
自　平成18年4月1日
至　平成19年3月31日

日　時 テ　ー　マ 会　　場
H18.4.1 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT4月号配布　48名

H18.4.11 内部監査会 長瀞町商工会 執行役員 ・内部事業運営監査会　6名

H18.4.14 定例会 料亭やまだ 総務 ・部事業運営審議　18名

H18.4.14 平成18年度通常総会 料亭やまだ 総務 ・議題　18名

　①平成17年度事業報告並びに

　　 収支決算報告承認の件

　②平成18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

H18.4.18 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

H18.4.24 執行役員会 長瀞町商工会 執行役員 ・部事業運営審議　6名

H18.5.1 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT5月号配布　43名

H18.5.9 第三ブロック青年部通常総会 寄居町　ロイヤルローズ貴賓館 執行部 ・第三ブロック事業の承認他　4名

H18.5.13 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　6名

H18.5.14 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　5名

H18.5.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　14名

H18.5.22 秩父商工会議所講習会 秩父じばさんセンター 執行部 ・講習会参加　2名

　テーマ　「ホームページで商売繁盛」

　講　師　アイ･リンク・コンサルタント㈱

　　　　　　代表取締役　加藤　忠宏氏

H18.5.23 平成18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

H18.5.31 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　4名

H18.6.1 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

H18.6.13 荒川青年部ゴルフ大会 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　7名

H18.6.19 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　17名

H18.6.28 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　3名

H18.7.1 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT7月号配布　44名

H18.7.10 第4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　15名

H18.7.12 第82回献血運動 長瀞町役場他 執行部 ・献血運動の実施　72名

H18.7.14 第三ブロック青年部主張大会 妻沼中央公民館 執行部 ・第三ブロック主張大会参加　11名

H18.7.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　17名

H18.7.18 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　17名

　テーマ　「郵政民営化について」

　講　師　長瀞駅前郵便局

　　　　　　局長　近藤　望氏

H18.7.24 青年ネットワーク初顔合わせ 秩父市　福寿司 執行部 ・青年ネットワーク初顔合わせ　1名

H18.7.25 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

H18.7.26 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

H18.7.28 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT8月号配布　45名

H18.8.3 第4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　12名

H18.8.13 第8回こらしょカーニバル 皆野町文化会館 執行部 ・第8回こらしょカーニバル参加　1名

H18.8.14 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　1名

H18.8.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　16名

H18.8.18 研修会(研修委員会企画） 長瀞町商工会 研修委員会 ・研修会　16名

　テーマ　「税務一般について」

　講　師　田島税理士事務所

　　　　　　税理士　田島　毅氏

H18.8.24 第三ブロック野球大会秩父地区予選会 小鹿野町総合運動公園 執行部 ・第三ブロック野球大会参加　11名

H18.8.27 第三ブロックファミリーレクリェーション大会 皆野町　ウォーターパーク長瀞 福利厚生委員会 ・ファミリーレク大会参加　29名

H18.8.29 第4回ふれあいフェスタ長瀞広報係会議 長瀞町商工会 特別委員会 ・フェスタ出展案内等作成　3名

H18.8.30 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

H18.9.1 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT9月号配布　45名

H18.9.4 第4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　13名

備考(担当委員会・内容・出席者数）

平成18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）
H18.9.10 第4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　15名

H18.9.19 第4回ふれあいフェスタ長瀞各部会出展説明会 長瀞町商工会 特別委員会 ・フェスタ長瀞出展について　9名

H18.9.19 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　18名

H18.9.19 研修会(広報委員会企画） 長瀞町商工会 広報委員会 ・研修会　18名

　テーマ　「体がちょっと楽になる

　　　　　　　自己整体法　腰痛編」

　講　師　浅見整体療術院

　　　　　　浅見　正英氏

H18.9.27 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　6名

H18.9.29 執行役員会 O・W・L 執行役員 ・部事業運営審議　10名

H18.10.4 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT10月号配布　48名

H18.10.4 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　1名

H18.10.6 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　8名

H18.10.10 ホンダ視察見学会参加 ホンダ㈱埼玉製作所 執行部 ・ホンダ㈱視察見学会参加　3名

H18.10.11 第4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　12名

H18.10.14 秩父はんじょう博出店 秩父ミューズパーク 執行部 ・秩父はんじょう博出店　7名

H18.10.15 秩父はんじょう博出店 秩父ミューズパーク 執行部 ・秩父はんじょう博出店　8名

H18.10.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　19名

H18.10.19 第4回ふれあいフェスタ長瀞準備作業 見晴 特別委員会 ・フェスタ案内文書作成作業　6名

H18.10.24 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　6名

H18.10.27 第4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　12名

H18.10.27 第4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　18名

H18.10.30 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT11月号配布　48名

H18.11.7 第4回ふれあいフェスタ長瀞全体会議 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　8名

