
自　平成22年4月1日
至　平成23年3月31日

日　時 テ　ー　マ 会　　場
H22.4.7 長瀞町社会福祉大会実行委員会 保健センター 執行部 ・社会福祉大会準備について他　2名

H22.4.12 内部監査会 長瀞町商工会 執行役員 ・内部事業運営監査会　7名

H22.4.19 定例会 長瀞グリーンホテル 総務 ・部事業運営審議　23名

H22.4.19 平成22年度通常総会 長瀞グリーンホテル 総務 ・議題　23名

　　①平成21年度事業報告並びに

　　　 収支決算報告承認の件

　　②平成22年度事業計画(案）並びに

　　　 収支予算(案）承認の件

　　③任期満了に伴う役員選任の件

H22.4.22 第三ブロック青年部三役会・部長会議 小鹿野町　越後屋旅館 執行部 ・第三ブロック事業運営審議　4名

H22.4.26 県青連第1回理事会・役員会 大宮ソニックシティ 執行部 ・県青連事業運営審議　1名

H22.4.30 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT5月号配布　33名

H22.5.8 長瀞町社会福祉大会準備 長瀞町中央公民館 執行部 ・社会福祉バザー準備　4名

H22.5.8 長瀞町社会福祉大会 長瀞町中央公民館 執行部 ・社会福祉バザー当日　7名

H22.5.12 第三ブロック青年部通常総会 小鹿野町　小鹿荘 執行部 ・第三ブロック事業の承認他　4名

H22.5.18 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会 ・どっこいSHOT6月号製作等　2名

H22.5.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　16名

H22.5.21 平成22年度県青連通常総会 伊奈町　県民活動総合センター 執行部 ・県青連通常総会参加　2名

H22.5.26 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT6月号配布　33名

H22.6.1 秩父地区商工会青年部長会議 皆野町　宮前荘 執行部 ・秩父地区スポーツ大会実施審議　4名

H22.6.4 第8回ふれあいフェスタ長瀞責任者会議・町長訪問 山草・長瀞町役場 特別委員会 ・ふれあいフェスタ実施あいさつ等　9名

H22.6.6 花の里花菱草園出店 花の里　花菱草園 執行部 ・花の里花菱草園出店　11名

H22.6.9 秩父商業青年経営者研究会懇親会 秩父館 執行部 ・秩父商青研懇親会参加　4名

H22.6.10 県青連第2回理事会・役員会 大宮ソニックシティ 執行部 ・県青連事業運営審議　1名

H22.6.13 第三ブロック青年部親睦研修会 伊香保温泉　ホテルきむら 執行部 ・第三ブロック研修会参加　6名

　　～14 　　講演会　

　　テーマ　「埼玉県の新たな観光施策」

　　講　師　埼玉県産業労働部観光課

　　　　　　　　主幹　島田　邦弘　氏

H22.6.15 荒川商工会青年部チャリティゴルフ大会 秩父キングダムゴルフクラブ 執行部 ・荒川商工会ゴルフ大会参加　4名

H22.6.18 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会 ・どっこいSHOT7月号製作　2名

H22.6.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　16名

H22.6.18 第8回ふれあいフェスタ長瀞実行委員会 長瀞町商工会 特別委員会 ・イベント企画内容検討について他　16名

H22.6.25 長瀞町コミュニティ協議会総会 長瀞町役場 執行部 ・町コミュニティ協議会総会参加　1名

H22.6.28 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT7月号配布　33名

H22.6.28 第三ブロック青年部役員情報交換会 あすなろ亭 執行部 ・第三ブロック青年部事業運営審議　2名

H22.7.9 第8回ふれあいフェスタ長瀞実行委員会 長瀞町商工会 特別委員会 ・イベント企画内容検討について他　11名

H22.7.13 第三ブロック青年部主張大会 深谷市　花園文化会館アドニス 執行部 ・第三ブロック主張大会参加　17名

H22.7.16 第96回献血運動 長瀞町役場他 執行部 ・献血運動の実施　57名

H22.7.20 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会 ・どっこいSHOT8月号製作　1名

