
自　平成15年4月1日
至　平成16年3月31日

日　時 テ　ー　マ 会　　場
H15.4.3 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　4名

H15.4.4 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいSHOT4月号配布　43名

H15.4.11 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

H15.4.15 創立30周年記念チャリティゴルフコンペ 長瀞ゴルフ倶楽部 特別委員会 ・30周年イベント打上ゴルフコンペ　21名

H15.4.15 長瀞電話帳反省会 Ｋａｎ 特別委員会 ・長瀞電話帳反省会　22名

H15.4.18 定例会 長瀞グリーンホテル 総務 ・部事業運営審議　14名

H15.4.18 平成15年度通常総会 長瀞グリーンホテル 総務 ・議題　14名

　①平成14年度事業報告並びに

　　 収支決算報告承認の件

　②平成15年度事業計画(案）並びに

　　 収支予算(案）承認の件

　③役員欠員に伴う一部選任の件　

H15.4.22 県青連監査会・理事会(役員会） 大宮ソニックシティ 執行部 ・県青連監査会・理事会出席　1名

H15.4.23 第三ブロック役員会・監査会・部長会議 長瀞グリーンホテル 執行部 ・第三ブロック事業運営審議　3名

H15.4.24 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

H15.5.6 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいＳＨＯＴ5月号配布　44名

H15.5.7 第三ブロック通常総会 寄居町ブランマンジェⅡ 執行部 ・第三ブロック事業の承認他　5名

H15.5.16 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　12名

H15.5.19 平成15年度県青連通常総会 大宮清水園 執行部 ・県青連通常総会参加　3名

H15.5.27 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

H15.6.1 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいＳＨＯＴ6月号配布　47名

H15.6.7 長瀞町社会福祉大会準備 中央公民館 執行部 ・社会福祉バザー準備　6名

H15.6.8 長瀞町社会福祉大会 中央公民館 執行部 ・社会福祉バザー当日　6名

H15.6.10 荒川村青年部ゴルフ大会 キングダムゴルフ倶楽部 執行部 ・荒川村青年部ゴルフ大会参加　12名

H15.6.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　13名

H15.6.25 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　4名

H15.6.25 新規事業検討委員会 長瀞町商工会 特別委員会 ・新規事業実施検討　15名

H15.7.1 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいＳＨＯＴ7月号配布　47名

H15.7.4 第三ブロック主張大会 花園町アドニス 執行部 ・第三ブロック主張大会参加　7名

H15.7.8 第73回献血運動 長瀞町役場他 執行部 ・献血運動の実施　64名

H15.7.9 3級販売士検定試験 大宮ソニックシティ 研修委員会 ・3級販売士検定試験受験　2名

H15.7.10 新規事業検討委員会 長瀞町商工会 特別委員会 ・新規事業実施検討　12名

H15.7.18 第三ブロック部長会議 寄居町ひさご旅館 執行部 ・第三ブロック事業運営審議　1名

H15.7.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　12名

H15.7.24 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　3名

H15.7.31 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　16名

H15.8.1 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいＳＨＯＴ8月号配布　47名

H15.8.6 長瀞町長訪問（ふれあいフェスタ長瀞） 長瀞町役場 特別委員会 ・ふれあいフェスタ長瀞実施説明　4名

H15.8.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　15名

H15.8.25 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　6名

H15.8.29 秩父赤壁映画祭実行委員会 長瀞町商工会 特別委員会 ・秩父赤壁映画祭について　8名

H15.8.29 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　20名

H15.8.30 第三ブロックファミリーレクリェーション大会 大滝村入川渓谷夕暮キャンプ場 執行部 ・第三ブロックファミリーレク参加　11名

H15.9.3 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいＳＨＯＴ9月号配布　47名

H15.9.3 第三ブロック野球大会予選会 美里町遺跡の森総合グランド 福利厚生委員会 ・第三ブロック野球大会参加　14名

H15.9.6 ファミリーバーベキュー大会 古沢園他 福利厚生委員会 ・ファミリーバーベキュー大会実施　34名

H15.9.9 第三ブロック野球大会予選会 美里町遺跡の森総合グランド 福利厚生委員会 ・第三ブロック野球大会参加　14名

H15.9.12 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　11名

H15.9.16 第三ブロックソフト大会秩父地区大会 荒川村総合運動公園 福利厚生委員会 ・第三ブロックソフト大会参加　11名

H15.9.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　9名

備考(担当委員会・内容・出席者数）

平成15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）
H15.9.25 ふれあいフェスタ長瀞実行委員会 ㈱コスマック長瀞工場 特別委員会 ・ふれあいフェスタ長瀞について　18名

