平成２６年度事業報告
平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日
１．全体事業（総会、例会、他地区青年部及び関係団体との交流会等）
開 催 日
会
場
４月 ５日（土） 静岡市

内
容
静岡県商工会議所青年部連合会
第１回役員会
役員研修会「関東ブロック大会協力体制について・全国大会誘致に
向けての協力体制について」
４月１５日（火） 商工会議所
島田商工会議所青年部
第２３回通常会員総会
４月２２日（火） 藤枝市
藤枝商工会議所青年部
通常会員総会
５月 １日（木） 焼津市
焼津商工会議所青年部
通常会員総会
５月１２日（月） 静岡市
静岡県商工会議所青年部連合会
富士宮商工会議所青年部歓迎会
５月２２日（木） 静岡市
静岡商工会議所青年部
通常会員総会
５月２７日（火） 商工会議所
第１回新入会員オリエンテーション
（１）ＹＥＧの目的・組織・活動内容などについて
（２）エンジェルタッチについて（担当 研修委員会）
６月 ６日（金） 島 田 樟 誠 高 第１回島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えよう
等学校
対象…島田樟誠高等学校生徒（２年生 約２００名）
講師…伊藤健太郎 氏（担当 研修・総務委員会）
６月 ７日（土） 掛川市
静岡県商工会議所青年部連合会
第２回役員会
第３３回通常会員総会
第 1 回若手後継者育成事業研修会「輝く組織をつくる」～意識が変
われば組織も変わる～
講師 人と経営研究所 所長 大久保寛司 氏
情報交換会
６月１２日（木） おおるり
島田商工会議所青年部
６月例会・オープンセミナー「自分の会社を良く知ろう～必ず経営
の役に立つ公開講座～」
講師 小倉税務会計事務所 小倉一洋 氏
６月１９日（木） 静岡市
静岡商工会議所青年部
６月例会 ビジネスマッチング例会
６月２１日（土） 神奈川県
関東ブロック商工会議所青年部連合会
藤沢市
第１回役員会
第１回定時総会
会長会議
６月２６日（木）
静岡県商工会議所青年部連合会他
～
岩手県山田町地場産品お中元セットの販売促進（担当 交流委員会）
７月 ８日（火） 島 田 樟 誠 高 第２回島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えよう
等学校
対象…島田樟誠高等学校生徒（１～３年生 ４０名）
講師…増本重孝氏 ・増野昌德氏 ・浦野彰人氏 ・竹島一氏
（担当 研修・総務委員会）
７月１２日（土） 静岡市
日本商工会議所青年部
第１２回全国サッカー大会静岡大会・大懇親会

７月１２日（土） 静岡市

静岡県商工会議所青年部連合会
第３回役員会
情報交換会
７月２６日（土） 藤枝市
藤枝商工会議所青年部
創立２５周年記念式典
７月２６日（土） 島田市
（社）島田青年会議所
島田発見市（島田ＹＥＧ有志による出店）
８月 ８日（金） 沼津市
沼津商工会議所青年部
８月例会「全国大会勉強会」
８月 ９日（土） 焼津市
中部４ＹＥＧ交流会
地引網・バーベキュー・交流会
※島田ＹＥＧから５名参加
８月２３日（土） やまゆり
島田商工会議所青年部
８月例会・納涼会
ファミリーバーベキュー大会
８月３０日（土） 商工会議所
島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生への模擬面接
対象…島田樟誠高等学校生徒（３年生 ５１名）
（担当 研修・総務委員会）
９月２６日（金） 歩歩路
島田鉄友会
５０周年記念式典
１０月１８日（土） 愛知県名古
島田商工会議所青年部
～１９（日） 屋市他
１０月例会・視察研修会（キョウセイ交通大学・まるや八丁味噌・
トヨタテクノミュージアム他）
１０月２４日（金） 神奈川県
関東ブロック商工会議所青年部連合会
２５日（土） 藤沢市
第４回役員会
第２回定時総会
会長会議
日本商工会議所青年部
第３４回関東ブロック大会かながわ藤沢大会
１１月 ３日（月） 掛川市
静岡県商工会議所青年部連合会
第４回役員会
第２回若手後継者育成事業研修会「ライバルが真似できない組織文
化で差をつける」
講師 ㈱ＭＡＴコンサルティング 代表取締役 望月広愛 氏
情報交換会
１１月 ４日（火） 川 根 高 等 学 第３回島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えよう
校
対象…川根高等学校生徒（１～３年生 １００名）
講師…名取稔文氏 ・笠井高広氏 ・曽根靖之氏 ・村上宏之氏
浦野彰人氏 ・小野隆二氏 ・小島卓美氏 ・伊藤健太郎氏
青島亮氏 ・進士ともみ氏 （担当 研修・総務委員会）
１１月１４日（金） 新潟県
日本商工会議所青年部
１５日（土） 新発田市
第３２回全国会長研修会「四季食彩の都しばた会議」
１１月２０日（木） 島田市役所
市議会報告と市民との意見交換会
青年部（１４名）と市議会議員（５名）との意見交換会
１１月２１日（金） 商工会議所
日本商工会議所青年部連合会
日本ＹＥＧ４０８＋会員活性化委員会委員来所
１１月２６日（水） 商工会議所
第２回新入会員オリエンテーション
（１）エンジェルタッチについて
１１月２７日（木）
静岡県商工会議所青年部連合会他
～
岩手県山田町地場産品お歳暮セットの販売促進（担当 交流委員会）
１１月２８日（金） 沼津市
関東ブロック商工会議所青年部連合会
ＹＥＧアカデミー

