
日　時 テ　ー　マ 会　　場
H17.4.1 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会

H17.4.9 内部監査会 長瀞町商工会 執行役員

H17.4.18 定例会 料亭やまだ 総務

H17.4.18 平成17年度通常総会 料亭やまだ 総務

H17.4.20 3ブロ部長会議 寄居町ひさご旅館 執行部

H17.4.26 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会

H17.5.1 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会

H17.5.11 3ブロ通常総会 ロイヤルローズ貴賓館 執行部

H17.5.14 長瀞町社会福祉大会準備 長瀞町中央公民館 執行部

H17.5.15 長瀞町社会福祉大会 長瀞町中央公民館 執行部

H17.5.18 定例会 長瀞町商工会 総務

H17.5.24 秩父地域青年ネットワーク 秩父　クラブハウス21 執行部

H17.5.24 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会

H17.5.27 県青連通常総会 大宮清水園 執行部

H17.5.30 寄居町商工会青年部との親睦野球大会 長瀞中学グラウンド 福利厚生委員会

H17.6.1 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会

H17.6.5～6 3ブロ研修旅行 伊香保温泉ホテルきむら 執行部

H17.6.14 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

H17.6.20 定例会 長瀞町商工会 総務

H17.6.25 ファミリーバスハイク 千葉県　木更津 福利厚生委員会

H17.6.27 秩父地域青年ネットワーク あすなろ亭 執行部

H17.6.27 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会

H17.6.28 ふれあいフェスタ長瀞打合せ会議 Kan 特別委員会

H17.6.30 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

H17.7.1 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会

H17.7.6 3ブロ主張大会 妻沼町中央公民館 執行部

H17.7.12 第79回献血運動 長瀞町役場他 執行部

H17.7.19 定例会 長瀞町商工会 総務

H17.7.21 3ブロ部長会議 神川　こいや 執行部

H17.7.26 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会

H17.7.28 秩父地域青年ネットワーク 小鹿野町　夢鹿蔵 執行部

H17.8.1 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会

H17.8.13 皆野町こらしょカーニバル 皆野　まつり広場 執行部

H17.8.13 花園町ふるさと納涼夏まつり 花園町総合運動公園 執行部

H17.8.18 定例会 長瀞町商工会 総務

H17.8.26 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会

H17.8.28 3ブロファミリーバーベキュー大会 皆野町　ウォーターパーク長瀞 執行部

H17.9.1 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会

H17.9.6 秩父地域青年ネットワーク 秩父　荷車屋 執行部

H17.9.13 3ブロ野球大会 岡部　山河グラウンド 福利厚生委員会

H17.9.20 3ブロ野球大会 岡部　山河グラウンド 福利厚生委員会

H17.9.21 定例会 長瀞町商工会 総務

H17.9.27 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会

H17.9.29 秩父地区ソフトボール大会 小鹿野町総合運動公園 福利厚生委員会

H17.9.30 本会ボーリング大会 児玉スカイボール 執行部

H17.10.2 ふれあいフェスタ長瀞準備作業 お祭り広場他 特別委員会

H17.10.3 ふれあいフェスタ長瀞準備作業 お祭り広場他 特別委員会

H17.10.3 ふれあいフェスタ実行委員会 長瀞町商工会 特別委員会

・秩父ネッワークづくり打ち合わせ　1名

・どっこいSHOT8月号製作等　5名

・どっこいSHOT8月号配布　47名

