年間テーマ
「かけはし」～あらたな価値観の創造～
総務委員会
1)通常総会、臨時総会の開催及び資料審査
【1】 通常総会

開催日 平成26年4月23日(水)
場所
名古屋国際ホテル
【2】 臨時総会

開催日 平成26年12月10日(水)
場所
マリエカリヨン名古屋出雲殿

2)幹事会、正副代表幹事・委員長会議の運営及び資料審査
3)各種予定者研修等及び支部担当者研修の実施
【1】 平成26年度支部担当者会議

開催日 平成26年5月20日(火)
場所
名古屋商工会議所ビル

【2】 平成27年度グループリーダー・サブリーダー予定者研修会

開催日 平成26年12月11日(木)
場所
名古屋商工会議所ビル

【3】 平成27年度委員長・副委員長予定者研修開催報告

開催日 平成27年1月16日(金)
場所
ウィンクあいち

【4】 次年度「研究会・サークル」リーダー予定者会議

開催日 平成27年1月26日(月)
場所
名古屋商工会議所ビル

4)グループ、委員会、「研究会・サークル」等の財務会計の指導及び会計審査
5)若鯱会会則、規則、運営規定の周知及び運用管理
6)グループ内規約の整備支援
7)グループ再編の管理
8)ハンドブックの作成
9)卒業者データベースの整理及び管理
10)緊急連絡網の整備及び運用管理
11)グループ留学の実施
12)グループ移動の管理
13)若鯱webサイト・若鯱サーチの運営管理及びＵＰ情報の収集
14)若鯱会パンフレットの作成(オリエンテーション委員会との共同製作)
15)組織改革検討会議との連携
16)委員会活動を通じての人脈づくりの形成

オリエンテーション委員会
1)名古屋商工会議所、若鯱会各グループ、各委員会での新入会員募集活動
2)若鯱会パンフレットの作成
3)入会書類審査 83名(内入会者77名)
4)新入会員の入会から配属までのフォロー(グループ例会参加補助「オリエンプレス」発行、配属届管理)
5)新入会員募集活動
【1】 「新入会員募集セミナー(若鯱セミナー)」

開催日 平成26年5月15日(木)
場所
名古屋商工会議所会議室・名商グリル
参加者 143名(内一般参加者・オリエンテーション会員84名)
【2】 「秋の例会参加促進キャンペーン」

対象

9月・10月の各グループ例会

6)フォローアップ研修

開催日 前期 平成26年7月16日(水)
後期 平成26年12月3日(水)
場所
ウェスティンナゴヤキャッスル
参加者 前期 102名(内オリエンテーション会員43名)
後期 97名(内オリエンテーション会員36名)

7)新入会員交流会

開催日
内容
場所
参加者

平成27年2月3日(水)
「これで同期が丸わかり 大かるた取り大会！！」
マリエカリヨン名古屋
75名(内新入会員55名)

事業委員会
1)講演会の開催

テーマ
開催日
講師
場所
参加者

「次世代へのかけはし ～金メダリストから組織のトップへ～」
平成26年7月11日(金)
日本水泳連盟会長 鈴木 大地 氏
マリエカリヨン名古屋 8階 マリアテレサ
268名

テーマ
開催日
場所
参加者

「若鯱会、東海ブロックＹＥＧの発展・繁栄へのかけはし」
平成26年7月11日(金)
マリエカリヨン名古屋 5階 サテュロス
107名

テーマ
開催日
視察先
参加者

「日本とベトナムのかけはし！歴史・文化・経済発展を学び未来へ繋げる」
平成26年10月30日(木)～11月2日(日)※3泊4日
ベトナム社会主義共和国 ホーチミン市
36名

