
2022年度 一般社団法人 都留青年会議所  

 

第１回臨時総会 議事録 
開催日時２０２２年２月２５日（金） １９：００～２０：３０ 

開催場所：ＺＯＯＭ 

 

【出席者】会員名２９中 出席：12名 委任状：１7名 欠席：０名 

 欠 伊藤 洋平  欠 鈴木 瞬  欠 宮林 俊 

 欠 大森 純弥  欠 鈴木 智也 出  武藤 孝典 

出  奥秋 充裕  欠 関山 俊寿 出  森屋 真一郎 

 欠 熊坂 雄一郎  欠 知見 雅  欠 渡辺 佳菜 

出  岸本 基希 出  中野 雅基  欠 渡邊 尚太 

出  久保田 憲  欠 中村 吉秀 出  渡辺 純 

出  小林 聖 出  長沼 慎太郎  欠 渡邉 身衣子 

 欠 斉藤 司 出  奈良 和弥  欠 和田 伊織 

 欠 佐藤 千夏 出  西間庭 玄    

出  清水 雅之  欠 平井 譲    

 

直前理事長 

 

監事 

 欠 尾形 恵吾  欠 中村 吉秀 出  程原 誠 

 

－ 議事 – 

■確認事項 

第１号議案 その他 

■審議事項 

第１号議案 ２０２１年度＿一般社団法人都留青年会議所＿公益目的支出計画報告書（案）承認の件 

第２号議案 ２０２２年度＿一般社団法人都留青年会議所＿年間スケジュール変更（案）承認の件 

第３号議案 ２０２２年度＿一般社団法人都留青年会議所＿補正収支予算書（案）承認の件 

第４号議案 ２０２２年度＿一般社団法人都留青年会議所＿周年基金収支予算書変更（案）承認の件 

第５号議案 ２０２２年度＿一般社団法人都留青年会議所＿まちひと委員会 

年間事業計画書・予算書変更（案）承認の件 

第６号議案 ２０２２年度＿一般社団法人都留青年会議所＿青少年育成委員会 

年間事業計画書・予算書変更（案）承認の件 

第７号議案 ２０２２年度＿一般社団法人都留青年会議所＿地域連携委員会 

年間事業計画書・予算書変更（案）承認の件 

第８号議案 ２０２２年度＿一般社団法人都留青年会議所＿総務委員会 

年間事業計画書・予算書変更（案）承認の件 

第９号議案 その他 

■協議事項  

第１号議案 その他 

 

■監事講評 

尾形恵吾  

■議事録作成人 

西間庭 玄 

 

 

出  天野 さやか 
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■議事録署名人 

 

         中野 雅基                         清水 雅之        

 

 

■審議事項 

第１号議案 ２０２１年度＿一般社団法人都留青年会議所＿公益目的支出計画報告書（案）承認の件 

発言者 発言内容 

奈良直前専務 上程 

程原 誠監事 監査報告 問題ありませんでしたので、三名の署名捺印をいたしました。 

森屋理事長 意見・質問無いようですので採決に移ります。 

西間庭委員長 全員賛成です。 

森屋理事長 可決致しました。 

 

第２号議案 ２０２２年度＿一般社団法人都留青年会議所＿年間スケジュール変更（案）承認の件 

発言者 発言内容 

西間庭委員長 上程 

森屋理事長 意見・質問無いようですので採決に移ります。 

西間庭委員長 全員賛成です。 

森屋理事長 可決致しました。 

 

第３号議案 ２０２２年度＿一般社団法人都留青年会議所＿補正収支予算書（案）承認の件 

発言者 発言内容 

西間庭委員長 上程 

森屋理事長 意見・質問無いようですので採決に移ります。 

西間庭委員長 賛成 11名 反対 0名 白紙 1名 

森屋理事長 賛成多数により可決致しました。 

 

