
 （公社）世田谷法人会青年部会 2021年度 第１回部会・勉強会 次第   

【日時】 2021年 8月 27日（金） 19：00 

【場所】 Zoom 

 

【第 1部】 部会                                （進行） 総務厚生委員会 末原委員長 

1. 開会 

2. 部会長挨拶 

3. 報告事項 

1） 総務厚生グループ報告 

2） 会員交流グループ報告 

3） 事業研修グループ報告 

4） 渉外グループ報告 

5） その他報告 

4. 次回部会の確認 

2021年 12月 3日（金曜） 望年会 

 

【第 2部】 勉強会                               （進行） 渉外委員会 岡部副委員長 

5. 挨拶および趣旨説明 

 

テーマ：「攻めの健康経営 ～宣言だけじゃないのよ～」  

講師：健康経営アドバイザー 五十嵐めぐみ氏 

 

6. 大同生命保険株式会社 渋谷支社 第三営業課長 幸村淳和 様 

7. 親会挨拶 

8. 講評 

9. 閉会 

 



令和３(２０２１)年度 第 1 回 青年部会                 

総務・厚生委員会 活動報告について                   令和 3(20２１) 8 月 27 日 

総務・厚生委員会 委員長 末原 伸隆 

 

≪令和 3(2021)年 4 月 1 日 以降≫ 
 
□ 総務・厚生委員会 開催報告 

 

・ 第 1回総務・厚生委員会 令和 3年 5月 7日（金）オンライン  

出席者：榎本部会長 竹内副部会長 末原委員長 河村副委員長 島﨑副委員長 北条委員   

（合計 6名） 

〈協議事項〉 

 ・メールマガジン・編集後記の担当者について 

 ・メールマガジンの配信頻度について 

 ・役員会議事録担当者について 

・年次報告会について 

 

・ 第 2回渉外委員会 令和 3年 7月 27日（火）オンライン 

出席者：榎本部会長 竹内副部会長 末原委員長 上山副委員長 河村副委員長 大脇委員 北

条委員 （合計 7名） 

〈協議事項〉 

 ・新入会員の紹介記事について 

 ・メールマガジン・編集後記の担当者について 

 ・第 1回部会・勉強会の担当者について 

 ・FB担当者について 

 ・今後のスケジュールについて 

 

 

□ 今後の予定 

・9月 15日（水）を予定 



令和 3 年(2021)年度 第 1 回部会                     

会員交流委員会 活動報告について                        令和 3(2021)年 8 月 27 日 

会員交流委員会 委員長  浅沼啓之 

 

≪令和 3(2021)年 4 月 1 日 以降≫ 
 
□ 会員交流委員会 開催報告 
 
 ・6月 14日（月）19:00～20：00 第 1回会員交流委員会（オンライン） 参加者 8名 

   臼井副部会長、浅沼委員長、中村副委員長、久保副委員長、小林副委員長、福岡幹事、 

行本幹事、下田幹事 

   《協議事項》 

１）納涼会について 

 

 ・7月 1日（木）19:00～21:00 第 2回会員交流委員会（オンライン） 参加者 8名 

  臼井副部会長、浅沼委員長、中村副委員長、久保副委員長、小林副委員長、福岡幹事、 

行本幹事、下田幹事 

   《協議事項》 

１）納涼会について 

 

 

■ 会員交流委員会 事業参加報告 
 

・第 9回年次報告会 

・親睦ゴルフ合同大会 

 

◆ 今後の予定 

・9月以降に第 3回会員交流委員会を開催予定 

以上 



2021年度 第 1回部会                           

事業研修委員会 活動報告について                        令和 3（2021）年 8月 27日 

事業研修委員会 委員長  平石 泰司 

 

≪2021年 4月 1日 以降≫ 
 
□ 事業研修委員会 開催報告 
 
 ・5月 12日（水）19:00～21：00 第 1回事業研修委員会（オンライン） 参加者 7名 

   榎本部会長、武田副部会長、平石委員長、千葉副委員長、委員（天坂・野村・堀切）※敬称略 

   《協議事項》 

１）商店街スゴロクについて 

２）令和 3年度事業計画について 

３）委員会全メンバーへの周知について 

 

 ・6月 9日（水）19:00～20:15 第 2回事業研修委員会（オンライン） 参加者 6名 

  榎本部会長、武田副部会長、平石委員長、外海幹事、委員（野村・堀切）※敬称略 

   《協議事項》 

１）商店街スゴロクについて 

２）人狼ゲームについて 

３）ゴミ拾いウオーキングについて 

 

・7月 7日（水）19:00～20:30 第 3回事業研修委員会（オンライン） 参加者 5名 

  武田副部会長、平石委員長、外海幹事、委員（野村・堀切）※敬称略 

   《協議事項》 

１）オンラインセミナーについて 

 

・7月 29日（木）19:00～20:30 第 4回事業研修委員会（オンライン） 参加者 6名 

  榎本部会長、武田副部会長、平石委員長、千葉副委員長、委員（野村・堀切）※敬称略 

   《協議事項》 

1 ）オンラインセミナーについて 

 

 

■ 事業研修委員会 事業参加報告 
 

・特になし 

 

 

◆ 今後の予定 

・9月上旬に第 5回委員会を開催予定 

以上 



令和３(２０２１)年度 第 1 回 青年部会                 

渉外委員会 活動報告について                        令和３(20２１) 8 月 27 日 

渉外委員会 委員長 五十嵐めぐみ 

 

≪令和 3(2021)年 4 月 1 日 以降≫ 
 
□ 渉外委員会 開催報告 

 

・ 第 1回渉外委員会 令和 3年 5月 18日（水）オンライン  

出席者：榎本部会長 橘副部会長 五十嵐委員長 岡部副委員長 佐藤幹事 高橋幹事 加藤委

員 （合計 7名） 

〈協議事項〉 

 ・産フェスについて 

・今後のスケジュールについて 

 

・ 第 2回渉外委員会 令和 3年 6月 9日（水）オンライン 

出席者：榎本部会長 橘副部会長 五十嵐委員長 岡部副委員長 佐藤幹事 高橋幹事 加藤委

員 西野委員 （合計 8名） 

〈協議事項〉 

 ・産フェスについて 

 ・今後のスケジュールについて 

 

・ 第 3回渉外委員会 令和 3年 7月 7日（水）オンライン 

出席者：橘副部会長 五十嵐委員長 岡部副委員長 加藤委員 （合計 4名） 

〈協議事項〉 

 ・産フェスについて 

 ・今後のスケジュールについて 

 

・ 第 4回渉外委員会 令和 3年 8月 4日（水）オンライン 

出席者：榎本部会長 橘副部会長 五十嵐委員長 岡部副委員長 佐藤幹事 加藤委員 竹内副

部会長（オブザーバー） （合計 7名） 

 〈協議事項〉 

 ・産フェスについて 

 ・8月 27日青年部会勉強会について 

 ・今後のスケジュールについて 

 

□ 今後の予定 

・9月に他委員会と合同での委員会を予定 


