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一 般 社 団 法 人　 津 山 青 年 会 議 所

第 64 代理事長　山　本　竜　義

事 業 報 告 書

　１９４９年、戦後の荒廃した日本を再建するために使命感と情熱にあふれた青年が集い、日本に青年
会議所が誕生しました。そして、その青年たちの意思が全国へ伝播し、１９５８年全国で１３５番目に
津山青年会議所が誕生しました。「明るい豊かな社会」の実現に向け、６４年という長きにわたり、今
日まで連綿と受け継がれてきた歴史、伝統、信頼、また先輩方の思いや情熱を受け継ぎ、２０２１年度
運動、活動を展開してまいりました。
　平成の時代が終わり、令和という新しい時代への突入。半世紀ぶりに開催をされる東京オリンピック
に期待と高揚感溢れる日本。そんな中、２０１９年１２月突如発生した新型コロナウイルスは、世界中
に感染を拡大し社会的、経済的に全世界で危機的な被害をもたらしました。東京オリンピックの延期、
２０２０年４月には全国に緊急事態宣言が発令され、社会活動、経済活動、そして青年会議所活動もま
ともにできないという今までに経験したことのない時間を過ごすこととなりました。そして今もなお、
私たちの生活に多くの影響を与え、感染へのリスクと経済の再生の相反する難しい選択を迫られていま
す。
　このような中、２０２１年度（一社）津山青年会議所は「自利利他　ONE　FOR　ALL　ALL　
FOR　ONE」をスローガンに

・覚悟でつなぐひとづくり（仲間のために積極果敢に行動できるひとづくり）
・情熱を広げるまちづくり（郷土愛溢れ共感広がるまちづくり）
・誇り溢れるＪＣづくり（絆の輪を広げ一体感あるＪＣづくり）