H22.7.20 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　6名

H22.7.20 第8回ふれあいフェスタ長瀞実行委員会 長瀞町商工会 特別委員会 ・イベント企画内容検討について他　6名

H22.7.22 第三ブロック青年部三役会・部長会議 小鹿野町　宮本の湯 執行部 ・第三ブロック事業運営審議　4名

H22.7.30 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT8月号配布　32名

H22.8.2 県青連第3回理事会・役員会 大宮ソニックシティ 執行部 ・県青連事業運営審議　1名

H22.8.2 商工青年の主張大会・研修会 大宮ソニックシティ 執行部 ・主張大会県大会・研修会参加　15名

H22.8.5 商工貯蓄共済加入推進運動 長瀞町内 執行部 ・商工貯蓄共済加入推進　2名

H22.8.19 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会 ・どっこいSHOT9月号製作　1名

H22.8.19 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　12名

H22.8.19 第8回ふれあいフェスタ長瀞実行委員会 長瀞町商工会 特別委員会 ・イベント企画内容検討について他　12名

H22.8.24 県青連野球大会第三ブロック予選大会 美里町　遺跡の森総合グランド 執行部

H22.8.26 全青連全国統一事業　クリーンアップ全国大会 長瀞岩畳 執行部 ・岩畳清掃活動　10名

H22.8.26 第8回ふれあいフェスタ長瀞実行委員会 勉強屋 特別委員会 ・準備進行状況について他　14名

・野球大会第三ブロック予選会参加　10名

備考(担当委員会・内容・出席者数）

平成22年度長瀞町商工会青年部のあゆみ



日　時 テ　ー　マ 会　　場 備考(担当委員会・内容・出席者数）
H22.8.29 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT9月号配布　32名

H22.9.6 第8回ふれあいフェスタ長瀞出展あいさつ 深谷市　埼玉工業大学 特別委員会 ・ふれあいフェスタ出展あいさつ　2名

H22.9.14 関東ブロック青年部前期代表者会議・主張大会 新潟県　朱鷺マリンホール 執行部 ・関東ブロック会議・主張大会参加　1名

　　～15

H22.9.16 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会 ・どっこいSHOT10月号製作　2名

H22.9.16 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　11名

H22.9.16 第8回ふれあいフェスタ長瀞実行委員会 長瀞町商工会 特別委員会 ・準備進行状況について他　11名

H22.9.19 第三ブロック青年部ファミリーレク大会 長瀞キャンプ村 執行部 ・第三ブロックレク大会開催　65名

H22.9.28 長瀞スタンプラリー実施長瀞町長訪問 長瀞町役場 新規事業開発室

H22.9.29 第三ブロック青年部秩父地区スポーツ大会 小川ミナミボウル 執行部 ・秩父地区スポーツ大会参加　3名

H22.9.29 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT10月号配布　32名

H22.10.4 第三ブロック青年部役員情報交換会 寄居町　ひこべぇ 執行部

H22.10.5 第8回ふれあいフェスタ長瀞実行委員会 長瀞町商工会 特別委員会 ・準備進行状況について他　15名

H22.10.8 商工会ボーリング大会参加 児玉スカイボール 執行部 ・商工会ボーリング大会参加　3名

H22.10.18 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会 ・どっこいSHOT11月号製作　3名

H22.10.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　15名

H22.10.18 第8回ふれあいフェスタ長瀞実行委員会 長瀞町商工会 特別委員会 ・準備進行状況について他　15名

H22.10.25 県青連第4回理事会・役員会 大宮ソニックシティ 執行部 ・県青連事業運営審議　1名

H22.10.26 第8回ふれあいフェスタ長瀞出展者説明会 長瀞町商工会 特別委員会 ・ふれあいフェスタ出展者説明会　20名

H22.10.26 第8回ふれあいフェスタ長瀞準備作業 長瀞町商工会 特別委員会 ・ふれあいフェスタ長瀞準備作業　12名

H22.10.28 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT11月号配布　32名

H22.11.4 第8回ふれあいフェスタ長瀞実行委員会 長瀞町商工会 特別委員会 ・準備最終確認について　12名

H22.11.7 第3回めぬま商工祭 妻沼商工会館 執行部 ・第3回めぬま商工祭参加　1名

H22.11.12 第97回献血運動 長瀞町役場他 執行部 ・献血運動の実施　75名

H22.11.13 第8回ふれあいフェスタ長瀞前日準備作業 お祭り広場他 特別委員会 ・ふれあいフェスタ長瀞前日準備　22名

H22.11.14 第8回ふれあいフェスタ長瀞当日 お祭り広場他 特別委員会 ・ふれあいフェスタ長瀞当日　4,000名

H22.11.15 第8回ふれあいフェスタ長瀞片付け お祭り広場他 特別委員会

H22.11.18 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会 ・どっこいSHOT12月号製作　1名