H18.11.8 第83回献血運動 長瀞町役場他 執行部 ・献血運動の実施　90名

H18.11.11 第4回ふれあいフェスタ長瀞準備作業 長瀞町商工会他 特別委員会 ・フェスタ備品買出し準備作業　2名

H18.11.12 第4回ふれあいフェスタ長瀞プール会場草刈作業 お祭り広場他 特別委員会 ・フェスタプール会場草刈作業　5名

H18.11.13 第4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　29名

H18.11.14 第4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　2,000名

H18.11.15 第4回ふれあいフェスタ長瀞後片付け お祭り広場他 特別委員会 ・ふれあいフェスタ長瀞片付け　12名

H18.11.20 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　13名

H18.11.28 第三ブロック青年部ゴルフ大会 岡部チサンカントリークラブ 執行部 ・第三ブロックゴルフ大会参加　3名

H18.11.28 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　24名

H18.11.29 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会 ・どっこいSHOT12月号製作等　3名

H18.12.1 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT12月号配布　48名

H18.12.6 第三ブロック青年部研修会 児玉文化会館セルディ 執行部 ・第三ブロック研修会参加　2名

　テーマ　「観光集客　決め手はコレ！」

　講　師　楽市㈱

　　　　　　代表取締役社長　高村　秀夫氏

H18.12.11 青年部忘年会 あすなろ亭 研修委員会 ・青年部忘年会　25名

H18.12.14 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

H18.12.15 秩父地区商工会青年部交歓会 長瀞グリーンホテル 執行部 ・秩父地区商工会青年部交歓会　16名

H18.12.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　7名

H18.12.18 秩父青年ネットワーク忘年会 長瀞グリーンホテル 執行部 ・秩父青年ネットワーク忘年会参加　1名

H18.12.20 三部会合同経営講演会参加 養浩亭 執行部 ・三部会合同経営講演会参加　3名

H18.12.26 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　4名

H18.12.27 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT1月号配布　48名

H19.1.5 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　6名

H19.1.18 定例会 長瀞第二小学校 総務 ・部事業運営審議　19名

H19.1.18 ソフトバレー大会(福利厚生委員会企画） 長瀞第二小学校 福利厚生委員会 ・ソフトバレー大会　19名

H19.1.23 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　2名

H19.1.31 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　3名

H19.2.1 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT2月号配布　47名

H19.2.19 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　12名

H19.2.4 視察研修会 東京都内 研修委員会 ・視察研修会　14名

H19.2.5 　視察先　　靖国神社　

　　　　　　 　国会議事堂･外務省

　　　　　　 　築地市場



日　時 テ　ー　マ 会　　場 備考(担当委員会・内容・出席者数）
　　　　　　 　秋葉原電気街

H19.2.21 青年部全国大会・記念式典 日本武道館他 執行部 ・青年部全国大会･記念式典参加　2名

H19.2.28 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

H19.3.1 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT3月号配布　47名

H19.3.12 執行役員会 長瀞町商工会 執行役員 ・部事業運営審議　8名

H19.3.13 青年部指導者育成講習会・部長会議 さいたま市　ラフォーレ清水園 執行部 ・青年部指導者育成講習会等参加　1名

H19.3.19 第84回献血運動 長瀞町役場他 執行部 ・献血運動の実施　89名

H19.3.19 常任委員会 長瀞町商工会 常任委員会 ・平成18年度通常総会開催の件　8名

H19.3.19 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　15名

H19.3.19 研修会(研修委員会企画） 長瀞町商工会 研修委員会 ・研修会　15名

　テーマ　「商工会の効果的活用について」

　講　師　長瀞町商工会

　　　　　　経営指導員　竹内　紀昌氏

H19.3.24 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　31名

H19.3.28 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会 ・どっこいSHOT4月号製作等　3名



日　時 テ　ー　マ 会　　場 備考(担当委員会・内容・出席者数）