１２月

９日（火） 宮美殿

島田商工会議所青年部
１２月例会・臨時会員総会・島田市長講話・忘年会
忘年会会場にて山田町花火募金活動（担当 総務・交流委員会）
１月 ６日（火） 宮美殿
募金活動
島田商工会議所新春交歓会会場にて山田町花火募金活動（担当 交
流委員会）
１月１８日（日） サ ン ワ フ ィ 島田ＹＥＧみらぷろ杯Ｕ－９フットサル大会
ールド
ゲスト アグレミーナ浜松選手
ばらの丘
７校 ８チーム（選手６４名） 出席者約１３０名（担当 事業委
員会）
２月 ７日（土） 静岡市
静岡県商工会議所青年部連合会
第５回役員会
第３４回通常会員総会
第３回若手後継者育成事業研修会「既存の価値観をぶっ壊せ ～ゼ
ロからつくる理想の自分」
講師 静岡聖光学院中・高等学校 教頭 星野明宏 氏
情報交換会
２月１３日（金） 島 田 工 業 高 第４回島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えよう
等学校
対象…島田工業高等学校生徒（２年生 ２３２名）
講師…弓岡正樹氏 ・伊藤健太郎氏（担当 研修委員会）
２月２０日（金） 京都府
日本商工会議所青年部
２１日（土） 京都市
第３４回全国大会京都大会
第７３回通常会員総会
２月２７日（金） 三布袋
島田商工会議所青年部
２月例会・講演会「人が輝く活き活きした職場づくり」
講師 人と経営研究所 大久保寛司 氏（担当 事業委員会）
３月 ８日（日） 大井川
島田ＹＥＧ「みらぷろ」第２回市内青年団体協働事業大井川河川敷
河川敷
清掃活動（担当 交流委員会）
３月２１日（土） 掛川市
静岡県商工会議所青年部連合会
役員納会

２．会議
開 催 日
会
場
４月 ７日（月） 商工会議所
４月１０日（木） 商工会議所

５月２０日（火） 商工会議所

内
容
監事会
（１）平成２６年度会計監査
第１回役員会
（１）第２３回通常会員総会上程議案について
（２）第２３回通常会員総会の運営について
（３）６月例会の企画について
（４）新入会員オリエンテーションの企画運営について
（５）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
（６）エンジェルタッチの活用について
（７）県青連議員の選出について
（８）フィルムサポート島田運営委員会委員の選出について
（９）しまだ大井川マラソンコースｉｎリバティ部会委員選出につ
いて
第２回役員会
（１）新会員の加入及び所属委員会について
（２）第２３回通常会員総会の決算報告について
（３）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について