という３つの運動方針を掲げ、メンバーが一丸となって運動活動に邁進しました。

　２０２１年度９名の新会員を加え、年初より新会員研修会（導入編）として新会員は新年懇親会のア
トラクションに向け準備を進めておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大により、新年懇親会は
中止とさせていただき、アトラクションは映像での配信とさせていただきました。また、日頃ご支援ご
協力を賜っております特別会員の皆様、行政、各所関係諸団体に向け、広報誌あしたを送らせていただ
くことで、２０２１年度の方針や体制を発信させていただきました。
　2 月１９日は 2 月例会事業として、（一社）玉野青年会議所の特別会員であり、中国地区協議会会長
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を歴任されました福森豊先輩にお越しいただき「変わらないために変わる、ＪＣは変革の起点」という
内容で座談会を開催しました。コロナ渦でどうＪＣ運動、活動を展開していくべきかお話いただき、活
動に制限がある中でも想いをもって取組む気概を育むことができました。４月に入ってからはコロナウ
イルスの感染拡大がさらに広がり、５月には岡山県にも緊急事態宣言が発令をされ 4 月～６月までの
事業や行事はほとんどが中止や延期という事態になりました。また多くの特別会員の皆様や行政に多大
なるご支援を賜り、５月２８日～３０日の開催で準備をしてきました第４０回全国城下町シンポジウム
津山大会におきましてもやむなく１０月に延期しＷＥＢ開催という決断に至りました。昨年度から準備
を重ね、ＰＲキャラバンや各所との打ち合わせや調整など、この大会に向けメンバーが一丸となって取
り組んできた中での延期という判断は非常に辛いものでもありました。5 月例会、6 月例会はＺＯＯＭ
でのＷＥＢ開催となりましたが、2 か月ぶりのリアル開催となった 7 月例会では例会事業として第４１
代理事長を務められました河本義登先輩をお招きし「有事に私たちはどう活きるか～青年会議所が培っ
た信頼について～」のテーマでご講演いただきました。河本先輩が理事長をされておられた１９９８年
に起きた豪雨災害でのご経験やどういった想いでＪＣに取り組まれてこられたのか、多くの経験談をお
伺いすることでＪＡＹＣＥＥとしてのあるべき姿を見出し、会員としての誇りを醸成することができま
した。
　８月１９日に予定をしていました納涼会も新型コロナウイルスの影響で特別会員の皆様をお招きする
ことができませんでしたが、ＹｏｕＴｕｂｅによるライブ配信という新たな手法を用いて、森山理事長
予定者のお披露目や日頃の感謝の想いを特別会員の皆様に発信させていただきました。
１０月２日には延期となりました第４０回全国城下町シンポジウム津山大会として、事前収録でのＷＥ
Ｂ開催とはなりましたが、式典、またオープニングフォーラムとして立川晴の輔氏に落語と「落語から
見える城下町」というテーマでつやまの魅力を発信していただき、メインフォーラムでは広島大学名誉
教授の三浦正幸氏をお招きし、「余すことなく津山城　“もっと好きになる津山城の魅力”」のテーマで
パネルディスカッションを行い、津山城の魅力を発信することができました。当初この大会で計画をし
ていた市民の皆さんを巻き込んでの事業を開催することができませんでしたが、9 月１０日からはまち
づくり委員会の事業「出前事業つやまの魅力発見！もっと知ろうわたしたちのお城！！」を開催し、津
山圏域の小学校３０校の小学６年生に対して津山城やつやまの魅力を発信し、郷土愛の醸成につなげる
ことができました。
　また２０２２年度６５周年を迎えるにあたり、２０１７年に策定した中期ビジョン「誰もが夢と誇り
をもつまち“躍心するつやま”の創造」を検証し、今後５年間の指針となる新たな中期ビジョン「ＶＩ
ＶＩＤ　ＴＳＵＹＡＭＡ ひとに気づきとまちに築きを」を策定しました。ひと、リーダー、まち、未来、
組織と五つのテーマを柱に 5 年後の理想を創造し、その理想に向けて今後、運動を展開してまいります。
　２０２１年度は多くの事業、行事が中止となり、集まることができない、人を集めることができない
という本当に歯がゆい時間も多く過ごしました。しかし、諦めることなくメンバーが一丸となり前向き
に多くのチャレンジをすることができました。
　最後になりますが、（一社）津山青年会議所の運動、活動にご理解、ご協力、また多くのご支援を賜
りました全ての皆様に心より御礼申し上げると共に、今後も変わらぬご指導、ご鞭撻賜りますようにお
願い申し上げ、ご報告とさせていただきます。一年間ありがとうございました。



