２０１０年度
２０１０年度

理 事 会
２０１０年度スローガン

新たな未来へ Go For It ! 夢をかたちに･･･

（社）浦安青年会議所

第１回 定例理事会
日時：２０１０年

１月１２日（火）

１９：３０～２４：１０

場所：浦安商工会議所会館内４Ｆ Ｂ会場
・第１号議案「２００９年度事業報告(案)承認」に関する件

(梅澤理事長) 可決

・第２号議案「２００９年度(社)浦安青年会議所決算報告(案)承認」に関する件
(梅澤理事長) 可決
・第３号議案「２０１０年度第１回補正予算(案)」に関する件

(梅澤理事長) 可決

・第４号議案 ２月第一例会「３０周年記念式典・祝賀会」に関する件
(３０周年事業実行委員会)

可決

・第５号議案 ５月第一例会「第２３回わんぱく相撲浦安場所」に関する件
(青少年健全育成委員会) 可決

第２回 定例理事会
日時：２０１０年

２月 ８日（月）

１９：３０～２２：４０

場所：浦安商工会議所会館内４Ｆ Ｂ会場
・第１号議案 １月第一例会「第一回通常総会」決算に関する件
・第２号議案 ２０１０年度

(総務広報委員会) 可決

２月第一例会「３０周年記念式典・祝賀会」に関する件
(３０周年事業実行委員会)

審議取り下げ

・第３号議案 ３月第一例会「ホップ、ステップ、ワンステップ！ 雨宮護先生の世界一
受けたい授業」に関する件
・第４号議案 ４月第一例会

うらやす ECO プログラム第一弾 環境講演「地球温暖化
ってなに？」(仮)に関する件

・第５号議案 ７月第一例会

(まちコミュ創造委員会) 可決

うらやす ECO プログラム第四弾 「キャンドルロード」
に関する件

・第６号議案 その他の事業

(ワンステップ研修委員会) 可決

(まちコミュ創造委員会) 可決

うらやす ECO プログラム「ライトダウンキャンペーン」
に関する件

(まちコミュ創造委員会) 可決

第１回 臨時理事会
日時：２０１０年

２月１５日（月）

２０：００～２１：５０

場所：浦安商工会議所会館内４Ｆ Ｂ会場
・第１号議案 ２月第一例会「３０周年記念式典・祝賀会」に関する件
(３０周年事業実行委員会)
・第２号議案「新入会員認証」に関する件

可決

(会員拡大委員会) 可決

第３回 定例理事会
日時：２０１０年

３月 ８日（月）

１９：３０～２２：４０

場所：浦安商工会議所会館内４Ｆ Ｂ会場
・第１号議案 ４月第一例会

うらやす ECO プログラム第一弾 環境講演「地球温暖化
ってなに？」に関する件

・第２号議案 ４月第一例会

(まちコミュ創造委員会) 可決

うらやす ECO プログラム第一弾 環境講演「地球温暖化
ってなに？」に関する件

(まちコミュ創造委員会) 可決

・第２号議案「新入会員認証」に関する件

(会員拡大委員会) 可決

第４回 定例理事会
日時：２０１０年

４月１３日（火）

１９：３０～２４：３０

場所：浦安商工会議所会館内４Ｆ Ｂ会場
・第１号議案 ２月第一例会「３０周年記念式典・祝賀会」に関する件
(３０周年事業実行委員会)

可決

・第２号議案 ２月第一例会「３０周年記念式典・祝賀会」の決算に関する件
(３０周年事業実行委員会)

可決

・第３号議案 ３月第一例会「ホップ、ステップ、ワンステップ！ 雨宮護先生の世界一
受けたい授業」の決算に関する件
(ワンステップ研修委員会)
・第４号議案 ４月第一例会

可決

うらやす ECO プログラム第一弾 環境講演「地球温暖化
ってなに？」に関する件

(まちコミュ創造委員会) 可決

・第５号議案 ５月第一例会「第２３回わんぱく相撲浦安場所」に関する件
(青少年健全育成委員会) 可決
・第６号議案 ６月第一例会「friendly neighborhood シンポジウム」に関する件
(シェイクハンド協働委員会)

可決

・第７号議案 その他事業「friendly neighborhood みんなでフットサル 2」に関する件
(シェイクハンド協働委員会)

可決

第５回 定例理事会
日時：２０１０年

５月１３日（木）

１９：３０～２４：００

場所：浦安商工会議所会館内４Ｆ Ｂ会場
・第１号議案 ４月第一例会

うらやす ECO プログラム第一弾 環境講演会「地球温暖化
ってなに？」決算に関する件

(まちコミュ創造委員会) 可決

・第２号議案 ６月第一例会「friendly neighborhood シンポジウム」に関する件
(シェイクハンド協働委員会)

