
田熊商工振興会総会次第 

 

日 時 平成２０年７月５日（土） 

                             １９時００分～ 

                     場 所 よし成  

 

１．開     会 

 

２．来  訪  者  紹  介 

 

３．会  長  あ  い  さ  つ 

 

４．配 布 資 料 確 認 

 

５．議     題 

 

           第１号議案  平成１９年度事業報告並びに収支決算報告の件 

 

           第２号議案  平成２０年度役員(案)承認の件 

                       

           第３号議案  平成２０年度事業計画(案)並びに予算計画(案)承認の件 

                    

           第４号議案  その他 

 

 

６．協  議 ・ 報  告  事  項 

 

         ７．監  事  総  評 

 

８．閉     会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業報告 

 

 平成１９年度は、創立５５周年を迎えた節目の年であり、歴史と伝統に感謝し一層の飛躍を目指した

年でした。 

 「夏祭り(明神祭・天神祭)」への参画、「創立５５周年記念事業」、「歳末大売出し」への企画・運営組

織として、まちづくり特別部会を編成し、組織面の充実と各種事業への柔軟な対応に努力しました。 

夏祭りでは、田熊商工青年会の解散に伴い、東浜夏祭奉賛会との共同により実行委員会を編成しその

中核的存在として活動しました。 

 １０月には創立５５周年記念事業として、「たくまのおみせスタンプラリー」を開催しました。因島

商店街連絡協議会へ助成を申請し、田熊町内だけへのチラシ折込ではなく因島全土に対して行い、幅広

い PRと顧客の拡大に努めました。 

 年末には、歳末大売出し「夢くじ」を開催しました。歳末大売出しは抽選会場をきらら因島駐車場か

ら、内海造船正門前駐車場に移して開催することで一層利便性が向上し、集客と PRに効果を上げるこ

とができました。 

 因島を代表するイベントである水軍まつりには、財務部会とバザール部会に役員を派遣しまつりに貢

献しました。 

 そして、年が明けて１月１日には、田熊の恒例行事となった「もちつき大会」を後援し、ポスターの

作成・配布を行いました。 

 また、広報の充実を目指し、「ホームページ」を開設し、事業所やイベントの PR、情報の公開に努め

ました。 

 歳末大売出しの在り方についても検討をするため、「歳末大売出しに関するアンケート調査」を行い、

中小企業診断士の加藤克敏氏を招き外部関係者の意見も交えながら総合的な検討を加え報告書として

まとめました。同時に「パソコンの使用に関するアンケート調査」も行いました。 

 当会は、田熊町のみならず因島にとっても充分に認知され定着した団体となりましたが、より一層地

域経済の活性化に向けて社会的影響力を持つ団体へと成長するために、内においては組織力の強化、外

に向けては充実した事業の展開を重要と考え、会員一人一人が能力を発揮できる組織、社会動向を的確

にとらえオピニオンリーダーとして視野の広い組織となることを引き続き目指して参ります。 

 

 

会長 

藤原 繁広 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成１９年度事業報告 

平成１９年 

６月１１日   東浜夏祭り奉賛会会議            港区・和光庵 

 ６月１９日   水軍まつりバザール部会           商工会議所 

         因島商店街連絡協議会 役員会        商工会議所 

 ６月２５日   因島商店街連絡協議会 役員会        商工会議所 

 ６月２９日   因島商店街連絡協議会 総会         因島ロッジ 

６月３０日   総会                    よし成 

７月 ２日   まちづくり特別部会             よし成 

７月１０日   水軍祭り財務部会              みやじま 

７月１１日   まちづくり特別部会             よし成 

７月１５日   明神祭 

７月２２日   天神祭 

８月 ２日   夏祭反省会                 よし成 

８月 ８日   水軍まつりバザール部会           商工会議所 

８月２５・２６日水軍まつりバザール部会 テント設置・見回り・片付け 

８月３１日   役員会                   金山区民館 

９月 ４日   水軍まつりバザール部会反省会        富喜会館 

９月１８日   役員会                   よし成 

９月２７日   因島商店街連絡協議会 役員会        富喜会館 

１０月 ３日   役員会                   よし成 

１０月１５日 

～２６日   創立５５周年記念事業「たくまのおみせスタンプラリー」 

１０月２８日   スタンプラリー公開抽選会          内海造船駐車場 

１１月 ２日   役員会                   金山区民館 

１１月 ７日   因島商店街連絡協議会 役員会        商工会議所 

１１月２１日   役員会                   金山区民館 

１１月２６日 

～１２月１０日 歳末大売り出し「夢くじ」 

１２月１６日    歳末大売り出し「夢くじ」公開抽選会    もみじ銀行駐車場 

平成２０年 

 １月 １日   もちつき大会後援・ホームページ仮開設(ブログ) 

 １月 ７日   因島商工会議所新年互礼会          市営駐車場 

 １月１１日   因島観光協会新年互礼会 

 １月１６日   因島商店街連絡協議会 講演会 

講師(有)未来空間代表取締役社長 石井康人氏 商工会議所 

 １月２４日   因島商店街連絡協議会 新年会        富喜会館 

 ２月 １日   役員会                   旅館金山 

 ２月１３日   役員会                   金山区民館 

 ３月１１日   役員会                   金山区民館 

 ３月１４日   ホームページ開設(メインサイト) 

