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８月例会 青少年育成事業 ８月27日～28日

「みんなで挑もう大自然への挑戦！」〜笑顔と成長〜

郷土の未来創造 ～輝く笑顔の絶えないまちへ～2022年度スローガン 第2号 発行所

拡大特別室

輝く笑顔育成委員会
委員長／中村 洸太

新型コロナウイルス感染症が未だ蔓延している中、感染対策を行い

ながら、東海青年会議所では3年ぶりに宿泊を伴う青少年育成事業が

開催されました。東海市の小学生64名を集め、岡崎市にある岡崎少

年自然の家にて、こども達の笑顔と成長に繋がる事業を目的に日常で

は経験できない体験をしました。

その中で、今回の青少年育成事業では【竹筏の大きさでギネスに挑

戦】する内容もあり、ギネス挑戦に向け全員が一丸となって事業に取

り組むことができました。

ネット環境やゲーム機の普及、コロナによるお家時間が増えたこと

で外にでて体験することが少なくなってきた昨今、本来あるべきこど

もらしい笑顔を見ることもでき、普段経験しない体験をすることで子

ども達の成長にも繋がった有意義な事業となりました。

郷土活性化委員会
委員長／木村 譲二

輝く笑顔育成委員会
委員長／中村 洸太

8月例会 みんなで挑もう大自然への挑戦〜笑顔と成長〜を8月

27日、28日にかけて開催させていただいた中で【竹筏の大き

さ】でギネス挑戦をしました。

その後9月25日に参加児童、保護者の方々に再度、お集まりい

ただきまして、ギネス挑戦の結果発表会を東海市商工センターに

て開催させていただきました。

そして見事「ギネス認定」という大記録を達成！！！

子どもたちを中心に参加者全員の笑顔で溢れ、会場中が大いに盛

り上がりました。みんなで協力して挑戦するという素晴らしさ、

やればできるという自信が自身の成長に繋がるということを実感

できた素晴らしい1日となりました。

青少年育成事業 公開委員会 9月25日

「みんなで挑もう大自然への挑戦！」〜笑顔と成長〜



1０月例会 10月24日 知多5ＪＣ公開例会

「持続可能な地域に必要とされる青年経済人とは」

事務局 事務局長／蟹江 廉士

昨年度公益社団法人日本青年会議所第70代会頭職を務められ、

本年度直前会頭としてご活躍されております野並晃先輩（株式会

社崎陽軒代表取締役社長）をお招きし「持続可能な地域に必要と

される青年経済人とは」といったテーマでお話を頂きました。ま

ずは、会頭に至る迄どう青年会議所と向き合ってこられたか、困

難や苦労の先にあった青年会議所の真の魅力についてお伝え頂き

ました。

そして会頭という立場で質的価値x地域x青年会議所をどう掛け

合わせ、JC運動を展開されてこられたのか、思考法ついても伺

いました。同時に、青年会議所を通じた学びを社業・ビジネスに

どう活かす事が出来たのか、持続可能な地域に必要とされる青年

経済人に向けてエールを送って頂きました。

例会後は、野並先輩を交えて懇親会を開催致しました。新入会

員から本年度卒業を迎えるメンバーにとって大変有意義な時間と

なりました。

12月例会 12月5日

「卒業式」

卒業生を送る会

本年度最後の例会となりました「卒業式」をストリングスホテル

名古屋にて開催いたしました。

卒業生の皆様からは、これまでのJC生活を振り返り思いの丈を述

べて頂きました。苦労しながらも学んだこと、現役メンバーに貴重

なエールを届けて頂きました。また日頃よりお世話になっている先

輩方とも久々に顔を会わせることで、入会して間もない現役メン

バーも良い刺激となり、東海青年会議所の絆の深さを身に染みて感

じました。

今日まで東海青年会議所の発展のためご尽力いただきました卒業

生の皆様の長年の功績に改めて感謝をするとともに、この伝統の輪

を私たち現役メンバーが未来の東海青年会議所へとつなげていかな

くてはならない使命を実感しております。

ご卒業されても特別会員という立場で、私たち現役メンバーを温

かく見守っていただき、ご指導のほどよろしくお願いいたします。

卒業生の皆様、ご卒業誠におめでとうございます。

事務局

事務局長／蟹江 廉士

9月例会 9月17日

あぐりふぇすinとうかい!!～地元の恵みに感謝！郷土愛を育む日～
郷土活性化委員会

委員長／木村 譲二

我々のまちは「鉄とランの街」と呼ばれている中でも農業が盛ん

な地域です。今回9月例会では、まちの人々が地域の魅力である農業

を知り、食の大切さや農業の可能性を理解して頂く為に、農業フェ

スティバルの形にて事業開催を行なわせて頂きました。

晴天に恵まれた当日は、東海市市長にもお越し頂き、沢山の来場

者の方々に恵まれ、持続可能で笑顔溢れる明るいまちづくりに関し

て触れあって頂きました。

東海青年会議所としては、コロナ禍で例会が出来ず終いの中、