可決

・第３号議案 ７月第一例会

うらやす ECO プログラム第四弾「キャンドルロード」
に関する件

(まちコミュ創造委員会) 可決

・第４号議案 ７月第二例会「第二回通常総会」に関する件
(総務広報委員会)
・第５号議案 ８月第一例会

審議取り下げ

ガチンコ富士登山 ～未来のある子ども達のために～
に関する件

(青少年健全育成委員会) 可決

・第６号議案「選挙管理委員会設置(案)」に関する件

(梅澤理事長) 可決

第６回 定例理事会
日時：２０１０年

６月 ８日（火）

１９：３０～２３：４５

場所：浦安商工会議所会館内４Ｆ Ｂ会場
・第１号議案 ７月第一例会

うらやす ECO プログラム第四弾「キャンドルロード」
に関する件

(まちコミュ創造委員会) 可決

・第２号議案 ７月第二例会「第二回通常総会」に関する件
・第３号議案 ８月第一例会

(総務広報委員会) 可決

ガチンコ富士登山 ～未来のある子ども達のために～
に関する件

(青少年健全育成委員会) 可決

・第４号議案「第二回収支補正予算(案)」に関する件

(梅澤理事長) 可決

・第５号議案「２０１１年度社団法人浦安青年会議所理事長選挙」に関する件
(選挙管理委員会)

可決

(梅澤理事長)

可決

・第６号議案「公益移行認定に向けた定款変更(案)承認」に関する件

・第７号議案「会員資格規定、並びに役員選任の方法に関する規定の変更(案)承認」
に関する件

(梅澤理事長) 可決

・第８号議案「運営規定、庶務規定、並びに経理規定の変更(案)承認」に関する件
(梅澤理事長) 可決
・第９号議案「緊急災害支援金支出」に関する件

(梅澤理事長) 可決

・第１０号議案「新入会員認証」に関する件

(会員拡大委員会) 可決

・第１１号議案「賛助会員認証」に関する件

(会員拡大委員会) 可決

第２回 臨時理事会
日時：２０１０年

６月２０日（日）

１０：００～１１：００

場所：新浦安カルチャープラザ ３階会議室
・第１号議案 ９月第一例会

創立３０周年事業「浦安ご当地グルメ発掘！～FooDream
プロジェクト～」に関する件

(３０周年事業実行委員会) 可決

・第２号議案 公益移行認定に向けた定款変更(案)承認」に関する件

(田中財務理事)

可決

第７回 定例理事会
日時：２０１０年

７月１２日（月）

１９：３０～２３：５５

場所：浦安商工会議所会館内４Ｆ Ｂ会場
・第１号議案 ５月第一例会「第２３回わんぱく相撲浦安場所」の決算に関する件
(青少年健全育成委員会) 可決
・第２号議案 ６月第一例会「friendly neighborhood シンポジウム」の決算に関する件
(シェイクハンド協働委員会)

可決

・第３号議案 その他事業「friendly neighborhood みんなでフットサル 2」決算に関する件
(シェイクハンド協働委員会)
・第４号議案 ９月第一例会

可決

創立 30 周年記念事業「浦安ご当地グルメ発掘！～FooDream
プロジェクト～」に関する件

(３０周年事業実行委員会) 可決

・第５号議案「新入会員認証」に関する件

(会員拡大委員会) 可決

第８回 定例理事会
日時：２０１０年

８月 ９日（月）

１９：３０～２４：２０

場所：浦安商工会議所会館内４Ｆ Ｂ会場
・第１号議案 ７月第一例会

うらやす ECO プログラム第四弾 「キャンドルロード」
に関する件

・第２号議案 ７月第一例会

(まちコミュ創造委員会) 可決

うらやす ECO プログラム第四弾 「キャンドルロード」
決算に関する件

(まちコミュ創造委員会) 可決

・第３号議案 ７月第二例会「第二回通常総会」決算に関する件
・第４号議案 ９月第一例会

(総務広報委員会) 可決

創立 30 周年記念事業「浦安ご当地グルメ発掘！～FooDream
プロジェクト～」に関する件

・第５号議案 ９月第二例会「千葉ブロック協議会
に関する件

(３０周年事業実行委員会) 可決

第４３回会員大会 in 千葉大会」
(クローズボンド交流委員会) 可決

・第６号議案「２０１１年度社団法人浦安青年会議所理事長選挙」決算に関する件
(選挙管理委員会)
・第７号議案「新入会員認証」に関する件

可決

(会員拡大委員会) 可決

第９回 定例理事会
日時：２０１０年

９月１３日（月）

１９：３０～２２：００

場所：浦安商工会議所会館内４Ｆ Ｂ会場
・第１号議案 １０月第一例会「あなたの選択が未来を創る！-浦安市長選挙公開討論会-」
に関する件

(シェイクハンド協働委員会) 可決

・第２号議案 １０月第二例会 藤原和博氏講演会「ワンステップを踏み出そう！
～地域の子ども達に見せるべき背中～」に関する件
(ワンステップ研修委員会)
・第３号議案 その他の事業

