
 

平成２５年度 事 業 報 告 
 

１．会議・事業等の報告 

（１）総 会 

・第４３回通常総会 平成２５年 ４月１９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 ③役員改選 

 

（２）会 議 

 Ⅰ．正副部長会議 

・正副部長会議 平成２５年 ４月１２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２５年 ５月１３日 富久山町商工会館  

  ①全体会打ち合わせ 他 

 

 Ⅱ．役員定例会・監査会 

・第１回 役員定例会 平成２５年 ４月１２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 

・監査会 平成２５年 ４月１６日 富久山町商工会館  

・第２回 役員定例会 平成２５年１２月 ４日 魯山  

  ①各委員会事業等について 他 

 

 Ⅲ．全体会 

・第１回 全体会 平成２５年 ５月１４日 富久山町商工会館  

  ①第２２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２５年 ５月２９日 富久山町商工会館  

  ①第２２回ふくやま夢花火について（企画概要・地図の確認） 他 

・第３回 全体会 平成２５年 ６月１２日 富久山町商工会館  

  ①第２２回ふくやま夢花火について（協賛金について、部署打ち合わせ） 他 

・第４回 全体会 平成２５年 ７月 １日 富久山町商工会館  

  ①第２２回ふくやま夢花火について（協賛金募集状況・部署打合せ） 他 

・第５回 全体会 平成２５年 ７月１０日 富久山町商工会館  

  ①第２２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６回 全体会 平成２５年 ７月２４日 開成山サマーフェスタ会場  

  ①第２２回ふくやま夢花火について 他 

・第７回 全体会 平成２５年 ７月２９日 富久山町商工会館  

  ①第２２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２５年 ８月２１日 富久山町商工会館  

  ①第２２回ふくやま夢花火について（反省点） 他 

・第９回 全体会 平成２５年１１月２７日 富久山町商工会館  

  ①下期事業予定について 他 

 

 Ⅳ．委員会会議・事業 

  『経営委員会』 

・奉仕活動 平成２５年 ６月１１日 旧国道沿い清掃  

・第１回 経営委員会 平成２５年１２月１８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２６年 ２月２０日 富久山町商工会館  

 「労働現場をめぐる法律とトラブル～採用から退職まで～」 

講師：社会保険労務士法人 新田事務所 代表 新田孔一 氏 

 

 

『広報委員会』 

・第１回 広報委員会 平成２５年 ５月２１日 富久山町商工会館  －１－ 



  ①「ふるさと街並み写真館」事業のスケジュールについて 他 

・第２回 広報委員会 平成２５年 ９月 ４日 富久山町商工会館  

  ①「ふるさと街並み写真館」事業に係る文化祭出展準備 他 

・第３回 広報委員会 平成２５年 ９月１９日 富久山町商工会館  

  ①「ふるさと街並み写真館」事業に係る写真選別作業 他 

・第４回 広報委員会 平成２５年 ９月２５日 富久山町商工会館  

  ①「ふるさと街並み写真館」事業に係る出展パネル案協議 他 

・第５回 広報委員会 平成２５年１０月 ３日 富久山町商工会館  

  ①「ふるさと街並み写真館」事業に係る文化祭当日役割分担 他 

・第６回 広報委員会 平成２５年１０月１０日 富久山町商工会館  

  ①「ふるさと街並み写真館」事業に係る出展パネル製作作業 他 

・地域文化祭出展 

【健翔祭】 

【明輝祭】 

【富久山地区市民文化祭】 

 

平成２５年１０月１７日 

平成２５年１０月１８日 

平成２５年１１月 １日 

～３日 

 

行健中学校 

明健中学校 

富久山総合学習センター 

 

・第７回 広報委員会 平成２５年１１月２０日 富久山町商工会館  

  ①「ふるさと街並み写真館」事業に係るホームページの制作 他 

・第８回 広報委員会 平成２６年 １月２１日 富久山町商工会館  

  ①「ふるさと街並み写真館」事業に係るワークショップの準備 他 

・ワークショップ 平成２６年 １月２５日 富久山町総合学習センター  

・広報ふくやま原稿寄稿 平成２６年 １月発行 町内新聞折込み  

・第９回 広報委員会 平成２６年 ２月 ３日 富久山町商工会館  

  ①「ふるさと街並み写真館」事業に係る冊子の制作 

 