− 3−

岡山県社会教育委員連絡協議会

「社会を明るくする運動」津山市推進委員会

津山観光キャンペーン推進会議

津山ガン対策協議会

津山空路利用促進協議会

津山警察署管内暴力追放推進協議会

津山圏域定住自立圏共生ビジョン懇談会

津山さくらまつり実行委員会

つやま産業支援センター運営協議会

津山サンタフェ友好協会

津山私学教育振興連絡会議

公益社団法人津山市観光協会

津山市献血推進委員会

津山市交通安全対策協議会

津山市市民憲章推進協議会

津山市社会教育委員会

津山市社会福祉協議会

津山市生涯学習推進会議

幹 事

委 員

委 員

会 員

代議員

委 員

委 員

委 員

副委員長

理 事

副会長

委 員

副会長

理 事

委 員

常任委員

委 員

委 員

監 事

委 員

委 員

実行委員

委 員

監 事

委 員

理 事

委 員

委 員

副会長

委 員

評議員

委 員

津山市人権尊重の教育推進協議会

津山市スポーツ協会

津山市男女共同参画まちづくり審議会

津山市中心市街地活性化協議会

津山市手をつなぐ育成会

津山市ファシリティマネジメント委員会

津山市文化振興事業基金運営委員会

津山市文化振興ビジョン検討委員会

津山納涼ごんごまつり実行委員会

公益財団法人津山文化振興財団

津山防衛協会

津山まつり実行委員会

美作地区中学校野球選手権大会

特定非営理活動法人つやまＮＰＯ支援センター

45名

9名

4名

4名

44名

１．正会員

2020 年度末会員数

2021 年度新加入者数

2021 年度中途退会者数

2021 年度限退会者数

2021 年度末会員数
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入木　　圭

大上　晋治

神﨑　大輔

齋藤　雄太

末永　　亮

永禮　　誠

前田　哲弥

山岡　稔尚

吉田　和也

㈱入木石油店

㈱おおうえ

神﨑税理士事務所

㈱Ｈｏｒｉｚｏｎ

骨けん整骨院

㈲永礼鉄工所

積水ハウス㈱

㈲津山新建材共栄商会

Ｋ－ＲｉｓｅＷｏｒｋｓ

代表取締役

代表取締役

院長

代表

片山　英之

西村　明秀

村上　卓也

森元　宏

㈲片山印刷所

㈲西村ビルサービス

森山建設㈱

㈱エクステリアセンター森元

代表取締役

営業

代表取締役社長

2021年度限退会者

会員移動明細

2021年度退会者

矢山　香織

山岡　裕明　

松岡　昌範

吉田　和也

２．特別会員　　2021年度末会員数　　　　391人
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2021 年度　事業報告

1月例会・定時総会
例会事業　新ＪＣ宣言文ＺＯＯＭ講習会
定時総会
〇第１号議案　２０２０年度事業報告書（案）、収支決算書（案）について
〇第２号議案　２０２１年度一般社団法人津山青年会議所事業計画（案）について
〇第３号議案　２０２１年度予算一部修正について

7月例会
臨時総会
〇第１号議案 次年度理事長選出について
ひとづくり委員会による例会事業
「有事に私たちはどう活きるか～青年会議所が培った信頼について～」
講師：第４１代理事長　タカラ産業株式会社代表取締役社長　河本義登先輩

2月例会
ひとづくり委員会による例会事業
福森　豊先輩、山本理事長、橋本直前理事長による座談会
「変わらないために変わる、ＪＣは変革の起点」

9月例会
まちづくり委員会による例会事業
津山市教育相談センター「鶴山塾」講演
講師：津山市教育相談センター「鶴山塾」鳥越次長

10月例会
ひとづくり委員会による例会事業
卒業生スピーチ　2名

3月例会
ひとづくり委員会による例会事業
米田恵樹君による講演
「甦れ城下町魂！」
講師：全国城下町青年会議所連絡協議会会長　米田恵樹君

6月例会
臨時総会
〇次年度理事選考委員選出について申し合わせ事項の確認
〇第１号議案 次年度理事選考委員の選出について
　（事前投票の後にWEBで開票）

4月例会
（終了後　つるまる広場に移動し全体懇親会）

5月例会

8月例会

◎総会例会

内　　　容月　日 会　場

津山鶴山ホテル

1月19日

津山鶴山ホテル

2月19日

津山鶴山ホテル

3月19日

津山鶴山ホテル
4月19日

WEB（ZOOM）5月19日

WEB（ZOOM）

6月19日

津山鶴山ホテル

7月19日

津山鶴山ホテル8月19日

津山鶴山ホテル

9月17日

津山鶴山ホテル
10月19日
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2021 年度　事業報告

1月例会・定時総会
例会事業　新ＪＣ宣言文ＺＯＯＭ講習会
定時総会
〇第１号議案　２０２０年度事業報告書（案）、収支決算書（案）について
〇第２号議案　２０２１年度一般社団法人津山青年会議所事業計画（案）について
〇第３号議案　２０２１年度予算一部修正について

7月例会
臨時総会
〇第１号議案 次年度理事長選出について
ひとづくり委員会による例会事業
「有事に私たちはどう活きるか～青年会議所が培った信頼について～」
講師：第４１代理事長　タカラ産業株式会社代表取締役社長　河本義登先輩

