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一般社団法人 津山青年会議所
各室及び各委員会・プロジェクト活動基準

【活力ある「つやま」のあしたのために】ビジョン推進会議

１．(一社 ) 津山青年会議所の目的達成のための計画の統

　　括管理及び実施推進

２． 【活力ある「つやま」のあしたのために】ビジョンの推進

３．事業計画及び事業予算の検討調整

４．各室間の連絡調整

第６６回岡山ブロック会員懇親野球大会実行委員会

１．第６６回岡山ブロック会員懇親野球大会の統括管理

２．第６６回岡山ブロック会員懇親野球大会のPＲ及び企

　　画の推進

３．中国地区協議会及び岡山ブロック協議会との連携及び

　　企画の調整

４． 【活力ある「つやま」のあしたのために】ビジョン推進会

　　議への参画

創立６０周年実行委員会

１．新ビジョン策定に関する調査・研究及び実施推進

２．創立６０周年記念事業の統括管理

３．創立６０周年記念式典及び祝賀会の企画・運営

４．公益社団法人に関する諸問題の調査研究及び検討

５． 【活力ある「つやま」のあしたのために】ビジョン推進会

　　議への参画

総務拡大委員会

１．事務局の管理・運営及び掌握（専務理事への協力）

２．総会の運営及び総会資料の蒐集並びに理事会及び例

　　会の議事録の作成及び保管・管理

３．褒賞及び表彰に関する事項

４．定款・規約に関する事項



５．(一社 ) 津山青年会議所の組織に関する事項

６．会員拡大に関する情報の統括及び実施推進

７．日本ＪC、会員拡大に関する情報蒐集及び手法の実施

　　推進

８．入会、休会及び希望退会の受付並びに自動退会及び

　　除名の取り扱い（専務理事への協力）

９．慶弔に関する事項

10．JC ボックスの管理

11．会員名簿の作成及び保管・管理

12．公益法人制度に関する事項

13．防災・減災・復旧に関する事項

14．他の会議体・委員会に属さない事項

人間力開発室

１．(一社 ) 津山青年会議所の目的達成のための計画の立

　　案及び実施推進

２．人間力開発の啓発に関する事項

３．津山市市民憲章推進協議会事務局の総括・運営

４．「特定非営利活動法人つやまNPO支援センター」へ

　　の参画

５．人間力開発室に所属する各委員会・プロジェクトの企

　　画調整

６．会員拡大の実施推進

７．創立６０周年実行委員会への参画

８．第６６回岡山ブロック会員懇親野球大会実行委員会へ

　　の参画

９．【活力ある「つやま」のあしたのために】ビジョン推進会

　　議への参画

地域力推進室

１．(一社 ) 津山青年会議所の目的達成のための計画の立

　　案及び実施推進

２．津山圏域の歴史・伝統・文化に関する事項

３．魅力ある地域力推進に関する事項
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４．国際化に関する諸問題への対応