久々のまちづくり例会である、9月例会を通して、メンバー自身が郷

土愛を高め率先して「まちのため」に行動できるリーダーを産出し

ていき、JCメンバー、そして入会予定者、候補者達皆様に学びを得

る場を提供してき、会員拡大に今後も繋げていきたいと思います。



日本青年会議所会議所が推進する「育LOMプ

ロジェクト」について学び理解を深める事ができ

ました。子連れ参加型の例会ということもあり、

いつもとは違った雰囲気の例会になりました。

多様性が広がり、変化の激しい時代においても、

メンバー一人一人が活躍できるLOMを合言葉に

組織運営について努めて参ります。

● 公益社団法人 日本青年会議所

社会グループ ［全国大会運営会議］

小幹事：鈴木 聖享

委 員：松田 隆司、照喜名 勇

経済グループ ［スポーツの力委員会］

委 員：湯田坂 一矢、川上 俊之、佐藤 弘幸

経済グループ ［質的価値社会委員会］

委 員：安藤 康之

共創グループ ［理念共感拡大会議］

委 員：川添 地芳、阿知和 宏樹

出 向 者 報 告

公益社団法人 日本青年会議所 東海地区 愛知ブロック協議会

副会長 川上 俊之

公益社団法人日本青年会議所 東海地区 愛知ブロック協議会 2022年度 副会長として出向させていただきました。

愛知ブロック協議会の特徴に理事長経験者が西尾張 尾張東 西三河 東三河 知多からエリアを代表し出向する文化の元、その重責を感じ職務

を遂行いたしました。反面、担当させていただいたブランディング委員会、ブロック大会運営委員会と青年会議所として、新たなあり方を模

索し続け愛知に事業展開できた実績を誇りに感じます。

各地会員会議所あってのブロック協議会という組織の仕組みに大いに成長させていただきました。ありがとうございました。

事 業 報 告

9月3日 第55回愛知ブロック大会豊川大会

輝く笑顔育成委員会委員長/中村洸太

11月例会 11月14日

ストレスと向き合い、集中状態をコントロールしよう

拡大特別室 担当副理事長/川添 地芳

公益社団法人 日本青年会議所 社会グループ 全国大会運営会議

小幹事 鈴木 聖享
本年度は全国大会運営会議へ小幹事として出向させて頂きました。たった4日間の全国大会成功の為にキャラバンや会議等で日本全国を縦断した

経験は、今後の人生で二度と経験することは無いと思いますが、この貴重な経験は必ず今後の人生に活かされると思います。コロナや台風等でまと

もに全国大会が開催出来ない期間が続きましたが、本年度は5年振りにJCらしい全国大会が開催でき、それに携わる事が出来て嬉しく思います。

全国大会運営会議には日本各地から様々な人が出向してきます。そういった人たちと接する事は多くの学びに繋がり、その経験を活かす事で

LOMの活動は間違いなくレベルアップし、個々の能力の向上に繋がります。後輩の皆さま、ぜひ全国大会運営会議へ出向してみてはいかがでしょ

うか？きっと学び多き1年となるはずです。

公益社団法人 日本青年会議所 東海地区 愛知ブロック協議会 ブロックアカデミー委員会

委 員 渡邊 泰佑
今回、ブロックアカデミー委員会に出向させていただき、河合理事長をはじめとします東海青年会議所メンバーの皆様には大変感謝いたしており

ます。愛知エリアの歴の浅い青年会議所メンバーが集まり5つの塾に分かれ、それぞれの塾内で考案された企画に沿い、皆が各々の役割を果たして

いく中で、いい大人達が童心に返り、楽しんでいる姿はとても印象に残っています。塾長の為に、誰かの為に、自然と利他の心が芽生え、お互いが

お互いを思いやる精神で良い関係が生まれ、ブロックアカデミー委員会が終わった今尚、仲間として友達として良い関係が続いております。

かけがえのないものを手に入れることができたブロックアカデミー委員会、そこに出向させて頂いたこと、感謝してもしきれない思いです。今後

のJC活動も一層頑張って参ります。誠にありがとうございました。

● 公益社団法人 日本青年会議所

東海地区協議会

［JCI日本連携推進委員会］

委 員：伊藤 大司、浅田 優二

● 知多5JC連絡協議会

［知多半島委員会］

顧 問：蟹江 祥裕

副委員長：小野 久仁陸

委 員：松田 隆司、渡部 祐太

出
向
者
一
覧

6月例会 6月9日

深める絆 ～そして更なる飛躍へ～

輝く笑顔育成委員会委員長/中村洸太

増え続ける組織であるために、そして組織の

更なる活性化を図るために理念共感プロモー

ターの資格を有する東海青年会議所メンバーに

よる講義を行いました。

後半ではメンバーとの交流を図りレクリエー

ションを実施し、メンバー間の結束力をさらに

高めることができました。今後の東海青年会議

所の更なる飛躍に繋がる例会となりました。

日本JCの活動の集大成の場として、大分県

の地で全国大会が開催されました。

当LOMから全国大会運営会議 小幹事とし