2月例会
ひとづくり委員会による例会事業
福森　豊先輩、山本理事長、橋本直前理事長による座談会
「変わらないために変わる、ＪＣは変革の起点」

9月例会
まちづくり委員会による例会事業
津山市教育相談センター「鶴山塾」講演
講師：津山市教育相談センター「鶴山塾」鳥越次長

10月例会
ひとづくり委員会による例会事業
卒業生スピーチ　2名

3月例会
ひとづくり委員会による例会事業
米田恵樹君による講演
「甦れ城下町魂！」
講師：全国城下町青年会議所連絡協議会会長　米田恵樹君

6月例会
臨時総会
〇次年度理事選考委員選出について申し合わせ事項の確認
〇第１号議案 次年度理事選考委員の選出について
　（事前投票の後にWEBで開票）

4月例会
（終了後　つるまる広場に移動し全体懇親会）

5月例会

8月例会

◎総会例会

内　　　容月　日 会　場

津山鶴山ホテル

1月19日

津山鶴山ホテル

2月19日

津山鶴山ホテル

3月19日

津山鶴山ホテル
4月19日

WEB（ZOOM）5月19日

WEB（ZOOM）

6月19日

津山鶴山ホテル

7月19日

津山鶴山ホテル8月19日

津山鶴山ホテル

9月17日

津山鶴山ホテル
10月19日

1月9日

2月9日

3月10日

4月9日

4月28日

5月10日

5月19日

6月9日

津山商工会館議員室

津山商工会館議員室

津山商工会館議員室

津山商工会館議員室

津山商工会館議員室

津山商工会館議員室

WEB（ZOOM）

WEB（ZOOM）

議　案　名審／協 会　場月　日

審議

審議

審議

審議

審議

審議

協議

審議

審議

審議

協議

審議

協議

協議

◎理事会

1 （一社）津山青年会議所：２０２１年度（一社）津山青年会議所
事業計画（案）について

2 広報に関する事項に関する事業計画書（案）及び事業収支予
算書（案）について

3 第４０回全国城下町シンポジウムのＰＲ及び企画の推進に関する
修正事業計画書（案）及び修正事業収支予算書（案）について

１ （一社）津山青年会議所の目的達成のための事業報告書（案）
及び事業収支決算書（案）について

１ 第４０回全国城下町シンポジウムのＰＲ及び企画の推進に関する
修正事業計画書（案）及び事業収支修正予算書（案）について

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
び実施推進に関する事業報告書（案）及び事業収支決算書（案）

１ 第４０回全国城下町シンポジウムのＰＲ及び企画の推進に関する
修正事業計画書（案）及び事業収支修正予算書（案）について

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
理及び実施推進に関する事業報告書（案）及び事業収支決
算書（案）について

２ 第４０回全国城下町シンポジウム津山大会修正事業計画書
（案）及び事業収支修正予算書（案）について

１ 広報に関する事項に関する事業報告書（案）及び事業収支決
算書（案）について

１

広報に関する事項に関する事業報告書（案）及び事業収支決
算書（案）について

２ 会員相互の友愛親睦及び体育厚生に関する事業計画書（案）
及び事業収支予算書（案）について

１ ２０２１年度８月例会時間、場所変更の件（案）について

１

第４０回全国城下町シンポジウム津山大会について

12月例会
定時総会
〇第１号議案 ２０２２年度（一社）津山青年会議所定款変更について
〇第２号議案 ２０２１年度補正予算（案）について
〇第３号議案 ２０２２年度理事役員承認について
〇第４号議案 ２０２２年度事業計画（案）について