可決

第１３回浦安市民まつり「浦安ご当地カレーPR」に関する件
(まちコミュ創造委員会) 可決

・第４号議案 その他事業「あなたの選択が未来を創る！-浦安市長選挙合同個人演説会」
に関する件

(シェイクハンド協働委員会)

・第５号議案「新入会員認証」に関する件

可決

(会員拡大委員会) 可決

第１０回 定例理事会
日時：２０１０年１０月１２日（火）

１９：３０～２３：３０

場所：浦安商工会議所会館内４Ｆ Ｂ会場
・第１号議案 ８月第一例会

ガチンコ富士登山 ～未来のある子ども達のために～
決算に関する件

(青少年健全育成委員会) 可決

・第２号議案 １１月第一例会「第三回通常総会」に関する件

(総務広報委員会) 可決

・第３号議案 その他の事業「あなたの選択が未来を創る！－浦安市長選挙合同個人演説会－」
開催中止に関する件

(シェイクハンド協働委員会) 可決

・第４号議案「２０１１年度社団法人浦安青年会議所基本方針(案)並びに事業計画(案)」
に関する件

(梅澤理事長) 可決

第１１回 定例理事会
日時：２０１０年１１月 ９日（火）

１９：４５～２６：３０

場所：浦安商工会議所会館内３Ｆ Ｂ会場
・第１号議案 ９月第一例会

創立３０周年記念事業「浦安ご当地グルメ発掘！～FooDream
プロジェクト～」決算に関する件(３０周年事業実行委員会)可決

・第２号議案 １０月第一例会「あなたの選択が未来を創る！-浦安市長選挙公開討論会-」
決算に関する件

(シェイクハンド協働委員会) 可決

・第３号議案 １０月第二例会 藤原和博氏講演会「ワンステップを踏みだそう！
～地域の子ども達に見せるべき背中～」決算に関する件
(ワンステップ研修委員会)
・第４号議案 その他事業

可決

第１３回浦安市民まつり「浦安ご当地カレーPR」
決算に関する件

(まちコミュ創造委員会)

可決

(梅澤理事長)

可決

(クローズボンド交流員会)

可決

・第５号議案 「第三回収支補正予算(案)」に関する件
・第６号議案 １２月第一例会「３０周年ファイナル例会」に関する件
・第７号議案 「公益移行認定申請書及び添付書類の承認」に関する件

(梅澤理事長)

可決

・第８号議案 「２０１１年度社団法人浦安青年会議所 役員(案)並びに組織図(案)」
に関する件

(梅澤理事長) 可決

・第９号議案「２０１１年度社団法人浦安青年会議所

収支予算(案)」に関する件
(梅澤理事長) 可決

・第１０号議案「２０１１年度社団法人浦安青年会議所 例会スケジュール(案)」
に関する件

(梅澤理事長) 可決

・第１１号議案「２０１１年度社団法人浦安青年会議所 職務分掌(案)」に関する件
(梅澤理事長) 可決
・第１２号議案「２０１１年度社団法人浦安青年会議所 委員会事業方針(案)並びに
事業計画(案)」に関する件

(梅澤理事長) 審議取り下げ

・第１３号議案 ２０１１年度１月第二例会「新年会」に関する件
・第１４号議案「浦安の絆

(梅澤理事長) 可決

商品開発コンテスト 公開審査会」に関する件
(３０周年事業実行委員会)

可決

第３回 臨時理事会
日時：２０１０年１１月１７日（水）

１９：００～１９：３０

場所：浦安商工会議所会館内３Ｆ Ａ･Ｂ会場
・第１号議案 「２０１１年度 社団法人浦安青年会議所

委員会事業方針(案)並びに

事業計画(案)」に関する件

(梅澤理事長) 可決

第１２回 定例理事会
日時：２０１０年１２月１０日（金）

１９：３０～２１：５０

場所：（株）ウラタ ６Ｆ会議室
・第１号議案 １１月第一例会「第３回通常総会」決算に関する件

(総務広報委員会) 可決

・第２号議案 １２月第一例会「３０周年ファイナル例会」決算に関する件
(クローズボンド交流委員会)

可決

・第３号議案 その他事業「浦安の絆 商品開発コンテスト公開審査会」決算に関する件
(３０周年事業実行委員会)
・第４号議案「会員褒賞」に関する件

可決

(梅澤理事長) 可決

・第５号議案 ２０１１年度１月第一例会「第１回通常総会」に関する件 (梅澤理事長) 可決
・第６号議案 ２０１１年度１月第二例会「新年会」に関する件
・第７号議案 ｢新入会員認証｣に関する件

(梅澤理事長) 可決
(会員拡大委員会) 可決

