
自　平成19年4月1日
至　平成20年3月31日

日　時 テ　ー　マ 会　　場
H19.4.2 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT4月号配布　47名

H19.4.4 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会 ・部員紹介ページ作成　3名

H19.4.11 青年ネットワーク会議 秩父市　クラブハウス21 執行部 ・青年ネットワーク会議出席　3名

H19.4.17 第三ブロック青年部部長会議 神川町　こい家 執行部 ・第三ブロック事業運営審議　3名

H19.4.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　16名

H19.4.18 研修会（広報委員会企画） 長瀞町商工会 広報委員会 　研修会　16名

　テーマ　「みんなで活用　青年部HP」

　講　師　広報委員

H19.4.25 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会 ・どっこいSHOT5月号製作等　2名

H19.4.25 内部監査会 長瀞町商工会 執行役員 ・内部事業運営監査会　8名

H19.4.27 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT5月号配布　49名

H19.5.10 第三ブロック青年部通常総会 長生館 執行部 ・第三ブロック事業の承認他　6名

H19.5.11 定例会 料亭やまだ 総務 ・部事業運営審議　25名

H19.5.11 平成19年度通常総会 料亭やまだ 総務 ・議題　　31名

　①平成18年度事業報告並びに

　　 収支決算報告承認の件

　②平成19年度事業計画(案）並びに

　　 収支予算(案）承認の件

H19.5.12 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　7名

H19.5.13 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　6名

H19.5.17 平成19年度県青連通常総会 大宮ソニックシティ 執行部 ・県青連通常総会参加　1名

H19.5.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　11名

H19.5.25 正副部長会議 見晴 執行部 ・電話帳事後処理の件　4名

H19.5.30 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　5名

H19.5.31 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT6月号配布　43名

H19.6.6 第5回ふれあいフェスタ長瀞長瀞町長訪問あいさつ 長瀞町役場 特別委員会

H19.6.6 第5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 ・実行委員会発足について他　11名

H19.6.12 荒川商工会青年部ゴルフ大会 秩父キングダムゴルフ倶楽部 執行部 ・荒川青年部ゴルフ大会参加　4名

H19.6.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　16名

H19.6.18 第5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 ・ふれあいフェスタ長瀞について他　16名

H19.6.18 研修会（福利厚生委員会企画） 長瀞町商工会 福利厚生委員会 　研修会　16名

H19.6.24 第三ブロック青年部親睦研修会 伊香保温泉　ホテルニュー伊香保 執行部 ・第三ブロック研修会参加　3名

　　～25 　講演会

　テーマ　「イベントの成功事例と実践法」

　講　師　アントキの猪木　氏

H19.6.27 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会 ・どっこいSHOT7月号製作等　5名

H19.6.28 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT7月号配布　43名

H19.7.4 第5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 ・企画内容について他　15名

H19.7.9 第三ブロック青年部主張大会 岡部勤労福祉センター 執行部 ・第三ブロック主張大会参加　9名

H19.7.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　14名

H19.7.18 第5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 ・ふれあいフェスタ長瀞について他　14名

H19.7.21 第85回献血運動 長瀞町役場他 執行部 ・献血運動の実施　66名

H19.7.24 第三ブロック青年部部長会議 熊谷市　四季の湯温泉 執行部 ・第三ブロック事業運営審議　3名

H19.7.24 秩父商工会議所青年部例会 秩父市　荷車屋 執行部 ・秩父商工会議所青年部例会参加　2名

H19.7.25 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会 ・どっこいSHOT8月号製作等　4名

H19.7.26 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT8月号配布　43名

H19.7.30 第5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 ・メイン会場企画内容について他　6名

H19.8.1 長瀞町人権教育推進協議会総会 長瀞町役場 執行部 ・人権教育推進協議会総会参加　1名

H19.8.7 商工青年の主張大会研修会・研修会 ラフォーレ清水園 執行部 ・主張大会県大会・研修会参加　18名

　研修会

　テーマ　「地上デジタルテレビ放送について」

　講　師　　㈲フクシマデンキ長瀞店　宮前　勇一　氏

備考(担当委員会・内容・出席者数）

平成19年度長瀞町商工会青年部のあゆみ

・第5回ふれあいフェスタ長瀞実施あいさつ　5名

　テーマ　「士魂商才　我が社の経営革新」



日　時 テ　ー　マ 会　　場 備考(担当委員会・内容・出席者数）
　講　師　㈱ひびき　

H19.8.13 第9回こらしょカーニバル 皆野町文化会館 執行部 ・第9回こらしょカーニバル参加　1名

H19.8.14 はなぞのふるさと納涼夏まつり 花園総合運動公園 執行部 ・花園青年部夏まつり参加　2名

H19.8.20 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　5名

H19.8.20 第5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 ・メイン会場企画内容について他　5名

H19.8.21 第三ブロック野球大会秩父地区予選会 長瀞中学校グランド 執行部 ・第三ブロック野球大会参加　13名

H19.8.29 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会 ・どっこいSHOT9月号製作等　3名

H19.8.29 第5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 ・メイン会場企画内容について他　16名

H19.8.30 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT9月号配布　43名

H19.9.2 青年部ファミリーレクリェーション大会 古沢園他 福利厚生委員会 ・ファミリーレク大会開催　39名

H19.9.10 第5回ふれあいフェスタ長瀞本庄第一高校見学会 本庄第一高等学校 特別委員会 ・本庄第一高校吹奏楽部見学　6名

H19.9.10 第5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 ・メイン会場企画内容について他　18名

H19.9.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　12名

H19.9.18 第5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 ・メイン会場企画内容について　12名