2)東海ブロックYEGとの交流事業

3)視察会の実施

会員交流委員会
1)通常総会後の懇親会・卒業者を送る会

テーマ
開催日
場所
参加者

「かけはし」更なる旅立ち
平成26年4月23日(水)
名古屋国際ホテル
299名

テーマ
開催日
場所
参加者

若鯱リゾートつま恋 ～最高のかけはし～
平成26年8月30日(土)
ヤマハリゾートつま恋
256名

テーマ
開催日
場所
参加者

新春サロン2015 ～笑う門には福来る～
平成27年1月23日(金)
マリエカリヨン名古屋
312名

2)家族会

3)新春サロン

研修委員会
1)研修会の開催

テーマ
開催日
講師
コーディネーター
場所
参加者

「おもてなしの心 ～先代の女将に学んだこと～」
平成26年9月19日(金)
(株)加賀屋 客室係教育担当 長子(本名：岩間 慶子)氏
(有)キャリア・サポート 代表取締役 三厨 万妃江 氏
ウインクあいち 1203号室
99名

2)5支部・グループとの合同事業の開催

テーマ
開催日

形をもって成す！～変化と進化を、見て・感じて・学ぶ！～
平成27年2月12日(木)
◆1部「企業視察」
【視察先】
(1)トヨタ自動車(株)
(2)トヨタホーム(株)
(3)シヤチハタ(株)
(4)ブラザー工業(株)
(5)(株)馬印
(6)(株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
(7)中部国際空港(株)
◆2部「パネルディスカッション」
【場所】ウェスティンナゴヤキャッスル 天守の間
【テーマ】「変化のきっかけから現在(いま)に至るまでの進化」
【パネリスト】
トヨタ自動車(株) 製品原価企画部 室長 林 久嗣 氏
トヨタホーム(株) 製造部 木戸 俊行 氏
シヤチハタ(株) 代表取締役社長 舟橋 正剛 氏
ブラザー工業(株)コーポレート コミュニケーション部 部長 橋本 安弘 氏
(株)馬印 取締役工場長 森井 正昌 氏
(株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 代表取締役社長 小澤 洋介 氏
中部国際空港(株) 取締役 執行役員 航空営業・経営企画担当 尾藤 嘉
明 氏

【コーディネーター】平成26年度研修委員会 委員長 川﨑 晃
◆3部「交流会」
【場所】ウェスティンナゴヤキャッスル 天守の間
428名

参加者

広報渉外委員会
1)紙媒体・若鯱プレスの発行(1回)平成27年3月
2)会員からの広告を募集(紙媒体・若鯱プレスに掲載)平成27年3月
3)若鯱webプレスの発行(若鯱webサイトの更新による)
4)webサイトの運営管理及びＵＰ情報の収集(Facebookページ利用を含む)
5)月報「那古野」への記事掲載(Ａ4版1ページ)平成26年5・7・9・11月・平成27年1・3月掲載(6回)
6)中部経済産業局との交流会

テーマ
開催日
講師
場所
参加者

「経済産業省の中小企業施策を学ぶ」
平成27年2月23日(月)
経済産業省中部経済産業局産業部産業振興課総括係長 長谷川昌志氏
名古屋商工会議所 第6会議室
48名

テーマ
開催日
講師
場所
参加者

「知の拠点あいち」の視察および講演
平成26年10月16日(木)
あいち産業科学技術総合センター副所長 室田修男氏
知の拠点あいち
32名

テーマ
開催日
講師
場所
参加者

名古屋市博物館の見学および講演
平成26年11月11日(火)
名古屋博物館副館長 神谷浩氏
名古屋博物館
26名

テーマ
開催日
場所
参加者

公益社団法人名古屋青年会議所との交流会
平成26年6月20日(金)
舞鶴館
若鯱会10名 名古屋青年会議所 7名 計17名

7)愛知県産業労働部との交流会

8)名古屋市市民経済局との交流会

9)名古屋青年会議所との交流会

組織改革検討会議
1)各会議、事業、委員会の諸問題に対する情報収集、検討及び議論
2)グループの諸問題に対する情報収集、検討及び議論
3)各会議、委員会運営についての検討
4)グループ運営についての検討
5)新入会員入会基準及び審査規定について
6)卒業者サービスについての検討
7)会員・卒業者情報のデータ収集とデータベース管理の検討
8)各活動に応じ必要がある場合の会則、規則、運営規定の見直し
9)各活動に応じ次年度への提言及び予算化に向けた検討
10)会議体活動を通じての人脈づくりの形成