  『厚生委員会』 

・合同親睦ゴルフ大会 平成２５年 ６月２３日 郡山ゴルフ倶楽部  

・親睦会 平成２５年 ７月２４日 開成山サマーフェスタ 他  

・夢花火打上会 平成２５年 ９月１３日 Ｒ  

・ふくやま献血祭り協力 平成２５年１０月 ８日 富久山公民館サンライフ  

・合同親睦ゴルフ大会 平成２５年１１月１０日 大玉ＴＡＩＧＡカントリークラブ  

・新年会 平成２６年 １月２６日 小名浜オーシャンホテル  

・ふくやま献血祭り協力 平成２６年 ２月２４日 富久山公民館サンライフ  

 

（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 

・理事会 平成２５年 ４月 ９日 コラッセふくしま  

・通常総会・トップセミナー 平成２５年 ５月１０日 福島ビューホテル  

・復興支援事業実行委員会 平成２５年 ５月２４日 月あかり  

・理事会 平成２５年 ６月 ４日 郡山ビューホテル  

・青年部 50周年記念大会誘致

実行委員会 

平成２５年 ６月１８日 コラッセふくしま  

・理事会 平成２５年 ７月１８日 サンルート白河  

・復興支援事業実行委員会 平成２５年 ８月２３日 月あかり  

・親善ボウリング大会 平成２５年 ９月１４日 スポルト平  

・青年部長リーダー研修 平成２５年１０月１６日   

・東北六県北海道交流研修会 平成２５年１０月２３日 ホテル青森  

・広報委員会・理事会 平成２５年１１月 ６日 コラッセふくしま  

・研修委員会・広報委員会 

合同委員会 

平成２６年 １月 ９日 ビックアイ  

 

 

 

・理事会 平成２６年 １月１７日 郡山市東部勤労者研修センター  －２－ 



・４Ｒ運動推進セミナー並び

に青年部女性部復興支援事業 

報告会 

平成２６年 １月２７日 ビッグパレットふくしま  

・全国大会 平成２６年 ２月 ４日 埼玉スーパーアリーナ  

・理事会 平成２６年 ３月 ６日 コラッセふくしま  

・青年部長会議 平成２６年 ３月２７日 ホテルハマツ  

 

 Ⅱ．県中地区商工会青年部連絡協議会 

・通常総会 平成２５年 ４月２６日 郡山ビューホテル  

・部長会議・交流研修会 平成２６年 ２月 ４日 埼玉スーパーアリーナ  

・交流研修会（主張発表県中地区大会） 平成２６年 ３月 ４日 鏡石館  

 

 Ⅲ．郡山地区商工会青年部連絡協議会 

・部長会 平成２５年 ４月 ５日 安積町商工会館  

・第３２回通常総会 平成２５年 ４月１８日 ホテルプリシード郡山  

・部長・筆頭副部長会議 平成２５年 ５月２３日   

・部長会 平成２５年 ６月２５日 喜久田町商工会  

・郡山の未来を創るパネル 

討論会 

平成２５年 ８月２７日 ホテルハマツ  

・ショコラジサテライト事業

企画会議 

平成２５年１０月３０日 郡山コミュニティ放送  

・ショコラジ放送（富久山） 平成２５年１１月 ６日 郡山コミュニティ放送  

・部長会 平成２５年１１月１３日 ひさご旅館  

・ショコラジサテライト放送 平成２５年１１月１６日 総合体育館  

・主張発表大会（郡山地区大会） 平成２５年１２月 ４日 安積町商工会館  

・部長会 平成２６年 １月１４日 安積町商工会館  

・親善ボウリング大会 平成２６年 ２月１２日 ボウルアピア  

・福魂祭 平成２６年 ３月１１日 ビッグパレット  

 

 Ⅳ．きらめき２１研究会 

・第１回男性分科会 平成２５年 ７月 ８日 安積町商工会館  

・第２回男性分科会 平成２５年 ８月２２日 龍宮城 西ノ内店  

・第３回男性分科会 平成２５年１０月２１日 安積町商工会館  

・第４回男性分科会 平成２５年１１月１２日 安積町商工会  

・第５回男性分科会 平成２６年 １月２２日 龍宮城 西ノ内店  

・第６回男性分科会 平成２６年 ２月２６日 安積町商工会館  

 

 Ⅴ．その他 

・女性部通常総会 平成２５年 ４月１６日 和風レストラン玉藻  

・富久山町商工会総代会 平成２５年 ５月１６日 郡山ビューホテル  

・福島の未来を考える青年団

体協議会 

平成２５年 ５月１８日 ビッグアイ  

・ＯＢ会通常総会 平成２５年 ６月１５日 味広さとう  

・富久山地区市民新年交歓会 平成２６年 １月１５日 郡山ビューホテル  

 

 

 

 

 

 
 