H22.11.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　6名

H22.11.24 秩父地区商工会青年部長会議 皆野町商工会 執行部 ・来年度ブロック役員協議等　3名

H22.11.25 青年部主張発表全国大会 渋谷　C.C.Lemonホール 執行部 ・主張発表全国大会参加　3名

H22.11.29 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT12月号配布　32名

H22.11.30 第8回ふれあいフェスタ長瀞反省会 有隣倶楽部 特別委員会 ・ふれあいフェスタ長瀞反省会　19名

H22.12.7 青年部講演会・忘年会 あすなろ亭 福利研修委員会 ・青年部講演会　忘年会　20名

　　 講演会

　　 テーマ　「青年部活動について」

　　 講　師　㈲秩父館　村山　勝　氏

H22.12.9 秩父郡下商工会青年部交歓会 皆野町　坂本屋 執行部 ・秩父地区青年部交歓会参加　3名

H22.12.16 ちちぶ地域青年ネットワーク交流会忘年会 長瀞グリーンホテル 執行部 ・青年ネットワーク交流会参加　1名

H22.12.16 第三ブロック青年部役員情報交換会 美里町　萬屋 執行部 ・第三ブロック青年部事業運営審議　2名

H22.12.27 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT1月号配布　32名

H23.1.14 県青連第5回理事会・役員会 大宮ソニックシティ 執行部 ・県青連事業運営審議　1名

H23.1.18 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会 ・どっこいSHOT2月号製作　1名

H23.1.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　9名

H23.1.27 第三ブロック青年部三役会・部長会議 小鹿野町　越後屋旅館 執行部 ・第三ブロック青年部事業運営審議　2名

H23.1.29 2011カップリングパーティ「LOVE　GROOVE」 大宮ダイニング　FUKUROU 執行部 ・県青連カップリングパーティ参加　2名

H23.1.29 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT2月号配布　33名

H23.2.8 県青連社会貢献事業 熊谷市　泰山木のある家 執行部

H23.2.9 県青連広報コンクール審査会 大宮ソニックシティ 執行部 ・県青連広報コンクール審査会参加　1名

H23.2.9 第9回ふれあいフェスタ長瀞実行委員会 長瀞町商工会 特別委員会 ・ふれあいフェスタ会場について他　7名

H23.2.15 第98回献血運動 ㈱秩父イワサキ 執行部 ・献血運動の実施　25名

H23.2.15 第三ブロック青年部研修会 寄居町　勤労福祉センター 執行部 ・第三ブロック青年部研修会参加　5名

　　研修会

　　講師　㈱日本バスケットボールリーグ

H23.2.18 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会 ・どっこいSHOT3月号製作　1名

H23.2.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　12名

　　テーマ　「スポーツがもたらす地域イノベーション」

　　　　　　代表取締役社長　中野　秀光　氏

・ふれあいフェスタ長瀞片付け　8名

・県青連社会貢献事業参加　1名

・第三ブロック青年部事業運営審議　2名

・スタンプラリー実施あいさつ　4名



日　時 テ　ー　マ 会　　場 備考(担当委員会・内容・出席者数）
H23.2.18 第9回ふれあいフェスタ長瀞実行委員会 長瀞町商工会 特別委員会 ・イベント企画内容検討について他　12名

H23.2.24 スタンプラリー経過報告・意見交換会 あすなろ亭 新規事業開発室 ・スタンプラリー経過報告会　12名

H23.2.26 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT3月号配布　33名

H23.2.26 「わたしの桜」植樹体験研修会 宝登山麓　権田山 福利研修委員会 ・植樹体験研修会開催　13名

H23.3.4 県青連第6回理事会・役員会 大宮ソニックシティ 執行部 ・県青連事業運営審議　1名

H23.3.4 県青連指導者育成講習会・リーダー会議 大宮ソニックシティ 執行部 ・県青連指導者育成講習会等参加　3名

H23.3.17 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会 ・どっこいSHOT4月号製作　1名

H23.3.17 常任委員会 長瀞町商工会 常任委員会 ・平成23年度通常総会開催の件　14名

H23.3.17 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　15名

H23.3.17 第9回ふれあいフェスタ長瀞実行委員会 長瀞町商工会 特別委員会 ・イベント企画内容検討について　15名

H23.3.23 第99回献血運動 長瀞町役場 執行部 ・献血運動の実施　54名

H23.3.29 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会 ・来年度広報委員会事業審議　4名

H23.3.30 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT4月号配布　33名



日　時 テ　ー　マ 会　　場 備考(担当委員会・内容・出席者数）