H19.9.26 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会 ・どっこいSHOT10月号製作等　3名

H19.9.27 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT10月号配布　42名

H19.9.28 第三ブロックソフト大会秩父地区大会 長瀞中学校グランド 執行部 ・第三ブロックソフト大会参加　12名

H19.10.1 第5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 ・メイン会場企画内容について他　16名

H19.10.5 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　7名

H19.10.12 第5回ふれあいフェスタ長瀞プール清掃作業 旧町営プール 特別委員会 ・プール清掃作業　37名

H19.10.12 第5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 ・タイムスケジュール検討について　15名

H19.10.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　15名

H19.10.18 第5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 ・イベント内容について　15名

H19.10.24 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会 ・どっこいSHOT11月号製作等　4名

H19.10.26 第5回ふれあいフェスタ長瀞出展者説明会 野上コミュニティ集会所 特別委員会 ・ふれあいフェスタ出展者説明会　20名

H19.10.26 第5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　14名

H19.10.29 第三ブロック青年部ゴルフ大会 妻沼ゴルフ場 執行部 ・第三ブロックゴルフ大会参加　4名

H19.11.1 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT11月号配布　42名

H19.11.1 第5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 ・ふれあいフェスタ長瀞最終確認　19名

H19.11.12 第86回献血運動 長瀞町役場他 執行部 ・献血運動の実施　59名

H19.11.12 第5回ふれあいフェスタ長瀞責任者会議 秩父館 特別委員会

H19.11.13 第5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 ・ふれあいフェスタ前日準備　26名

H19.11.14 第5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　3,300名

H19.11.15 第5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 ・ふれあいフェスタ長瀞片付け　7名

H19.11.16 第5回ふれあいフェスタ長瀞本庄第一高校御礼あいさつ 本庄第一高等学校 特別委員会 ・本庄第一高校御礼あいさつ　4名

H19.11.19 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　8名

H19.11.28 第5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　26名

H19.11.29 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT12月号配布　42名

H19.12.10 青年部講演会･忘年会 料亭やまだ 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　協立精機㈱　山本　実　氏

H19.12.13 女性部クリスマスの夕べ出席 長生館 執行部 ・女性部クリスマスの夕べ参加　1名

H19.12.14 秩父地区商工会青年部交歓会 東秩父村　和紙の里他 執行部 ・秩父地区商工会青年部交歓会　4名

H19.12.15 ちちぶ地域青年ネットワーク忘年会 秩父市　丸山鉱泉旅館 執行部

H19.12.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　9名

H19.12.21 商工会三部会合同経営講演会参加 長生館 執行部 ・三部会合同経営講演会参加　4名

H19.12.26 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会 ・どっこいSHOT1月号製作等　3名

H19.12.28 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT1月号配布　42名

H20.1.7 商工会賀詞交換会･講演会参加 長生館 執行部 ・商工会賀詞交換会･講演会参加　2名

H20.1.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　5名

H20.1.22 中小企業会計啓発･普及セミナー 長生館 執行部 ・会計啓発セミナー参加　6名

H20.1.25 第三ブロック青年部部長会議 熊谷市　四季の湯温泉 執行部 ・第三ブロック事業運営審議　3名

H20.1.27 視察研修会 東京都内･横浜他 研修委員会 ・視察研修会　10名

　　～28 　視察先　海上保安資料館横浜館

　　　　　　 三菱みなとみらい技術館

　　　　　　 日本航空安全啓発センター

・ちちぶ地域青年ネットワーク忘年会参加　3名

・ふれあいフェスタ長瀞係割振りについて　4名

　　　　　　代表取締役社長　日疋　好春　氏



日　時 テ　ー　マ 会　　場 備考(担当委員会・内容・出席者数）
H20.1.30 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会 ・どっこいSHOT2月号製作等　1名

H20.2.1 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT2月号配布　41名

H20.2.6 第三ブロック青年部研修会 東秩父村　コミュニティセンター 執行部 ・第三ブロック青年部研修会参加　5名

　研修会

　テーマ　後継者のための事業継承

H20.2.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　8名

H20.2.18 研修会（広報委員会企画） 長瀞町商工会 広報委員会 　研修会　8名

　テーマ　「部員紹介HPについて」

　講　師　広報委員

H20.2.27 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会 ・どっこいSHOT3月号製作等　4名

H20.2.29 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT3月号配布　40名

H20.3.10 福利厚生委員会 ガーデンレストラン桜ながとろ 福利厚生委員会 ・ファミリーボーリング大会について　2名

H20.3.17 県青連指導者育成講習会･部長会議 ラフォーレ清水園 執行部

広報コンクール表彰式 　指導者育成講習会

　講　師　富士宮やきそば学会

　　　　　　会長　渡辺　英彦　氏

H20.3.18 常任委員会 長瀞町商工会 常任委員会 ・平成19年度通常総会開催の件　9名

H20.3.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　12名

H20.3.19 第87回献血運動 長瀞町役場他 執行部 ・献血運動の実施　45名

H20.3.24 ファミリーボーリング大会 児玉スカイボール 福利厚生委員会 ・ファミリーボーリング大会開催　36名

H20.3.26 広報委員会 長瀞町商工会他 広報委員会 ・どっこいSHOT4月号製作等　5名

H20.3.31 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT4月号配布　39名

　テーマ　「地域素材を活かしたまちづくり」

・指導者育成講習会･部長会議等参加　1名

　講　師　中小企業診断士　大石　幸紀　氏



日　時 テ　ー　マ 会　　場 備考(担当委員会・内容・出席者数）