６月１７日（火） 商工会議所

７月１７日（木） 商工会議所

８月１９日（火） 商工会議所

８月２６日（火） 商工会議所
９月１０日（水） 商工会議所
９月１６日（火） 商工会議所

９月３０日（火） 商工会議所

（４）県青連総会・若手後継者育成事業研修会（６月７日）の出席
者取り纏めについて
（５）フィルムサポート島田運営委員会委員の選出について
（６）公募提案型政策コンテストの広報について
（７）島田信用金庫創業補助金セミナーの広報について
第３回役員会
（１）新会員の加入及び所属委員会について
（２）８月例会・納涼会の企画運営について
（３）１０月例会・視察研修会の企画運営について
（４）１２月例会・臨時会員総会・忘年会の企画運営について
（５）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
第４回役員会
（１）６月例会・オープンセミナーの決算報告について
（２）８月例会・納涼会の企画運営について
（３）１０月例会・視察研修会の企画運営について
（４）１２月例会・臨時会員総会・忘年会の企画運営について
（５）次年度役員選考方法について（第１回選考委員会開催日につ
いて）
（６）リバティマラソン大会ふれあい交流イベントの出店について
（７）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
（８）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生への模擬面接の企画運営ついて
（９）中部４ＹＥＧ交流会（焼津）の参加者について
（１０）沼津ＹＥＧ８月例会の対応について
第５回役員会
（１）８月例会・納涼会の企画運営について
（３）１０月例会・視察研修会の企画運営について
（４）１２月例会・臨時会員総会・忘年会の企画運営について
（５）次年度役員選考委員会委員決定について
（６）島田発見市差額の取り扱いについて
（７）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
（８）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生への模擬面接の企画運営ついて
第１回役員選考委員会
（１）次年度正副会長の選考について
第２回役員選考委員会
（１）次年度副会長の選考について
第６回役員会
（１）新会員加入及び所属委員会について
（２）８月例会・納涼会の決算報告について
（３）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生への模擬面接の反省点について
（４）１０月例会・視察研修会の企画運営について
（５）１２月例会・臨時会員総会・忘年会の企画運営について
（６）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
（７）次年度役員選考委員会の協議結果について
（８）関東ブロック大会かながわ藤沢大会の登録について
（９）日本ＹＥＧ全国会長研修会四季食彩の都しばた会議の登録に
ついて
第３回役員選考委員会
（１）次年度正副会長への意見・要望・注意点などについて

１０月１４日（火） 商工会議所

１１月１１日（火） 商工会議所

１２月１５日（月） 商工会議所
１２月１５日（月） 商工会議所

１月

８日（木） 商工会議所

１月２１日（水） 商工会議所

２月１２日（木） 商工会議所

２月１７日（火） 商工会議所

第７回役員会
（１）新会員加入及び所属委員会について
（２）１０月例会・視察研修会の企画運営について
（３）１２月例会・臨時会員総会・忘年会の企画運営について
（４）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
（５）リバティマラソン大会ふれあい交流イベントの出店及び募金
活動について
（６）新入会員オリエンテーションの企画運営について
（７）トイレ貸しますシール事業の学校への事前広報について
（８）関青連スクラム推進委員募集について
（９）関青連ＹＥＧアカデミーの参加者募集について
第８回役員会
（１）新会員加入及び所属委員会について
（２）臨時会員総会上程議案について
（３）１０月例会・視察研修会の企画運営について
（４）１２月例会・臨時会員総会・忘年会の企画運営について
（５）新市誕生１０周年記念事業市民自主事業補助金のエントリー
について
（６）島田ＹＥＧみらぷろ杯Ｕ－９フットサル大会の企画について
（７）新市誕生１０周年記念事業実行委員会委員選出について
（８）島田市からの依頼事項（ふるさと寄附金）について
原田会頭と次年度役員との面談
（１）意見・情報交換
第９回役員会
（１）２月例会の企画運営について
（２）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
（３）島田ＹＥＧ「みらぷろ」市内青年団体協働事業大井川河川敷
清掃活動の企画運営について
（４）島田ＹＥＧウェア作成・使用規定について
（５）日本ＹＥＧ第３４回全国大会京都大会の登録について
（６）県青連通常会員総会・若手後継者育成事業研修会の登録につ
いて
（７）島田市からの依頼事項（ふるさと寄附金）について
第１回次年度役員予定者会議
（１）平成２７年度の委員会メンバーについて
第１０回役員会
（１）１２月例会・臨時会員総会・忘年会の決算報告について
（２）２月例会の企画運営について
（３）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
（４）島田ＹＥＧ「みらぷろ」市内青年団体協働事業大井川河川敷
清掃活動の企画運営について
第２回次年度役員予定者会議
（１）平成２７年度年間事業計画について
（２）平成２７年度各委員会の事業予算について
（３）エンジェルタッチの利用について
（４）他委員会事業の参加について
第１１回役員会
（１）新会員加入及び所属委員会について
（２）２月例会・講演会の企画運営にいて
（３）島田ＹＥＧ「みらぷろ」市内青年団体協働事業大井川河川敷

