殿
日本シニア起業支援機構（J
日本シニア起業支援機構（J-SCORE）
SCORE）設立３
設立３周年記念式の
周年記念式のご案内
謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、一般社団法人日本シニア起業支援機構（J-SCORE）は、2015 年 10 月に営業を開始し、９月末で丸 3
年が経ちました。これもひとえに皆様のご支援・ご協力・ご指導のお陰だと心から感謝申し上げます。
つきましては 11 月 17 日に設立 3 周年記念式を下記の通り開催しますので、大変恐縮ですがご臨席を賜り
ますよう謹んでご案内申し上げます。
謹白
平成 30 年 10 月吉日
一般社団法人日本シニア起業支援機構
代表理事 松井 武久

記
(1)開催日時：平成 30 年 11 月 17 日（土）・・・・・・・・・・・・・・・・18:00～20:00
(2)開催場所：入新井集会場
・東京都大田区大森北一丁目 10-14 大森複合施設ビル「Luz（ラズ）大森」４階
（TEL: 03-5763-8811）
・司会
理事
石山 新悦
・開会挨拶
代表理事
松井 武久
・来賓紹介
来賓全員 （氏名、所属、役職）
・来賓挨拶
代表者
（数名）
・会食懇親会
・閉会挨拶
理事
今本 正雄・・・・・・・・・・・・・・20:00～
(3)会

費：参加者全員 6,000 円 当日受付時に費用を頂きます。
（領収書を発行しますので申し出ください）
注記：出欠につきましては、下記の出欠連絡票にて 11 月 13 日（水）までにご連絡をお願い致し
ます。
：――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――：

設立 3 周年記念式 出欠連絡票
出欠連絡票
下記の事項を記述の上事務局へメールで返信ください。
なお、メールが使えない人は FAX にてご連絡下さい。

事務局：
事務局：E-mail アドレス＜office@j
アドレス＜office@joffice@j-score.or.jp＞
score.or.jp＞ 、FAX＜
FAX＜0303-64236423-1140＞
1140＞
(1)氏
名：
(2)所属・役職
(3)住
所：
(4)電話番号：
(5)設立 3 周年記念式について
□出席します。
□欠席します

（ふりがな）

お問合せ：J-SCORE 事務局長 島田 正義（090-6496-2814）
J-SCORE 代表理事 松井 武久（090-7008-6065）
以上

会員各位 殿

日本シニア起業支援機構（J
日本シニア起業支援機構（J-SCORE）第
SCORE）第３
）第３期定時会員総会＆
定時会員総会＆設立
会員総会＆設立３
設立３周年記念式のお知らせ
周年記念式のお知らせ
平成 30 年 10 月吉日
一般社団法人日本シニア起業支援機構（J-SCORE）
代表理事 松井 武久
拝啓 会員（顧問、正会員、賛助会員、メール会員）各位におかれましては、益々ご活躍の事とお慶び申し上げます。
さて、日本シニア起業支援機構（J-SCORE）の第３期（2017 年 10 月 1 日～2018 年 9 月 30 日）定時総会を下記の通り
開催致します。万障お繰り合わせの上ご出席頂きますようお願い申し上げます。
なお、総会終了後に設立 3 周年記念式（記念講演と会食懇談会）を開催し、会員と来賓の方々と懇親会を行いますの
でいずれにもご出席頂きたくご案内致します。
敬具
記
１． J-SCORE 第３期定時会員総会
期定時会員総会
(1)開催日時：平成 30 年 11 月 17 日（土） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15：00（受付開始）
(2)場
所：J-SCORE 事務所
・東京都大田区大森北一丁目 23-12 徳栄ビル 5 階
・アクセス・・・JR 京浜東北線大森駅東出口 徒歩 5 分
(3)定時総会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15:15～16:00
◆審議議題 （詳細は別紙参照）
・第１号議案 平成 28 年度事業報告の件
・第２号議案 平成 28 年度収支決算報告に関する件
・第３号議案 平成 28 年度財産目録に関する件
・第４号議案 平成 28 年度会計監査報告に関する件
・第５号議案 平成 29 年度事業計画（案）に関する件
・第６号議案 平成 29 年度予算計画（案）のに関する件
・第７号議案 平成 29 年度役員選任に関する件
◆会員交流会（意見交換会）・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16:00～17:00
・理事の自己紹介と J-SCORE 理事としての役割と決意
・会員の自己紹介と J-SCORE 会員としての意見と想い
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・移動・トイレ休憩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17:00～17:30
５．設立 3 周年記念式
周年記念式・・・・・・・・・・・・・
記念式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17:30（受付開始）
・・・・・・・・・・・・・
総会が終了後、下記の場所に移動し記念式＆会食懇談会を行います。
(1)開催日時：平成 30 年 11 月 17 日（土）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18:00～20:00
(2)開催場所：入新井集会場
・東京都大田区大森北一丁目 10-14 大森複合施設ビル「Luz（ラズ）大森」 ４階
（TEL: 03-5763-8811）
・司会
理事
石山 新悦
・開会挨拶
代表理事 松井 武久
・来賓紹介
来賓全員 （氏名、所属、役職）
・来賓挨拶
代表者
（数名）
・会食懇親会
・閉会挨拶
理事
今本 正雄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20:00～
(3)会 費：参加者全員 6,000 円 当日受付時に費用を頂きます。
（領収書を発行しますので申し出ください）
注記：出欠につきましては、別添の出欠連絡票にて 11 月 13 日（水）までにご連絡をお願い致します。

以上

第３期定時会員
期定時会員総会
会員総会および
総会および設立
および設立 3 周年記念式 出欠連絡票
出欠連絡票
全ての会員（顧問、正会員、賛助会員、メール会員）の方は、下記の事項を記述の上事務局へメールで返信ください。
なお、メールが使えない人は FAX にてご連絡下さい。

事務局：
事務局：E-mail アドレス＜office@j
アドレス＜office@joffice@j-score.or.jp＞
score.or.jp＞ 、FAX＜
FAX＜0303-64236423-1140＞
1140＞
(1)会員資格：□正会員
(2)氏

名：

(3)住

所：

□賛助会員

□顧問

□メール会員 （該当する事項を残し、後は消去）

（ふりがな）

(4)電話番号：
(5)第３期定時総会について
□ 出席します。
□ 欠席します。
委任状：私は総会での権限を
に委任します。
（注記）：委任状の提出について
議決権のある正会員が欠席の場合には、必ず上記の委任の権限先を明記の上、事務局へご連絡
下さい。（正会員以外の方は、議決権がありませんので委任状の提出は不要です。）
なお、委任先が白紙の場合は議長に委任するものとします。総会の成立は会員の 1/2 以上の出席
（委任状含む）が必要なので是非ご協力の程お願い致します。
(6)設立 3 周年記念式の会食懇談会について
□出席します。 □領収書：必要・・・領収書のあて名：
□欠席します

）、□領収書：不要

お問合せ：J-SCORE 事務局長 島田 正義（090-6496-2814）
J-SCORE 代表理事 松井 武久（090-7008-6065）
以上