 ３月２５日   役員会                   金山区民館 

 ３月２６日 

～４月１５日  「歳末大売出し」並びに「パソコンの使用」に関するアンケート 

 ４月２１日   役員会                   金山区民館 

 ５月 ９日   因島商店街連絡協議会 総会         因島ロッジ 

 ５月１２日   役員会                   金山区民館 

 ５月２０日   まちづくり特別部会             よし成 

 ６月 ６日   東浜夏祭り奉賛会会議            港区・和光庵 

 ６月 ９日   役員会                   金山区民館 



 
     平成 19 年度収支決算報告書 

 

         平成１9 年 6 月１日～平成 20 年 5 月 31 日  

収入の部 
  

支出の部 
  

摘要 金額  備考 摘要 金額 備考 

前年度繰越金 585,934   会議費（役員会） 62,240 別紙参照 

前期会費 166,000 会員数１16 件 会議費(総会) 68,640   

後期会費 163,000 会員数 113 件 助成金 134,773 歳末大売出し 

会議所補助金 108,100 全体助成金 助成金 90,000 歳末大売出し 

会議所補助金 90,000 歳末大売出し助成金 助成金 102,251 まちづくり特別部会 

会議所補助金 40,000 夏祭り助成金 備品調達費 6,200 プレーヤー 

雑収入 5,000 市商連(総会) 調査費 21,200 アンケート関連 

雑収入 10,000 会議所(総会) 負担金 10,000 水軍まつり協賛金 

雑収入 15,000 総会 負担金 10,000 観光協会会費 

事業費繰入れ 25,760 スタンプラリー 負担金 5,000 観光協会総会費 

受取利息 167   負担金 60,000 因商連会費※1 

      負担金 35,000 因商連会議費※1 

      負担金 8,500 財務・バザ-部会他 

      負担金 9,000 会議所・商連 

      消耗品費 28,120 領収書・コピー等 

      積立金 50,000 町づくり積立金として 

      慶弔費 6,575   

            

      剰余金 501,462 ※ 

小計 \1,208,961   小計 \707,499   

合計 \1,208,961   合計 \1,208,961   

※１商連総会が早まった為 
  ※剰余金は次年度に繰り越すものとする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 20年度 役員（案） 

No. 役職 氏名 勤務先 住所 

1 会長 藤原 繁広 藤原洋品店 須鼻区 

2 副会長 岡野 博行 環境技研 東区 

3 副会長 村上  茂 ふとんのきくや 竹長区 

4 会計 圓光 克文 圓光商店 金山区 

5 幹事（地区担当） 村上  剛 デオデオオサム田熊店 須鼻区 

6 幹事（地区担当） 岡野 勝志 マルニ酒店 中央区 

7 幹事（常任） 藤原 浩二 

司法書士藤原浩二事務

所 西浜区 

8 幹事（地区担当） 永宗 大典 サンストップ 中央区 

9 幹事（常任） 岡野 哲二 マルナカ商店 本町区 

10 幹事（常任） 村上 英太郎 加納屋建材店 竹長区 

11 幹事（地区担当） 中村 理加子 中村酒店 港区 

12 幹事（地区担当） 村上 雅文 ヘアーサロンムラカミ 竹長区 

13 幹事（常任） 岡野 久行 プランニングオカノ 竹長区 

14 会計監査 岡野 正幸 岡野商店 須鼻区 

15 会計監査 村上 哲司 本郷屋 港区 

   まちづくり特別部会  

     

No. 役職 氏名 勤務先 住所 

1 部会長 岡野 哲二 マルナカ商店 本町区 

2 企画局 村上 達朗 カネオト青果 竹長区 

3 企画局 岡野 博行 環境技研 東区 

4 企画局 村上  茂 ふとんのきくや 竹長区 

5 企画局 圓光 克文 圓光商店 金山区 

6 企画局 藤原 浩二 

司法書士藤原浩二事務

所 西浜区 

7 企画局 村上 英太郎 加納屋建材店 竹長区 

8 部会員       

   顧問及び参与  

     

No. 役職 氏名 勤務先 住所 

1 顧問 坂井 邦弘 坂井文具店 本町区 

2 顧問 村上 富男 富喜商会 竹長区 

3 顧問 村上 秀夫 中央電器 西浜区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 平成 20 年度事業計画(案) 

 

      

      

平成 20 年 ７月１３日(日)  明神祭 参画    

      

 ７月２０日(日)  天神祭 参画    

      

 １２月 歳末大売出し    

      

平成 21 年 １月１日（木） もちつき大会後援    

      

その他 各種事業の研究・検討    

      

 
 平成 20 年度予算計画書(案) 

 

      

収入の部 
    

支出の部 
    

摘要 金額  備考 摘要 金額 備考 

前年度繰越金 501,462   会議費（役員会） 80,000   

前期会費 163,000   会議費（総会） 80,000   

後期会費 163,000   助成金 130,000 歳末事業 

会議所補助金 100,000 ※1 全体助成金 助成金 90,000 歳末事業 

会議所補助金 90,000 歳末大売出し助成金 助成金 120,000 まちづくり特別部会 

会議所補助金 40,000 夏祭り助成金 事業研究費 50,000   

雑収入 20,000 総会等 備品調達費 20,000 夏祭り・歳末事業他 

      負担金 30,000 商連会費 

      負担金 10,000 水軍まつり協賛金 

      負担金 10,000 観光協会会費 

      登録料 60,000 商連・水軍まつり他 

      消耗品費 30,000   

      積立金※3 50,000 町づくり積立金として 

      小計 760,000   

      予備費 317,462 ※2 

合計 \1,077,462   合計 \1,077,462   

※1 全体助成金は前年度からの概算 
   

※2 予備費は慶弔準備金を兼ねる 
   

※3 積立金残高 120027(繰越)+250000(H15～H19)-300000 円(55 周年)+50000(H20)=120027 円 

 