２月２６日（木） 商工会議所

３月１８日（水） 商工会議所

３月１８日（水） 商工会議所

清掃活動の企画運営について
（４）日本ＹＥＧ大交流会（納会）について
第３回次年度役員予定者会議
（１）平成２７年度委員会事業計画について
（２）平成２７年度各委員会の事業予算について
（３）通常会員総会について
（４）０回委員会について
第１２回役員会
（１）２月例会の決算報告について
（２）島田ＹＥＧ「みらぷろ」市内青年団体協働事業大井川河川敷
清掃活動の決算報告について
（３）予算執行状況及び３０周年事業等繰入金について
（４）平成２６年度事業報告書（仮）について
（５）平成２６年度収支決算書（仮）について
新旧合同役員会
（１）通常会員総会の日程について
（２）事務の引継ぎについて
（３）今後の日程について

３．委員会
政策委員会
開 催 日
会
場
４月 １日（火） 商工会議所

５月１３日（火） 商工会議所
６月１２日（木） おおるり

６月１６日（月） 商工会議所

７月

３日（木） 商工会議所

８月

５日（火） 商工会議所

９月

９日（火） 商工会議所

１０月

７日（火） 商工会議所

内

容

第１回
（１）平成２６年度委員会事業の進め方について
（２）６月例会の企画運営について
（３）エンジェルタッチの活用について
第２回
（１）６月例会の企画運営について
島田商工会議所青年部
６月例会・オープンセミナー「自分の会社を良く知ろう～必ず経営
の役に立つ公開講座～」
講師 小倉税務会計事務所 小倉一洋 氏
第３回
（１）６月例会の反省点について
（２）６月例会アンケート結果について
（３）島田ＹＥＧ「みらぷろ」継続事業の企画について
第４回
（１）６月例会の決算報告について
（２）８月例会・納涼会のアンケートについて
（３）島田ＹＥＧ「みらぷろ」継続事業の企画について
第５回
（１）８月例会・納涼会のアンケートについて
（２）島田ＹＥＧ「みらぷろ」継続事業の企画について
（３）役員選考委員会委員選任について
第６回
（１）８月例会・納涼会のアンケート集計結果について
（２）１０月例会・視察研修会のアンケートについて
（３）島田ＹＥＧ「みらぷろ」継続事業の企画について
第７回
（１）１０月例会・視察研修会のアンケートについて
（２）１２月例会・忘年会のアンケートについて
（３）島田ＹＥＧ「みらぷろ」継続事業の企画について

１１月

４日（火） 商工会議所

１１月２７日（木） 静岡市
１２月

２日（火） 商工会議所

１月１３日（火） 商工会議所

２月１０日（火） 商工会議所

３月１０日（火） 商工会議所

事業委員会
開 催 日
会
場
４月 ８日（火） 商工会議所

５月１５日（木） 商工会議所

６月１０日（火） 商工会議所

７月

８日（火） 商工会議所

８月

５日（火） 商工会議所

８月２３日（土） やまゆり

９月

９日（火） 商工会議所

第８回
（１）１０月例会・視察研修会のアンケート集計結果について
（２）１２月例会・忘年会のアンケートについて
（３）島田ＹＥＧ「みらぷろ」継続事業の企画について
蓬莱橋×ミニ四駆/ギネス×ギネス事業（仮称）に関する相談
㈱タミヤ 営業部 催事課 主任 竹原正二 氏
第９回
（１）１２月例会・忘年会のアンケートについて
（２）島田ＹＥＧ「みらぷろ」継続事業の企画について
第１０回
（１）１２月例会・忘年会のアンケート集計結果について
（２）２月例会のアンケートについて
（３）島田ＹＥＧ「みらぷろ」継続事業の企画について
第１１回
（１）２月例会のアンケートについて
（２）島田ＹＥＧ「みらぷろ」継続事業の企画について
第１２回
（１）２月例会アンケート集計結果について
（２）平成２６年度政策委員会事業報告について