11月例会
ひとづくり委員会による例会事業
卒業生スピーチ　2名

11月19日

12月19日

津山鶴山ホテル

津山鶴山ホテル
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7月9日

8月10日

9月9日

10月12日

津山商工会館議員室

津山商工会館議員室

津山商工会館議員室

WEB（ZOOM）

審議 １ 地域活性化のための諸問題に関する事業計画書（案）及び事
業収支予算書（案）について

２審議 大会登録キットと返礼品のお知らせ（案）について

３審議 新ビジョン（案）について

１協議 ２０２１年度８月例会時間、場所変更の件（案）について

２協議 会員相互の友愛親睦及び体育厚生に関する事業計画書（案）
及び事業収支予算書（案）について

３協議 地域活性化のための諸問題に関する事業計画書（案）及び事
業収支予算書（案）について

１審議 ２０２１年度９月例会日程変更の件（案）について

２審議 第４０回全国城下町シンポジウム津山大会 修正事業計画書
（案）及び事業収支修正予算書（案）について

３審議 新ビジョン（案）について

４審議 ２０２０年度未来デザイン委員会：「キッズ未来プロジェクト ド
ライブインシアターで再発見！家族のつながり！！」に関するチ
ラシデザイン一部修正について

５審議 ８月例会時間、場所再変更の件（案）について

１協議
渉外（岡山ＪＣ・津山ＪＣ交歓会）に関する事項に関する事業計
画書（案）及び事業収支予算書（案）について

１審議 新ビジョン（案）について

１協議 会員相互の友愛親睦及び体育厚生に関する事業報告書（案）
及び事業収支決算書（案）について（納涼会）

２協議 ２０２１年１２月例会時間変更の件（案）について

３協議 会員相互の友愛親睦及び体育厚生に関する事業計画書（案）
及び事業収支予算書（案）について（望年会）

４協議 ＪＣニュースの発行に関する事業計画書（案）及び事業収支予
算書（案）について

11月11日

12月9日

津山商工会館議員室

津山商工会館議員室

１審議 会員相互の友愛親睦及び体育厚生に関する事業報告書（案）
及び事業収支決算書（案）について（納涼会）

２審議 ２０２１年１２月例会時間変更の件（案）について

３審議 会員相互の友愛親睦及び体育厚生に関する事業計画書（案）
及び事業収支予算書（案）について（望年会）

４審議 ＪＣニュースの発行に関する事業計画書（案）及び事業収支予
算書（案）について

５審議 地域活性化のための諸問題に関する事業計画書及び事業収
支補正予算書（案）について

６審議 地域活性化のための諸問題に関する事業報告書（案）及び事
業収支決算書（案）について

７審議 第４０回全国城下町シンポジウム津山大会 事業報告書（案）
及び事業収支決算書（案）について

８審議 中期ビジョンロゴ（案）について

１審議 ２０２１年度（一社）津山青年会議所退会者について

２審議 ２０２２年度（一社）津山青年会議所新会員について

３審議 ２０２２年度（一社）津山青年会議所特別会員について

４審議 ２０２２年度（一社）津山青年会議所定款変更について

５審議 ２０２１年度（一社）津山青年会議所補正予算書（案）について

６審議 ２０２２年度（一社）津山青年会議所事業計画（案）について

７審議 創立６５周年記念事業の統括管理に関する事業計画書（案）
及び事業収支予算書（案）について

８審議 創立６５周年記念式典及び祝賀会の企画・運営に関する事
業計画書（案）及び事業収支予算書（案）について

１協議 （導入編）新会員の研修に関する事項に関する事業計画書
（案）について

２協議 （研修編）新会員の研修に関する事項に関する事業計画書
（案）について

３協議 １月例会時間変更の件について

４協議 新年懇親会の企画・設営・実施に関する事業計画書（案）について

５協議 渉外に関する事項（京都会議）に関する事業計画書（案）及び事業
収支予算書（案）について

６協議 創立６５周年記念事業の統括管理に関する事業計画書（案）
及び事業収支予算書（案）について

７協議 創立６５周年記念式典及び祝賀会の企画・運営に関する事