５．津山城を中心とした周辺市街地に関する情報蒐集及び

　　調査・研究

６．全国城下町青年会議所連絡協議会への参画

７．「鶴山を考える会」への参画

８．地域力推進室に所属する各委員会・プロジェクトの企

　　画調整

９．会員拡大の実施推進

10．創立６０周年実行委員会への参画

11． 第６６回岡山ブロック会員懇親野球大会実行委員会へ

　　の参画

12． 【活力ある「つやま」のあしたのために】ビジョン推進会

　　議への参画

まつりプロジェクト

１．津山圏域の祭事、まつりの調査・研究及び情報の発信

２．津山納涼ごんごまつり並びに津山まつりへの参画

３．音楽祭に関する諸問題の調査・研究及び関連団体、機

　　関への参画

４．『和っしょい！津山』に関する地域・行政・他団体への

　　発信及び企画の推進

５．地域力推進室の計画に基づく事業の推進

６．広報に関して広報渉外交流委員会との連携

７．会員拡大の実施推進

８．創立６０周年実行委員会への参画

９．第６６回岡山ブロック会員懇親野球大会実行委員会へ

　　の参画

10． 【活力ある「つやま」のあしたのために】ビジョン推進会

　　議への参画

会員指導力研修委員会

１．月例会の企画・運営統括及び通知の発行

２．会員開発に関する事項

３．会員及び委員会の表彰具申



４．会員相互の友愛親睦及び体育厚生

５．会員の指導力に関する調査・研究及び開発・推進

６．青年経済人としての会員の研修及び魅力の発信に関す

　　る事項

７．新会員の研修に関する事項

８．その他会員に関する一切の事項

９. 広報に関して広報渉外交流委員会との連携

10．人間力開発室の計画に基づく事業の推進

11．日本ＪＣ、中国地区協議会及び岡山ブロック協議会の

　　委員会に関する事項

12．会員拡大の実施推進

13．創立６０周年実行委員会への参画

14．第６６回岡山ブロック会員懇親野球大会実行委員会へ

　　の参画

15．【活力ある「つやま」のあしたのために】ビジョン推進会

　　議への参画

広報渉外交流委員会

１．地域社会への公聴広報活動・情報交換及び交流に関

　　する事業の推進

２．地域・行政・他団体・各地ＪＣとの交流及び情報交換

　　の実施推進

３．渉外に関する事項

４．対外的行事に関する会合の連絡及び通知の発行

５．各地ＪＣの行事に関するメンバー参加の掌握及び参加

　　の推進

６. 広報に関する事項

７．マスコミ関係者及び記者クラブとの連携及びPR推進

８．（一社）津山青年会議所ホームページの活用・運用

９．日本ＪＣ及び各地ＪＣとの意見情報の交換及び蒐集

10．JＣニュースの発行

11．人間力開発室の計画に基づく事業の推進

12．日本ＪＣ、中国地区協議会及び岡山ブロック協議会の

　　委員会に関する事項
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13．会員拡大の実施推進

14．創立６０周年実行委員会への参画

15．第６６回岡山ブロック会員懇親野球大会実行委員会へ

　　の参画

16．【活力ある「つやま」のあしたのために】ビジョン推進会

　　議への参画

まちづくり委員会

１．地域活性化のための諸問題の調査・研究及び事業の

　　推進

２．津山城を中心とした地域の発展に関する調査・研究及

　　び情報の発信

３. 広報に関して広報渉外交流委員会との連携

４．地域力推進室の計画に基づく事業の推進

５．日本ＪＣ、中国地区協議会及び岡山ブロック協議会の

　　委員会に関する事項

６．会員拡大の実施推進

７．創立６０周年実行委員会への参画

８．第６６回岡山ブロック会員懇親野球大会実行委員会へ

　　の参画

９．【活力ある「つやま」のあしたのために】ビジョン推進会

　　議への参画

心の教育推進委員会

１．青少年、教育の諸問題の調査・研究及び事業の推進

２．地域社会の活性化に貢献できる地域人材の育成に関

　　する事項

３．福祉に関する諸問題の調査・研究及び情報の発信

４. 広報に関して広報渉外交流委員会との連携

５．地域力推進室の計画に基づく事業の推進

６．日本ＪＣ、中国地区協議会及び岡山ブロック協議会の

　　委員会に関する事項

７．会員拡大の実施推進

８．創立６０周年実行委員会への参画



９．第６６回岡山ブロック会員懇親野球大会実行委員会へ

　　の参画

10．【活力ある「つやま」のあしたのために】ビジョン推進会

　　議への参画

２０２０年の森プロジェクト

１．２０２０年の森のビジョンの調査・研究及び企画の推進

２．２０２０年の森の管理・育成

３．森の範囲の確認及び会員への啓発

４．管理小屋・橋・広場の維持・管理及び整備・拡大の検討

５．作業道の管理及び整備・拡大の検討

６．タイムカプセルの管理及び会員への啓発

７．鎌・巻物の管理

８．人間力開発室の計画に基づく事業の推進

９．広報に関して広報渉外交流委員会との連携

10．会員拡大の実施推進

11．創立６０周年実行委員会への参画

12．第６６回岡山ブロック会員懇親野球大会実行委員会へ

　　の参画

13．【活力ある「つやま」のあしたのために】ビジョン推進会

　　議への参画
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ＪＣデーに関する規定

第１条　ＪＣデー設定の日

日本に初めて青年会議所ができた日である９月３日を

ＪＣデーとする。

第２条　趣　　　　　　旨

９月３日を中心とした、日本青年会議所会頭の指針に

従って、特色ある行事を実行しあわせて青年会議所の高

揚とＰＲを行う。
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