内
容
第１回
（１）平成２６年度委員会事業の進め方について
（２）８月例会・納涼会の企画運営について
（３）島田ＹＥＧみらぷろ杯Ｕ－９フットサル大会の企画について
（４）トイレ貸しますシール事業について
（５）エンジェルタッチの活用について
第２回
（１）８月例会・納涼会の企画運営について
（２）島田ＹＥＧみらぷろ杯Ｕ－９フットサル大会の企画について
（３）トイレ貸しますシール事業について
第３回
（１）８月例会・納涼会の企画運営について
（２）島田ＹＥＧみらぷろ杯Ｕ－９フットサル大会の企画について
（３）トイレ貸しますシール事業について
第４回
（１）８月例会・納涼会の企画運営について
（２）島田ＹＥＧみらぷろ杯Ｕ－９フットサル大会の企画について
（３）トイレ貸しますシール事業について
第５回
（１）８月例会・納涼会の企画運営について
（２）島田ＹＥＧみらぷろ杯Ｕ－９フットサル大会の企画について
（３）トイレ貸しますシール事業について
（４）次年度役員選考委員会委員選任について
（５）日本ＹＥＧ全国会長研修会について
島田商工会議所青年部
８月例会・納涼会
ファミリーバーベキュー大会
第６回
（１）８月例会・納涼会の決算報告について
（２）島田ＹＥＧみらぷろ杯Ｕ－９フットサル大会の企画について

（３）トイレ貸しますシール事業について
１０月 ８日（水） 商工会議所
第７回
（１）島田ＹＥＧみらぷろ杯Ｕ－９フットサル大会の企画について
（２）トイレ貸しますシール事業について
（３）２月例会の企画運営について
１１月 ５日（水） 商工会議所
第８回
（１）島田ＹＥＧみらぷろ杯Ｕ－９フットサル大会の企画について
（２）トイレ貸しますシール事業について
（３）２月例会の企画運営について
１２月 ３日（水） 商工会議所
第９回
（１）島田ＹＥＧみらぷろ杯Ｕ－９フットサル大会の企画について
（２）トイレ貸しますシール事業について
（３）２月例会の企画運営について
（４）県青連通常会員総会・若手後継者育成事業研修会出席者の取
り纏めについて
１月１４日（水） 商工会議所
第１０回
（１）２月例会の企画運営について
（２）トイレ貸しますシール事業について
（３）島田ＹＥＧみらぷろ杯Ｕ－９フットサル大会の企画について
１月１８日（日） サ ン ワ フ ィ 島田ＹＥＧみらぷろ杯Ｕ－９フットサル大会
ールド
ゲスト アグレミーナ浜松選手
ばらの丘
７校 ８チーム（選手６４名） 出席者約１３０名
２月 ４日（水） 商工会議所
第１１回
（１）２月例会の企画運営について
（２）トイレ貸しますシール事業について
（３）島田ＹＥＧみらぷろ杯Ｕ－９フットサル大会の決算報告につ
いて
２月２７日（金） 三布袋
島田商工会議所青年部
２月例会・講演会「人が輝く活き活きした職場づくり」
講師 人と経営研究所 大久保寛司 氏
３月１９日（木） 祭ばやし
第１２回
（１）２月例会の決算報告について
（２）トイレ貸しますシール事業について
（３）平成２６年度事業報告書について
研修委員会
開 催 日
会
場
４月 １日（火） 商工会議所

５月１３日（火） 商工会議所

５月２７日（火） 商工会議所

内

容

第１回
（１）平成２６年度委員会事業の進め方について
（２）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
（３）１０月例会・視察研修会の企画運営について
（４）新入会員オリエンテーションの企画運営について
（５）エンジェルタッチの活用について
第２回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
（２）新入会員オリエンテーションの企画運営について
（３）１０月例会・視察研修会の企画運営について
第１回新入会員オリエンテーション
（１）ＹＥＧの目的・組織・活動内容などについて
（２）エンジェルタッチについて