業計画書（案）及び事業収支予算書（案）について



− 11−

7月9日

8月10日

9月9日

10月12日

津山商工会館議員室

津山商工会館議員室

津山商工会館議員室

WEB（ZOOM）

審議 １ 地域活性化のための諸問題に関する事業計画書（案）及び事
業収支予算書（案）について

２審議 大会登録キットと返礼品のお知らせ（案）について

３審議 新ビジョン（案）について

１協議 ２０２１年度８月例会時間、場所変更の件（案）について

２協議 会員相互の友愛親睦及び体育厚生に関する事業計画書（案）
及び事業収支予算書（案）について

３協議 地域活性化のための諸問題に関する事業計画書（案）及び事
業収支予算書（案）について

１審議 ２０２１年度９月例会日程変更の件（案）について

２審議 第４０回全国城下町シンポジウム津山大会 修正事業計画書
（案）及び事業収支修正予算書（案）について

３審議 新ビジョン（案）について

４審議 ２０２０年度未来デザイン委員会：「キッズ未来プロジェクト ド
ライブインシアターで再発見！家族のつながり！！」に関するチ
ラシデザイン一部修正について

５審議 ８月例会時間、場所再変更の件（案）について

１協議
渉外（岡山ＪＣ・津山ＪＣ交歓会）に関する事項に関する事業計
画書（案）及び事業収支予算書（案）について

１審議 新ビジョン（案）について

１協議 会員相互の友愛親睦及び体育厚生に関する事業報告書（案）
及び事業収支決算書（案）について（納涼会）

２協議 ２０２１年１２月例会時間変更の件（案）について

３協議 会員相互の友愛親睦及び体育厚生に関する事業計画書（案）
及び事業収支予算書（案）について（望年会）

４協議 ＪＣニュースの発行に関する事業計画書（案）及び事業収支予
算書（案）について

11月11日

12月9日

津山商工会館議員室

津山商工会館議員室

１審議 会員相互の友愛親睦及び体育厚生に関する事業報告書（案）
及び事業収支決算書（案）について（納涼会）

２審議 ２０２１年１２月例会時間変更の件（案）について

３審議 会員相互の友愛親睦及び体育厚生に関する事業計画書（案）
及び事業収支予算書（案）について（望年会）

４審議 ＪＣニュースの発行に関する事業計画書（案）及び事業収支予
算書（案）について

５審議 地域活性化のための諸問題に関する事業計画書及び事業収
支補正予算書（案）について

６審議 地域活性化のための諸問題に関する事業報告書（案）及び事
業収支決算書（案）について

７審議 第４０回全国城下町シンポジウム津山大会 事業報告書（案）
及び事業収支決算書（案）について

８審議 中期ビジョンロゴ（案）について

１審議 ２０２１年度（一社）津山青年会議所退会者について

２審議 ２０２２年度（一社）津山青年会議所新会員について

３審議 ２０２２年度（一社）津山青年会議所特別会員について

４審議 ２０２２年度（一社）津山青年会議所定款変更について

５審議 ２０２１年度（一社）津山青年会議所補正予算書（案）について

６審議 ２０２２年度（一社）津山青年会議所事業計画（案）について

７審議 創立６５周年記念事業の統括管理に関する事業計画書（案）
及び事業収支予算書（案）について

８審議 創立６５周年記念式典及び祝賀会の企画・運営に関する事
業計画書（案）及び事業収支予算書（案）について

１協議 （導入編）新会員の研修に関する事項に関する事業計画書
（案）について

２協議 （研修編）新会員の研修に関する事項に関する事業計画書
（案）について

３協議 １月例会時間変更の件について

４協議 新年懇親会の企画・設営・実施に関する事業計画書（案）について

５協議 渉外に関する事項（京都会議）に関する事業計画書（案）及び事業
収支予算書（案）について

６協議 創立６５周年記念事業の統括管理に関する事業計画書（案）
及び事業収支予算書（案）について

７協議 創立６５周年記念式典及び祝賀会の企画・運営に関する事
業計画書（案）及び事業収支予算書（案）について
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12月19日

