
 

平成２４年度 事 業 報 告 
 

１．会議・事業等の報告 
 

 （１）総 会 

・第４２回通常総会 平成２４年 ４月１２日 ビッグアイ市民交流プラザ  

  ①事業報告及び収支決算承認 ②事業計画及び収支予算決定 

 

（２）会 議 

 Ⅰ．正副部長会議 

・正副部長会議 平成２４年 ４月１１日 富久山町商工会館  

  ①通常総会打合せ 他 

・正副部長会議 平成２４年 ５月２５日 富久山町商工会館  

  ①新年度事業計画について 他 

 

 Ⅱ．役員定例会・監査会 

・第１回 役員定例会・監査会 平成２４年 ４月 ６日 富久山町商工会館  

  ①通常総会開催について ②通常総会提出議案審議について 他 

・第２回 役員定例会 平成２４年 ５月２５日 富久山町商工会館  

  ①部員加入承認について ②第２１回ふくやま夢花火について 他 

・第３回 役員定例会 平成２４年１２月 ３日 夢一膳  

  ①各委員会事業等について 他 

・第４回 役員定例会 平成２５年 ３月２１日 富久山町商工会館  

  ①部員加入承認について ②通常総会開催について 他 

 

 Ⅲ．全体会 

・第１回 全体会 平成２４年 ６月 １日 富久山町商工会館  

  ①第２１回ふくやま夢花火について（企画概要・担当報告・部署打合せ） 他 

・第２回 全体会 平成２４年 ６月１５日 富久山町商工会館  

  ①第２１回ふくやま夢花火について（集金袋配布・部署打合せ） 他 

・第３回 全体会 平成２４年 ６月２８日 富久山町商工会館  

  ①第２１回ふくやま夢花火について（部署打合せ） 他 

・第４回 全体会 平成２４年 ７月 ２日 富久山町商工会館  

  ①第２１回ふくやま夢花火について（協賛金募集状況・部署打合せ・棚卸） 他 

・第５回 全体会 平成２４年 ７月１０日 富久山町商工会館  

  ①第２１回ふくやま夢花火について（協賛金募集状況・部署打合せ・前日当日作業分担）他 

・第６回 全体会 平成２４年 ７月２６日 開成山サマーフェスタ会場  

  ①第２１回ふくやま夢花火について 他 

・第７回 全体会 平成２４年 ８月 １日 富久山町商工会館  

  ①第２１回ふくやま夢花火について（最終打合せ） 他 

・第８回 全体会 平成２４年 ８月２３日 富久山町商工会館  

  ①第２１回ふくやま夢花火について（反省点） 他 

・第９回 全体会 平成２４年１０月２４日 富久山町商工会館  

  ①部員加入承認について ②下期事業予定について 他 
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 Ⅳ．委員会会議・事業 

 

  『経営委員会』 

・全国統一“絆”感謝運動 平成２４年 ６月１２日 宝沢沼周辺  

・第１回 経営委員会 平成２４年１０月１２日 富久山町商工会館  

  ①本年度事業について 

・経営セミナー 平成２４年１１月２０日 ビッグアイ市民交流プラザ  

 ※富久山・日和田・西田・中田・喜久田合同 

 「経営者になるために必要なこと」ISO 経営コンサルタント 阿部陽三 氏 

・奉仕活動 平成２５年 １月１１日 町内 旧国道沿い  

 

  『広報委員会』 

・第１回 広報委員会 平成２４年 ５月 ８日 富久山町商工会館  

  ①ホームページリニューアルについて ②昔の街並み写真収集事業について 他 

・第２回 広報委員会 平成２４年 ５月１５日 富久山町商工会館  

  ①昔の街並み写真収集事業について ②ふくやま夢花火公式サイトについて 他 

・第３回 広報委員会 平成２４年 ５月２２日 富久山町商工会館  

  ①ホームページ更新担当者について ②ホームページ更新作業演習について 他 

・第４回 広報委員会 平成２４年 ８月１７日 富久山町商工会館  

  ①ホームページ更新について ②昔の街並み写真収集事業について 他 

・第５回 広報委員会 平成２４年 ９月１３日 富久山町商工会館  

  ①昔の街並み写真収集事業について 他 

・第６回 広報委員会 平成２４年１０月１９日 富久山町商工会館  

  ①昔の街並み写真収集事業について 他 

・第７回 広報委員会 平成２４年１１月 ８日 富久山町商工会館  

  ①昔の街並み舘事業について 他 

・第８回 広報委員会 平成２４年１１月２０日 ビッグアイ市民交流プラザ  

  ①昔の街並み舘事業について 他 

・ショコラジラジオ収録 平成２４年１１月２１日 行健中学校  

・広報ふくやま原稿寄稿 平成２５年 １月発行 町内新聞折込み  

・第９回 広報委員会 平成２５年 ３月２８日 富久山町商工会館  

  ①昔の街並み舘事業について 他 

 