６月

３日（火） 商工会議所

第３回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
（２）新入会員オリエンテーションの反省点について
（３）１０月例会・視察研修会の企画運営について
６月 ６日（金） 島 田 樟 誠 高 第１回島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えよう
等学校
対象…島田樟誠高等学校生徒（２年生 約２００名）
講師…伊藤健太郎 氏
７月 １日（火） 商工会議所
第４回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
（２）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生への模擬面接の企画運営ついて
（３）新入会員オリエンテーションの決算報告について
７月 ８日（火） 島 田 樟 誠 高 第２回島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えよう
等学校
対象…島田樟誠高等学校生徒（１～３年生 ４０名）
講師…増本重孝氏 ・増野昌德氏 ・浦野彰人氏 ・竹島一氏
８月 ５日（火） 商工会議所
第５回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
（２）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生への模擬面接の企画運営ついて
（３）１０月例会・視察研修会の企画運営について
（４）次年度役員選考委員会委員選任について
（５）ＹＥＧキーホルダーについて
（６）各事業の広報作りについて
８月３０日（土） 商工会議所
島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生への模擬面接
対象…島田樟誠高等学校生徒（３年生 ５１名）
９月 ３日（水） 商工会議所
第６回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
（２）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生への模擬面接の反省点について
（３）１０月例会・視察研修会の企画運営について
（４）ＹＥＧキーホルダーについて
（５）各事業の広報作りについて
１０月 ７日（火） 商工会議所
第７回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
（２）１０月例会・視察研修会の企画運営について
（３）新会員オリエンテーションの企画運営について
（４）県青連若手後継者育成事業研修会（１１月３日）の出席者の
取り纏めについて
１０月１８日（土） 愛知県名古
島田商工会議所青年部
～１９（日） 屋市他
１０月例会・視察研修会（キョウセイ交通大学・まるや八丁味噌・
トヨタテクノミュージアム他）
１１月 ４日（火） 川 根 高 等 学 第３回島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えよう
校
対象…川根高等学校生徒（１～３年生 １００名）
講師…名取稔文氏 ・笠井高広氏 ・曽根靖之氏 ・村上宏之氏
浦野彰人氏 ・小野隆二氏 ・小島卓美氏 ・伊藤健太郎氏
青島亮氏 ・進士ともみ氏
１１月 ４日（火） 商工会議所
第８回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
（２）１０月例会・視察研修会の決算報告について

１１月２６日（水）
１２月

２日（火）

１月１３日（火）

２月

３日（火）

２月１３日（金）

３月２２日（日）

（３）新入会員オリエンテーションの企画運営について
商工会議所
第２回新入会員オリエンテーション
（１）エンジェルタッチについて
商工会議所
第９回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
（２）新入会員オリエンテーションの決算及び反省点について
商工会議所
第１０回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
商工会議所
第１１回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
島 田 工 業 高 第４回島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えよう
等学校
対象…島田工業高等学校生徒（２年生 ２３２名）
講師…弓岡正樹氏 ・伊藤健太郎氏
商工会議所
第１２回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの反
省点について
（２）平成２６年度研修委員会事業報告書について

交流委員会
開 催 日
会
場
４月 ３日（木） 商工会議所

５月１４日（水） 商工会議所

６月

４日（水） 商工会議所

６月２６日（木）
～
７月 １日（火） 商工会議所

８月

５日（火） 商工会議所

内

容

第１回
（１）平成２６年度委員会事業の進め方について
（２）島田ＹＥＧ「みらぷろ」ボランティア清掃活動の企画運営に
ついて
（３）エンジェルタッチの活用について
第２回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」ボランティア清掃活動の企画運営に
ついて
（２）若手後継者育成事業研修会（６月７日）の出席者取り纏めに
ついて
第３回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」ボランティア清掃活動の企画運営に
ついて
（２）関係諸団体との交流事業の企画運営について
静岡県商工会議所青年部連合会他
岩手県山田町地場産品お中元セットの販売促進（担当 交流委員会）
第４回
（１）やまだの花火大会視察・山田町商工会青年部との交流会につ
いて
（２）島田ＹＥＧ「みらぷろ」ボランティア清掃活動の企画運営に
ついて
（３）１２月例会・忘年会の企画について
第５回
（１）やまだの花火大会視察・山田町商工会青年部との交流会につ
いて
（２）島田ＹＥＧ「みらぷろ」ボランティア清掃活動の企画運営に
ついて
（３）島田髷まつりボランティア活動について
（４）１２月例会・忘年会の企画について