津山鶴山ホテル

１審議 ２０２１年度（一社）津山青年会議所退会者について

２審議 ２０２２年度（一社）津山青年会議所新会員について

３審議 ２０２２年度（一社）津山青年会議所定款変更について

４審議 ２０２２年度（一社）津山青年会議所事業計画（案）について

５審議 ２０２２年度（一社）津山青年会議所予算書（案）について

６審議 （導入編）新会員の研修に関する事項に関する事業計画書
（案）について

７審議 新年懇親会の企画・設営・実施に関する事業計画書（案）に
ついて

８審議 渉外に関する事項（京都会議）に関する事業計画書（案）及び
事業収支予算書（案）について
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祈祷（徳守神社）
理事会・新会員バッジ授与式（津山商工会館議員室）
岡山ＪＣ新年賀詞交換会（岡山国際ホテル）
2020 年度期末監査
例会・定時総会（津山鶴山ホテル）
京都会議～14日（ＷＥＢ）
鶴山を考える会総会～２月１０日（メール及び書面決議）
全国城下町シンポジウム津山大会副主管締結（公益社団法人岡山青年会議所）
例会
県北４ＪＣ第１回合同役員会議（真庭市落合総合センター）
岡山ブロック協議会　第４回役員会議並びに第２回会員会議所会議（津山）
全国城下町シンポジウム津山大会副主管締結（一般社団法人高梁青年会議所）
全国城下町青年会議所連絡協議会総会（ハイブリッド）
例会
TSUYAMA  JC  FRIENDSHIP  CUP（中止）
県北４ＪＣ合同役員会議（味の庄　伯備）
日本青年会議所総会（京都）
例会
日本青年会議所会頭公式訪問（延期）
第２例会・岡山ブロック協議会会長公式訪問・県北４ＪＣ合同例会（ＷＥＢ）
岡山ブロック協議会新会員研修会（ＷＥＢ）
岡山ブロック会員懇親野球大会（延期）
一般社団法人児島青年会議所創立６５周年記念式典（延期）
岡山ブロックじゃがいも大会（中止）
例会（ＷＥＢ）
全国城下町シンポジウム津山大会（延期）～３０日
岡山ブロック協議会会員交流事業（中止）
日本青年会議所会頭公式訪問（ＷＥＢ）
例会（ＷＥＢ）
第５７回岡山ブロック大会
第１回ＪＣＩ津山ゴルフコンペ（中止）
中間監査
サマーコンファレンス２０２１（ハイブリッド）～１８日
例会
第６９回岡山ブロック懇親野球大会～２３日
一般社団法人児島青年会議所創立６５周年記念式典
岡山ブロックＪＣカップ決勝
吉井川河川敷合同清掃（津山納涼ごんごまつりIN吉井川）
岡山ブロック夢はじまる国際交流プロジェクト
２０２１年度友好３ＪＣ交流事業（中止）
例会
２０２１  ＪＣＩ  ＡＳＰＡＣ台中大会（ＷＥＢ）～２１日
西大寺青年会議所創立６０周年記念式典（延期）
出前授業つやまの魅力発見！ もっと知ろうわたしたちのお城！！ 【メンバーレッスン篇】
出前授業つやまの魅力発見！ もっと知ろうわたしたちのお城！！  向陽小学校
例会
中国地区コンファレンス２０２１（児島）
観月と邦楽の夕べ（撮影設営）
出前授業つやまの魅力発見！ もっと知ろうわたしたちのお城！！  弥生小学校（中止）

1月　1日
1月　8日
1月13日
1月15日
1月19日
1月23日
1月25日
2月10日
2月19日
2月20日
2月26日
3月　1日
3月　6日
3月19日
3月21日
3月23日
3月27日
4月19日
4月21日
4月22日
4月24日
4月25日
4月29日
5月13日
5月19日
5月28日
6月　5日
6月　6日
6月19日
6月26日
7月　5日
7月13日
7月17日
7月19日
7月22日
7月30日
7月31日
8月　1日
8月　7日
8月　8日