  『厚生委員会』 

・合同親睦ゴルフ大会 平成２４年 ７月 １日 郡山ゴルフ倶楽部  

・親睦会 平成２４年 ７月２６日 開成山サマーフェスタ 他  

・夢花火打上会 平成２４年 ９月 ６日 魯山  

・ふくやま献血祭り協力 平成２４年 ９月１１日 富久山公民館サンライフ  

・合同親睦ゴルフ大会 平成２４年１１月１８日 石川 CC  

・合同懇親会（経営ｾﾐﾅｰ終了後） 平成２４年１１月２０日 魯山  

・研修旅行打合せ 平成２４年１２月１７日 富久山町商工会館  

・研修旅行打合せ 平成２５年 １月１８日 富久山町商工会館  

・研修旅行 平成２５年１月２６～２８日 香港・マカオ  

・ふくやま献血祭り協力 平成２５年 ２月 ４日 富久山公民館サンライフ  

・新年会 平成２５年 ２月２０日 魯山  

 

（３）事業及び研修会等への参加（上部団体等） 

 Ⅰ．福島県商工会青年部連合会 

・正副会長会・理事会 平成２４年 ４月１２日 コラッセふくしま  

・通常総会・トップセミナー 平成２４年 ５月 ９日 福島ビューホテル  

・正副会長会・理事会 平成２４年 ６月１４日 しらかわ温泉 弁天荘  
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・都道府県連リーダー研修会 平成２４年６月３～４日 ハワイアンズ  

・ふるさとの祭り実行委員会 平成２４年 ７月２５日 魯山  

・正副会長会・理事会 平成２４年 ８月２１日 ビッグパレットふくしま  

・親善球技大会 平成２４年 ９月２１日 鶴沼球場  

・東北六県北海道野球大会 平成２４年 ９月２５日 クリネックススタジアム宮城  

・部長会 平成２４年１０月１１日 郡山ビューホテルアネックス  

・東北六県北海道交流研修会 平成２４年１０月１７日 盛岡グランドホテル  

・ふるさとの祭り 平成２４年１０月２７～２８日 会津総合運動公園  

・正副会長会・理事会 平成２４年１２月１２日 コラッセふくしま  

・正副会長会・理事会 平成２５年 １月２９日 コラッセふくしま  

・全国大会 平成２５年２月５～７日 アスティとくしま  

・臨時総会・トップセミナー 平成２５年 ２月２６日 郡山ビューホテルアネックス  

・理事会・新旧役員引継会 平成２５年 ３月２３日 くつろぎの宿はなたき  

 

 Ⅱ．県中地区商工会青年部連絡協議会 

・通常総会 平成２４年 ４月２４日 郡山ビューホテル  

・親善ゴルフ大会 平成２４年 ７月１２日 福島空港ＣＣ  

・部長会議・交流研修会 平成２４年１１月１３日 三春交流館まほら  

・交流研修会（主張発表県中地区大会） 平成２５年 ３月 ６日 井筒屋  

 

 Ⅲ．郡山地区商工会青年部連絡協議会 

・部長会 平成２４年 ４月 ５日 安積町商工会館  

・第３１回通常総会 平成２４年 ４月２０日 珍満  

・部長会 平成２４年 ６月 ８日 安積町商工会館  

・ショコラジ公開生放送 平成２４年 ９月１５日 クマダ電化サービス  

・部長会 平成２４年１０月２３日 安積町商工会館  

・部長会 平成２４年１１月２８日 珍満  

・ショコラジ放送（富久山） 平成２４年１１月２８日 郡山コミュニティ放送  

・主張発表郡山地区大会 平成２４年１２月 ７日 安積町商工会館  

・部長会 平成２５年 １月２８日 安積町商工会館  

・福魂祭説明会 平成２５年 ２月 ９日 郡山市総合福祉センター  

・ショコラジ公開生放送 平成２５年 ２月１０日 本家大黒屋  

・親善ボウリング大会 平成２５年 ２月１３日 ボウルアピア  

・福魂祭全体ミーティング 平成２５年 ３月 ９日 郡山市総合福祉センター  

・福魂祭 平成２５年 ３月１１日 郡山女子大学  

 

 Ⅳ．きらめき２１研究会 

・第１回男性分科会 平成２４年 ７月１９日 片平ふれあいセンター  

・第２回男性分科会 平成２４年 ８月２４日 安積町商工会館  

・第３回男性分科会 平成２４年 ９月 ７日 安積町商工会館  

・第４回男性分科会 平成２４年 ９月１９日 逢瀬町商工会  

・第５回男性分科会 平成２４年１０月 ４日 逢瀬町商工会  

・きらめきっず前日作業 平成２４年１１月１０日 逢瀬町商工会  

・きらめきっず KORIYAMA 平成２４年１１月１１日 逢瀬町商工会  

 

 Ⅴ．その他 

・女性部通常総会 平成２４年 ４月１８日 和風レストラン玉藻  

・富久山町商工会総代会 平成２４年 ５月１６日 郡山ビューホテル  

・ＯＢ会通常総会 平成２４年 ６月２３日 味広さとう  

・富久山地区市民新年交歓会 平成２５年 １月１１日 郡山ビューホテルアネックス  
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