講義及び実技を行い、実際に相撲の一連の流れを

小学生の子供たちに学んでもらいました。 
昼食では、新居浜青年会議所メンバーと協力してちゃんこ鍋を調理して、参加者全



員で食べて英気を養ってもらい、午後は新居浜市文化振興会館に舞台を移し、記念手

形の作成を行いました。 
参加した子供たちはとにかく元気で、初めて相撲に触れてから、休憩時間も相撲を

取り合う姿が見られました。 
 

          
２．その他事業 

（１） 総務広報渉外活動 

総務広報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.29.1.13 
(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.29.9.15 
(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  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

においては地域ポータルサイト「まいぷれ新居

浜」を活用し、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 

     人材育成委員会及びまちの未来創造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。また、本年度は会員

拡大特別会議が主体となり、会員拡大のために入会案内パンフレットの考案・作成を行いました。 
事業名 日時 場所 対象 主な内容 

家族会 H.29.7.16 
(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しました。 



人材育成

研修（会

員研修） 

H.29.9.3 
(日) 

ユアーズ及び 

香園寺奥の院 

青年会議所

正会員 

会員研修として、座学での講義、西条市の

香園寺での滝行、懇親会を兼ねた宴席での

マナー講座と様々な研修を実施し、青年会

議所会員の心構えなど必要知識を学習しま

した。 

大忘年会 H.29.12.15 
(金) 

ユアーズ 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.29.3.15 (金) レーイグラッツェふじ １．2016 年度事業報告及び決算書の承認 

２．会員資格規程の改正及び附則追加の承認 

H.29.8.18 (金) リーガロイヤルホテル新居浜 １．2018 年度理事長予定者の選出 

H.29.11.15(金) リーガロイヤルホテル新居浜 １．2018 年度理事及び監事の選任及び出向者の承認 

H.29.12.15(金) ユアーズ １．2018 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.29.1.1 (日) 事務局 １．2017 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.29.1.6 (金) 新居浜市市民文

化センター 

１．「2016 年度（公社）新居浜青年会議所大忘年会『経験～“なにか”を

“おもい”として伝える～』」事業並びに決算報告 

２．「2016 年度広報活動」事業並びに決算報告 

３．「2017 年度入会案内パンフレット制作（案）」の承認 

４．コンサルティング契約の新規契約の承認 

５．「四国合同経営者 facebook 大交流会第 2 回～チャンスをつかめ Night！

～」後援依頼の承認 

H.29.2.6 (月) 新居浜市市民文

化センター 

１．2016 年度事業報告及び決算書の承認 

２．「2017 えひめ国体強化第 36 回三浦旗少年剣道大会」後援依頼の承認 

３．「鳥取県中部地震における災害対策本部」解散の承認 

H.29.3.8(水) 新居浜市市民文

化センター 

１．会員資格規程の改正及び附則追加の承認 

２．通常総会開催の承認 

３．まちの未来創造委員会 委員会年間事業計画変更（実施期間変更）の

承認 

４．青少年育成委員会 委員会年間事業計画変更（実施期間変更）の承認 

５．「2017 年度シニア・OB・現役合同新年会」事業並びに決算報告 



H.29.4.7(金) ユアーズ １．「あつまれ！どすこいちゃんこスクール」事業計画並びに事業予算の承

認 

２．「市制施行 80 周年記念事業 『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 

H.29.5.8 (月) 新居浜市市民文

化センター 

１．「学生面接官！～夢・未来を語れ場～」事業計画並びに事業予算の承認 

２．「家族会」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.29.6.6 (火) 新居浜市市民文

化センター 

１．2018 年度理事長予定者選挙管理委員会の承認 

２．2018 年度理事長予定者選挙管理委員会 委員会構成の承認 

H.29.7.10 (月) 新居浜市市民文

化センター 

１．「人材育成研修『原点回帰～ターニングポイントオブ JC ライフ』」事業

計画及び事業予算の承認 

２．「2017 年度創立記念祭」事業計画及び事業予算の承認 

３．臨時総会開催の承認 

H.29.8.8(火) 新居浜市総合福

祉センター 
１．「あつまれ！どすこいちゃんこスクール」事業並びに決算報告 

２．「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』」事業計画及び事業予算の承認 

３．臨時理事会開催の承認 

H.29.8.18(金) 
※臨時理事会 

リーガロイヤル

ホテル新居浜 

１．2018 年度理事長予定者選出の承認 

H.29.9.8(金) 新居浜市総合福

祉センター 
１．「学生面接官！～夢・未来を語れ場～」事業並びに決算報告 

２．「家族会」事業並びに決算報告 

３．「市制施行 80 周年記念事業 『わんぱく相撲にいはま場所』」事業並び

に決算報告 

H.29.10.10 
(火) 

新居浜市市民文

化センター 

１．「人材育成研修『原点回帰～ターニングポイントオブ JC ライフ』」事業

及び決算報告 

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～』」事業計画及び事業予算の承認 

３．臨時総会開催の承認 

４．災害対策本部解散の承認 

H.29.11.13 
(月) 

新居浜市市民文

化センター 
１．「2017 年度創立記念祭」事業並びに決算報告 

２．「2017 年度入会案内パンフレット制作」事業並びに決算報告 

３．2017 年度理事及び監事の承認並びに出向者の承認 

H.29.12.8(金) 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』」事業補正予算の承認 

２．2018 年度事業計画書並びに当初予算書の承認 

３．臨時総会開催の承認 

 