8月19日

8月28日
9月10日
9月14日
9月17日
9月19日

9月21日
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9月22日
9月25日
9月26日
9月27日
9月28日
9月29日
9月30日

10月　1日

10月　2日

10月　4日

10月　5日

10月　6日
10月　7日

10月　8日

10月　9日
10月11日
10月13日
10月17日

10月15日

10月19日
10月24日

10月29日

10月30日
11月　6日
11月10日
11月13日
11月19日
11月23日
11月27日
11月30日
12月　2日
12月　7日
12月12日
12月14日
12月19日
12月25日

出前授業つやまの魅力発見！ もっと知ろうわたしたちのお城！！  清泉小学校
一般社団法人宮古青年会議所創立６０周年記念式典（延期）
岡山ブロックアカデミー（延期）
出前授業つやまの魅力発見！ もっと知ろうわたしたちのお城！！  加茂小学校
出前授業つやまの魅力発見！ もっと知ろうわたしたちのお城！！  西小学校
出前授業つやまの魅力発見！ もっと知ろうわたしたちのお城！！  成名小学校
出前授業つやまの魅力発見！ もっと知ろうわたしたちのお城！！  鶴山小学校
出前授業つやまの魅力発見！ もっと知ろうわたしたちのお城！！  秀実小学校
出前授業つやまの魅力発見！ もっと知ろうわたしたちのお城！！  高倉小学校（中止）
第４０回全国城下町シンポジウム津山大会（ＷＥＢ）
岡山ブロック ２０２１年度 岡山ブロックアカデミー
出前授業つやまの魅力発見！ もっと知ろうわたしたちのお城！！  中正小学校
出前授業つやまの魅力発見！ もっと知ろうわたしたちのお城！！  弓削小学校
出前授業つやまの魅力発見！ もっと知ろうわたしたちのお城！！  北小学校
出前授業つやまの魅力発見！ もっと知ろうわたしたちのお城！！  大崎小学校
出前授業つやまの魅力発見！ もっと知ろうわたしたちのお城！！  喬松小学校
出前授業つやまの魅力発見！ もっと知ろうわたしたちのお城！！  南小学校
出前授業つやまの魅力発見！ もっと知ろうわたしたちのお城！！  神目小学校
出前授業つやまの魅力発見！ もっと知ろうわたしたちのお城！！  誕生寺小学校
岡山ブロック未来に夢を描くことのできる次世代育成プロジェクト～金光みちっ！
第７０回全国大会とちぎ宇都宮大会～１０日
未来に夢を描くことのできる次世代育成プロジェクト～金光みちっ！
出前授業つやまの魅力発見！ もっと知ろうわたしたちのお城！！  林田小学校（中止）
津山まつり　大隅神社神輿巡幸（中止）
岡山ＪＣ津山ＪＣ交歓会
岡山ブロック　未来に夢を描くことのできる次世代育成プロジェクト～清心みちっ！
例会
津山まつり　徳守神社神輿巡幸（中止）
県北４ＪＣじゃがいも大会（津山）
第３回県北４ＪＣ合同役員会議（美作）
出前授業　報告会
西大寺青年会議所創立６０周年記念式典
第３３回津山ＪＣ・ＯＢ会ゴルフコンペ並びに２０２１年度津山ＪＣ卒業予定者追い出しゴルフコンペ
津山もみじまつり行燈展示（鶴山を考える会）
例会
岡山ブロック本次年度引継式及び卒業式
宮古青年会議所創立６０周年記念式典
２０２１年度新会員研修会ファイナル
２０２１年度異業種交流会
新会員面接
２０２２年度出向予定者激励ナイト
県北４ＪＣ本次年度合同役員会議
例会・定時総会・望年会・卒業式（津山鶴山ホテル）
ＪＣ倉庫の片づけ