・どっこいSHOT9月号製作等　6名

・花園町青年部夏まつり参加　1名

・皆野町青年部夏まつり参加　1名

・どっこいSHOT6月号製作等　3名

・県青連事業の承認他　1名

　親睦野球大会　総勢　23名

・第3ブロック研修旅行参加　5名

・秩父ネッワークづくり打ち合わせ　2名

・部事業運営審議　12名

・荒川村青年部ゴルフ大会参加　8名

・部員家族の潮干狩り　31名

・どっこいSHOT7月号製作等　3名

・ふれあいフェスタ長瀞について　6名

・ふれあいフェスタ長瀞について　16名

・ふれあいフェスタ準備　9名

・ふれあいフェスタについて　13名

・野球の試合参加　11名

・部事業運営審議　8名

・どっこいSHOT9月号配布　47名

・第3ブロック福利厚生事業参加　24名

・秩父ネッワークづくり打ち合わせ　1名

・社会福祉バザー　6名

・どっこいSHOT6月号配布　47名

・秩父ネッワークづくり打ち合わせ　1名

・部事業運営審議　14名

・第3ブロック事業運営審議　2名

・どっこいSHOT7月号配布　47名

・第3ブロック主張大会参加　7名

・献血運動の実施　66名

　③青年部費取扱の件

　②平成17年度事業計画(案)並びに

　　 収支予算(案）承認の件

・第3ブロック事業運営審議　3名

・どっこいSHOT5月号製作等　4名

・社会福祉バザー準備　7名

・どっこいSHOT5月号配布　47名

・第3ブロック事業の承認他　6名

・部事業運営審議　8名

・どっこいSHOT10月号製作等　4名

・ソフトボールの試合参加　11名

・野球の試合参加　12名

・本会の大会に参加　8名

・ふれあいフェスタ準備　12名

・部事業運営審議　16名

・議題　22名

　①平成16年度事業報告並びに

　　 収支決算報告承認の件

・部事業運営審議　11名

備考(担当委員会・内容・出席者数）

平成17年度長瀞町商工会青年部のあゆみ

・どっこいSHOT4月号配布　47名

・内部事業運営監査会　7名

自　平成１７年　４月　１日
至　平成１８年　３月３１日



日　時 テ　ー　マ 会　　場 備考(担当委員会・内容・出席者数）

H17.10.3 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会

H17.10.4 秩父地域青年ネットワーク 秩父　クラブハウス２１ 執行部

H17.10.4 ふれあいフェスタ長瀞準備作業 お祭り広場他 特別委員会

H17.10.5 ふれあいフェスタ長瀞準備作業 お祭り広場他 特別委員会

H17.10.6 ふれあいフェスタ長瀞準備作業 お祭り広場他 特別委員会

H17.10.7 ふれあいフェスタ長瀞準備作業 お祭り広場他 特別委員会

H17.10.8 ふれあいフェスタ長瀞準備作業 お祭り広場他 特別委員会

H17.10.9 ふれあいフェスタ長瀞準備作業 お祭り広場他 特別委員会

H17.10.15 青年ネットワークはんじょう博出展 秩父市　ミューズパーク 執行部

H17.10.16 青年ネットワークはんじょう博出展 秩父市　ミューズパーク 執行部

H17.10.18 定例会 長瀞町商工会 総務

H17.10.25 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会

H17.11.1 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会

H17.11.1 ふれあいフェスタ実行委員会 長瀞町商工会 特別委員会

H17.11.4 第80回献血運動 長瀞町役場他 執行部

H17.11.4 ふれあいフェスタ長瀞準備作業 お祭り広場他 特別委員会

H17.11.5 寄居町商工会青年部との野球 長瀞中学校 福利厚生委員会

H17.11.8 秩父地域青年ネットワーク交流会 秩父　クラブハウス２１ 執行部

H17.11.11 ふれあいフェスタ長瀞準備作業 お祭り広場他 特別委員会

H17.11.13 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

H17.11.14 ふれあいフェスタ長瀞 お祭り広場他 特別委員会

H17.11.15 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

H17.11.18 定例会 長瀞町商工会 総務

H17.11.30 広報委員会 長瀞町内 広報委員会

H17.12.1 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会

H16.12.2 研修委員会 長瀞町商工会 研修委員会

H17.12.6 合同研修旅行　打合せ会議 長瀞町商工会 研修委員会