８月１４日（木） 岩手県
～１５日（金） 山田町
９月 ２日（火） 商工会議所

９月２１日（日） 大井神社
１０月

７日（火） 商工会議所

１０月２６日（日） 大井川
河川敷
１１月

４日（火） 商工会議所

１１月２７日（木）
～
１２月 ２日（火） 商工会議所

１２月

９日（火） 宮美殿

１月

６日（火） 宮美殿

１月１３日（火） 商工会議所

２月

４日（水） 商工会議所

３月

８日（日） 大井川
河川敷
９日（月） 商工会議所

３月

（５）関係諸団体との交流事業の企画運営について
（６）次年度役員選考委員会委員選任について
やまだの花火大会見学及び山田町商工会青年部との交流会
島田ＹＥＧ有志による見学・交流会
第６回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」ボランティア清掃活動の企画運営に
ついて
（２）島田髷まつりボランティア活動について
（３）１２月例会・忘年会の企画について
島田髷まつりボランティア活動
島田髷まつり見物客整理・誘導（担当 交流委員会）
第７回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」ボランティア清掃活動の企画運営に
ついて
（２）島田髷まつりボランティア活動について
（３）１２月例会・忘年会の企画について
（４）県青連若手後継者育成事業研修会（１１月３日）の出席者取
り纏めについて
しまだ大井川マラソンｉｎリバティふれあい交流イベント出店
岩手県山田町地場産品販売・山田町花火募金活動他（担当 総務委
員会・交流委員会）
第８回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」ボランティア清掃活動の企画運営に
ついて
（２）島田ＹＥＧ「みらぷろ」市内青年団体協働事業大井川河川敷
清掃活動の企画運営について
（３）１２月例会・忘年会の企画について
静岡県商工会議所青年部連合会他
岩手県山田町地場産品お歳暮セットの販売促進（担当 交流委員会）
第９回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」市内青年団体協働事業大井川河川敷
清掃活動の企画運営について
（２）１２月例会・忘年会企画運営について
島田商工会議所青年部
１２月例会・臨時会員総会・島田市長講話・忘年会
忘年会会場にて山田町花火募金活動（担当 総務・交流委員会）
募金活動
島田商工会議所新春交歓会会場にて山田町花火募金活動（担当 交
流委員会）
第１０回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」市内青年団体協働事業大井川河川敷
清掃活動の企画運営について
（２）１２月例会・忘年会の決算報告について
第１１回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」市内青年団体協働事業大井川河川敷
清掃活動の企画運営について
島田ＹＥＧ「みらぷろ」第２回市内青年団体協働事業大井川河川敷
清掃活動
第１２回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」市内青年団体協働事業大井川河川敷
清掃活動の反省点について

総務委員会
開 催 日
会
場
４月 ３日（木） 商工会議所

内
容
第１回
（１）平成２６年度委員会事業の進め方について
（２）第２３回通常会員総会の企画運営について
（３）会員拡大について
（４）しまだ大井川マラソン大会への出店について
（５）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
（６）会員手帳について
（７）エンジェルタッチの活用について
４月１５日（火） 商工会議所
島田商工会議所青年部
第２３回通常会員総会
５月 ８日（木） 商工会議所
第２回
（１）第２３回通常会員総会の決算報告について
（２）会員拡大について
（３）しまだ大井川マラソン大会への出店について
（４）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
６月 ５日（木） 商工会議所
第３回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
（２）しまだ大井川マラソン大会への出店について
（３）臨時会員総会・島田市長講話の企画運営について
６月 ６日（金） 島 田 樟 誠 高 第１回島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えよう
等学校
対象…島田樟誠高等学校生徒（２年生 約２００名）
講師…伊藤健太郎 氏
７月 ３日（木） シーアン
第４回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
（２）しまだ大井川マラソン大会への出店について
７月 ８日（火） 島 田 樟 誠 高 第２回島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えよう
等学校
対象…島田樟誠高等学校生徒（１～３年生 ４０名）
講師…増本重孝氏 ・増野昌德氏 ・浦野彰人氏 ・竹島一氏
８月 ７日（木） 商工会議所
第５回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
（２）しまだ大井川マラソン大会への出店について
（３）臨時会員総会・島田市長講話の企画運営について
（４）会員拡大について
（５）次年度役員選考委員会委員選任について
８月３０日（土） 商工会議所
島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生への模擬面接
対象…島田樟誠高等学校生徒（３年生 ５１名）
９月 ４日（木） 商工会議所
第６回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
（２）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生への模擬面接の反省点について
（３）しまだ大井川マラソン大会への出店について
（４）臨時会員総会・島田市長講話の企画運営について
１０月 ９日（木） 商工会議所
第７回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について