H15.10.2 関東ブロック代表者会議・主張大会参加 大宮ソニックシティ 執行部 ・関東ブロック大会参加　2名

H15.10.3 商工会ボーリング大会参加 児玉スカイボール 執行部 ・ボーリング大会参加　7名

H15.10.4 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいＳＨＯＴ10月号配布　47名

H15.10.6 ふれあいフェスタ長瀞会場係会議 長瀞町商工会 特別委員会 ・ふれあいフェスタ長瀞会場係会議　5名

H15.10.7 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

H15.10.18 両神村ヘリコプター遊覧事業 両神ヘリポート 執行部 ・西秩父ヘリコプター事業参加　5名

H15.10.17 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　16名

H15.10.22 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　13名

H15.10.28 ふれあいフェスタ長瀞係長会議 養浩亭 特別委員会 ・ふれあいフェスタ長瀞係長会議　7名

H15.10.29 ふれあいフェスタ長瀞出展者説明会 中央公民館 特別委員会 ・ふれあいフェスタ出展者説明会　26名

H15.10.30 第74回献血運動 長瀞町役場他 執行部 ・献血運動の実施　56名

H15.10.31 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　10名

H15.11.4 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいＳＨＯＴ11月号配布　47名

H15.11.7 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　17名

H15.11.12 はつらつ長瀞ゴルフ大会参加 長瀞カントリークラブ 執行部 ・はつらつ長瀞ゴルフ大会参加　6名

H15.11.12 ふれあいフェスタ長瀞備品搬入作業 長瀞町商工会 特別委員会 ・ふれあいフェスタ備品搬入作業　15名

H15.11.13 ふれあいフェスタ長瀞前日準備 長瀞町商工会他 特別委員会 ・ふれあいフェスタ前日準備　28名

H15.11.14 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　1,500名

H15.11.15 ふれあいフェスタ長瀞片付け・備品返却 お祭り広場他 特別委員会 ・ふれあいフェスタ片付け等　11名

H15.11.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　8名

H15.11.21 長瀞町長訪問（ふれあいフェスタ長瀞） 長瀞町役場 特別委員会 ・ふれあいフェスタ長瀞結果報告　1名

H15.11.26 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

H15.12.1 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいＳＨＯＴ12月号配布　47名

H15.12.5 秩父郡下商工会青年部交歓会 大滝村総合振興会館 執行部 ・郡下商工会青年部交歓会　5名

H15.12.8 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　25名

12.14～15 視察研修会・講演会・忘年会 草津温泉ホテル櫻井 研修委員会 ・視察研修会　20名

・講演会

　テーマ　「青年部活動について

　講　師　㈱コスマック

　　　　　　代表取締役　小菅　孝氏

・忘年会

H15.12.18 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

H15.12.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　7名

H15.12.25 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

H16.1.1 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会 ・どっこいＳＨＯＴ1月号配布　47名

H16.1.13 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会 ・どっこいしょ内容検討等　4名

H16.1.16 第三ブロック部長会議 花園町ドライブイン関所 執行部 ・第三ブロック事業運営審議　4名

H16.1.19 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　15名

H16.2.1 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

H16.2.4 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会 ・どっこいしょ内容検討等　4名

H16.2.18 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　7名

2.18～20 先進地視察事業 静岡県熱海市他 執行部 ・先進地視察研修　1名

H16.2.23 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

H16.3.1 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

H16.3.16 第75回献血運動 長瀞町役場他 執行部 ・献血運動の実施　71名

H16.3.18 第三ブロック研修会 川本町コミュニティセンター 執行部 ・第三ブロック研修会参加　6名

H16.3.19 常任委員会 長瀞町商工会 常任委員会 ・平成16年度通常総会開催の件　7名

H16.3.19 定例会 長瀞町商工会 総務 ・部事業運営審議　8名

H16.3.24 広報委員会 見晴 広報委員会 ・どっこいＳＨＯＴ製作等　4名

H16.3.25 福利厚生委員会 山草 福利厚生委員会 ・ファミリーボーリング審議　6名

H16.3.27 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　47名



日　時 テ　ー　マ 会　　場 備考(担当委員会・内容・出席者数）



日　時 テ　ー　マ 会　　場 備考(担当委員会・内容・出席者数）