第４号議案 ２０２２年度＿一般社団法人都留青年会議所＿周年基金収支予算書変更（案）承認の件 

発言者 発言内容 

西間庭委員長 上程 

奈良会員 繰越金に 2021年どの引継ぎ 50万円が足されていないので修正をお願い致します。 

森屋理事長 修正の時間を取るために 10分間休憩を取りたいと思います。 

西間庭委員長 前年度の繰越金 50万円と利息 3円を足して、収入の部の合計 1,029,422円になりま

す。支出の部で事業費を 50万円 予備費 3円を足しました。ご確認お願い致します。 

森屋理事長 意見・質問無いようですので採決に移ります。 

西間庭委員長 賛成 11名 反対 0名 白紙 1名 

森屋理事長 賛成多数により可決致しました。 

 

第５号議案 ２０２２年度＿一般社団法人都留青年会議所＿まちひと委員会 

年間事業計画書・予算書変更（案）承認の件 

発言者 発言内容 

西間庭委員長 上程 

森屋理事長 意見・質問無いようですので採決に移ります。 

西間庭委員長 賛成 11名 反対 0名 白紙 1名 

森屋理事長 賛成多数により可決致しました。 
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第６号議案 ２０２２年度＿一般社団法人都留青年会議所＿青少年育成委員会 

年間事業計画書・予算書変更（案）承認の件 

発言者 発言内容 

西間庭委員長 上程 

森屋理事長 意見・質問無いようですので採決に移ります。 

西間庭委員長 賛成 11名 反対 0名 白紙 1名 

森屋理事長 賛成多数により可決致しました。 

 

第７号議案 ２０２２年度＿一般社団法人都留青年会議所＿地域連携委員会 

年間事業計画書・予算書変更（案）承認の件 

発言者 発言内容 

西間庭委員長 上程 

森屋理事長 意見・質問無いようですので採決に移ります。 

西間庭委員長 賛成 11名 反対 0名 白紙 1名 

森屋理事長 賛成多数により可決致しました。 

 

第８号議案 ２０２２年度＿一般社団法人都留青年会議所＿総務委員会 

年間事業計画書・予算書変更（案）承認の件 

発言者 発言内容 

西間庭委員長 上程 

西間庭委員長 
周年基金収支予算書に訂正がありましたので 55周年記念式典の事業費を 50万円いた

しました。 

森屋理事長 意見・質問無いようですので採決に移ります。 

西間庭委員長 賛成 11名 反対 0名 白紙 1名 

森屋理事長 賛成多数により可決致しました。 

 

 

■監事講評 

 

発信者 講評内容 

程原 誠監事 お疲れ様でした。専務理事が欠席ということで波乱万丈ありましたが、無事会が終了して

よかたなと思っております。監事三名が出席できていない件につきましては私から謝罪さ

せて頂きます。中村監事は一斉一台の大舞台（結婚式）が控えているという事で本日は

大目に見ています。 

 前年度については本日の審議通過をへて無事すべての業務が終了したところでありま

す。紆余曲折ありましたが、こうして無事終わることができたという事で運営の3名の方々

を初め 2021年度メンバーの皆様は大変お疲れ様でございます。 

 2022 年度の皆様は本日をもって予算の決定をしてスタートラインにつけたと思います

が、この総会の出席者が少ないという事は大変残念に思っているところであります。本当

にこれがブロック会長を輩出した LOM なのかと思います。最低限一人ひとりが持ってい

る議決権を放棄せずに行って頂きたい。厳しい事を言えば議決権を放棄するのであれば

いない方が良いです。一生懸命やっている人間が馬鹿馬鹿しく感じてしまいます。監事と

しても時間をさいてこの場に参加しているので現役会員が参加していなければ、私はそう

は思いませんが、一般論で言えばそう感じてしまいます。この辺りは翌々注意し今一度

考えてみてください。 

 何はともあれ 2022年度がここからスタートしますので皆様が一丸となって、今年は周年

事業もありますのでより一層森屋理事長を盛り上げていってください。以上ですお疲れ様

でした。 

 