H17.12.8 忘年会 秩父館 研修委員会

H17.12.8 秩父郡下商工会青年部交歓会 秩父温泉　満願の湯 執行部

H17.12.15 秩父地域青年ネットワーク交流会 荒川村谷津川館 執行部

H17.12.19 定例会 長瀞町商工会 総務

H17.12.15 女性部クリスマスの夕べ出席 長生館 執行部

H17.12.28 広報委員会 長瀞町内 広報委員会

H17.12.30 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会

H18.1.16 合同研修旅行　打合せ会議 寄居町商工会 研修委員会

H18.1.18 定例会 長瀞町商工会 総務

H18.1.18 研修会 長瀞町商工会 研修委員会

H18.1.23 花の里づくり実行委員会 長瀞町役場 執行部

H18.1.24 3ブロ部長会議 神川町商工会館 執行部

H18.1.25 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会

H18.1.29 3ブロゴルフ大会 岡部チサンカントリークラブ 執行部

H18.2.1 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会

H18.2.17 花の里づくり実行委員会 長瀞町役場 執行部

H18.2.18 定例会 伊香保　岸権旅館 総務

H18.2.18～19 寄居・長瀞合同研修旅行 伊香保　岸権旅館 研修委員会

H18.2.22 3ブロ研修会 児玉　ふく寿司 執行部

H18.2.22 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会

H18.3.1 広報誌発行 長瀞町内 広報委員会

H18.3.6 県青連部長会議 大宮清水園 執行部

H18.3.17 第81回献血運動 長瀞町役場他 執行部

H18.3.20 定例会 長瀞町商工会 総務

H18.3.20 常任委員会 長瀞町商工会 総務

H18.3.25 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

H18.3.29 花の里づくり実行委員会 長瀞町役場 執行部

H18.3.31 広報委員会 長瀞町商工会 広報委員会

・ファミリーボーリング大会開催　25名

・部事業運営審議　８名

・部事業運営審議　７名

・どっこいSHOT3月号配布　48名

・献血運動の実施　62名

・県青連事業運営審議　1名

・花の里づくり実行委員会参加　1名

・部事業運営審議　11名

・どっこいSHOT3月号製作等　5名

・どっこいSHOT新年号配布　47名
・寄居町商工会青年部　合同研修旅行　打合せ会議　8名

・どっこいSHOT11月号製作等　4名

・どっこいSHOT11月号配布　47名

・どっこいSHOT新年号製作等　5名

・どっこいSHOT12月号製作等　5名

・講演会、忘年会審議　3名

・どっこいSHOT12月号配布　47名

・寄居町商工会青年部　合同研修旅行　15名

・研修会　4名

・部事業運営審議　11名

・郡下商工会青年部交歓会　3名

・青年ネットワーク交流会参加　2名

・部事業運営審議　5名

・献血運動の実施　62名

・寄居との野球の練習試合　22名

・ふれあいフェスタ前日準備　21名

・ふれあいフェスタ長瀞片付け　6名

・ふれあいフェスタ長瀞　約2,000名

・ふれあいフェスタ準備　13名

・部事業運営審議　９名

・忘年会　21名

・秩父ネッワークづくり打ち合わせ　1名

・花の里づくり実行委員会出席　1名

・第3ブロック事業運営審議　2名

・どっこいSHOT2月号製作等　5名

・第3ブロックゴルフ大会参加　4名

　　会員事業所の立場から考える

・研修会　11名

　　商工会の活用について

　　講師：村越　則人

・どっこいSHOT4月号製作等　5名

・花の里づくり実行委員会出席 1名

・どっこいSHOT2月号配布　48名

・ふれあいフェスタ準備　1名

・寄居町商工会青年部　合同研修旅行　打合せ会議　8名

・女性部クリスマスの夕べ出席　1名

・ふれあいフェスタ準備　11名

・ふれあいフェスタ準備　1名

・ふれあいフェスタ準備　1名

・ふれあいフェスタについて　17名

・どっこいSHOT10月号配布　47名

・はんじょう博出展　3名

・部事業運営審議　8名

・はんじょう博出展　2名

・ふれあいフェスタ準備　1名

・ふれあいフェスタ準備　1名

・ふれあいフェスタ準備　1名

・秩父ネッワークづくり打ち合わせ　1名



日　時 テ　ー　マ 会　　場 備考(担当委員会・内容・出席者数）
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