（２）しまだ大井川マラソン大会への出店について
（３）臨時会員総会・島田市長講話の企画運営について
（４）会員拡大について
（５）県青連若手後継者育成事業研修会（１１月３日）の出席者取
り纏めについて
１０月２６日（日） 大井川
しまだ大井川マラソンｉｎリバティふれあい交流イベント出店
河川敷
岩手県山田町地場産品販売・山田町花火募金活動他（担当 総務委
員会・交流委員会）
１１月 ４日（火） 川 根 高 等 学 第３回島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えよう
校
対象…川根高等学校生徒（１～３年生 １００名）
講師…名取稔文氏 ・笠井高広氏 ・曽根靖之氏 ・村上宏之氏
浦野彰人氏 ・小野隆二氏 ・小島卓美氏 ・伊藤健太郎氏
青島亮氏 ・進士ともみ氏
１１月 ６日（木） 岡 む ら の ぼ 第８回
る
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
（２）しまだ大井川マラソン大会への出店の反省点について
（３）臨時会員総会・島田市長講話の企画運営について
（４）会員拡大について
１２月 ４日（木） 商工会議所
第９回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
（２）臨時会員総会・島田市長講話の企画運営について
（３）会員拡大について
（４）卒会記念品について
１２月 ９日（火） 宮美殿
島田商工会議所青年部
１２月例会・臨時会員総会・島田市長講話・忘年会
忘年会会場にて山田町花火募金活動
１月１４日（水） 商工会議所
第１０回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
（２）臨時会員総会の決算報告について
（３）会員拡大について
（４）卒会記念品について
（５）会員手帳の作成について
（６）島田ＹＥＧみらぷろ杯Ｕ－９フットサル大会の企画について
２月 ５日（木） 商工会議所
第１１回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようの企
画運営について
（２）会員拡大について
（３）卒会記念品について
（４）会員手帳の作成について
（５）平成２６年度総務委員会事業報告書について
３月１２日（木） 商工会議所
第１２回
（１）島田ＹＥＧ「みらぷろ」高校生に経営者の声を伝えようのデ
ータシートについて
（２）卒会記念品について
（３）会員手帳の作成について
（４）職場体験に関するアンケートについて
（５）平成２６年度総務委員会事業報告書について

５．ボランティア活動等
開 催 日
会
場
６月２６日（木）
～
８月１４日（木） 岩手県
～１５日（金） 山田町
９月２１日（日） 大井神社
１０月２６日（日） 大井川
河川敷
１１月２７日（木）
～
１２月 ９日（火） 宮美殿

１月

６日（火） 宮美殿

３月

８日（日） 大井川
河川敷

内
容
静岡県商工会議所青年部連合会他
岩手県山田町地場産品お中元セットの販売促進（担当 交流委員会）
やまだの花火大会見学及び山田町商工会青年部との交流会
島田ＹＥＧ有志による見学・交流会（担当 交流委員会）
島田髷まつりボランティア活動
島田髷まつり見物客整理・誘導（担当 交流委員会）
しまだ大井川マラソンｉｎリバティふれあい交流イベント出店
岩手県山田町地場産品販売・山田町花火募金活動他（担当 総務委
員会・交流委員会）
静岡県商工会議所青年部連合会他
岩手県山田町地場産品お歳暮セットの販売促進（担当 交流委員会）
島田商工会議所青年部
１２月例会・臨時会員総会・島田市長講話・忘年会
忘年会会場にて山田町花火募金活動（担当 交流委員会）
募金活動
島田商工会議所新春交歓会会場にて山田町花火募金活動（担当 交
流委員会）
島田ＹＥＧ「みらぷろ」第２回市内青年団体協働事業大井川河川敷
清掃活動（担当 交流委員会）

山田町商工会青年部への花火募金総額 合計２０３，９１９円
①ふれあい交流イベント募金額（２３，８５２円） ②１２月例会・忘年会募金額（５６，８８１円）
③島田商工会議所新春会員交流会募金額（１１１，２１３円）
④ふれあい交流イベント物産販売利益分（１１，９７３円）
６．出向等
静岡県商工会議所青年部連合会（任期 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）
理事：大石俊行・名取稔文
島田商工会議所将来構想推進協議会（任期 平成２５年１１月１日～平成２８年１０月３１日）
委員：小倉一洋・高橋義博・永井宏騎
フィルムサポート島田運営委員会（任期 平成２５年１１月１日～平成２８年１０月３１日）
運営副委員長：小倉一洋
運営委員：石田真由美・伊藤健太郎・大石俊行・佐藤克美・佐藤誠二・鈴木利岳
富士山静岡空港と地域開発をすすめる会（任期 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）
会員：大石俊行・鈴木謙克・名取稔文・増本重孝・松永孝廣・鷲巣泰弘
しまだ大井川マラソンｉｎリバティ実行委員会 地域交流部会（任期 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）
委員：石田昌一・鷲巣泰弘
島田市新市誕生１０周年記念事業実行委員会（任期 平成２６年１１月１日～平成２８年３月３１日）
委員：青島亮