て鈴木聖享君、委員として松田隆司君、照喜

名勇君の活躍の応援、また卒業生のお祝いを

大分の地で行うことができました。

2022年の愛知ブロック大会は豊川市にて

開催されました。

当LOMからブロック大会運営委員会の担当

副会長として川上俊之君が出向されており、

多くのメンバーで応援することがでしました。

大会中ではキッチンカーやスペシャルゲスト

のLIVEもあり大いに盛り上がっていました。

東海JC独自の素晴らしい伝統「11月例会」。

入会して右も左もわからず、出逢ったばかりの本

年度入会の新入会員さんが、青年会議所活動の基本

理念を学びながら、「会員同士の絆」を目的として

事業構築をし、そして開催に至りました。

ストレスと向き合うということをテーマにメン

バー全員15分間の「瞑想」を行い、心を落ち着か

せるといった内容で、現代のストレス社会に必要な

ことを体験型で大変学びの得れる例会となりました。

本例会を通じて新入会員さんの「絆」は勿論のこ

と「会員同士の絆」がより一層深まりました。青年

会議所の3信条の一つ「友情」を大切に、今後も活

動して参ります。

7月例会 7月9日 事務局事務局長/蟹江廉士

育LOMで育む理解

～メンバー誰もが活躍できる組織を目指して～

10月6日～9日 第71回全国大会おおいた大会

輝く笑顔育成委員会委員長/中村洸太

● 公益社団法人 日本青年会議所 東海地区 愛知ブロック協議会

副会長：川上 俊之

［ブランディング委員会］ 委 員：加古 雅士

［事務局］

委 員：新垣 浩助、夏目 唯、溝口 淳美

［ブロック大会運営委員会］ 委 員：小野 久仁陸、鈴木 聖享

［愛知の経済成長推進委員会］ 委 員：今野 雄次郎

［組織改革戦略委員会］ 委 員：川添 地芳

［愛知の未来創造委員会］ 委 員：上村 卓也

［ブロックアカデミー委員会］

委 員：山口 マヤ、横井 誠、渡邊 泰佑、渡邊 明博、

今枝 亮太、山内 あかね、金子 隆、薦田 雄弥



委 員：川添 地芳、阿知和 宏樹
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後記

本年度は「郷土の未来創造～輝く笑顔の絶えないまちへ～」というスローガンの基、笑顔をテーマに事業展開して参りまし

た。未だ予断を許さない社会情勢の中ではありますが、我々は新しい時代に果敢に挑戦し続け、「誰かのために」と強い志を

持ち、郷土である東海市の輝く未来を見据えながら走りきった1年間でした。

そして、笑顔をテーマに我々が学んだ多くのことを活かし、まちのために、地域のために、郷土のために、未来のために、

一人でも多く笑顔になっていただけるよう、これからも誠心誠意活動して参ります。1年間、本当にありがとうございました。
拡大特別室

担当副理事長/川添 地芳

卒 業 生 経 歴 ＆ コ メ ン ト

伊藤 大司 くん 2011年入会

株式会社 伊藤商店

私が、青年会議所で得たものは、多くの成長

する機会であります。魅力的な先輩たちの姿に

憧れ、いつかそんな先輩方のようになりたいと

日々考え試行錯誤し、上手くいかないことを悩

んでいた日々を思い出します。

卒業を迎え、あの時の多くのできないことが

できるに変わった自分の姿がここにある氣がし

ます。全ては、東海JCで出逢うことができた先

輩方そして現役メンバー皆様のおかげでありま

す。大変お世話になりました。そして、ありが

とうございました。

湯田坂 一矢 くん 2007年入会

有限会社 湯田坂塗装

本年度卒業を迎えるにあたり、2007年の

入会以来、お世話になりました先輩方、現役

メンバー全ての方に感謝申し上げます。

青年会議所で得た多くの学びや経験、そし

て楽しかったこと、苦しかったことの全てが

私の中での一生の財産であると感じておりま

す。

東海青年会議所という学び舎が今後ますま

す発展することを心よりご祈念申し上げます。

16年間、本当にありがとうございました。

今野 雄次郞 くん 2016年入会

株式会社 レジンテクニカ

2016年に入会し6年の月日が経ちました。

青年会議所の活動は今まで経験した事のない

日々の連続で、多くの気づきや学びがありまし

た。このJC活動で得た学びを忘れることなく

今後に活かしていきたいと思います。

結びになりますが、メンバーの皆様、先輩諸

兄の皆様に感謝申し上げます。大変お世話にな

りました。ありがとうございました。

入会以来、様々な機会に恵まれました。苦労する

ことも多かったですがその全てが学びとなり、チャ

ンスを頂いた東海JCには感謝の気持ちでいっぱいで

す。JCは自分が望む様々な機会があり、それらを掴

み取ろうとすればそれに応えてくれる組織です。私

は「未知の経験」「人との出会い」を望み、それを

掴み取るべく行動し、それらを得る機会に恵まれま

した。

後輩の皆さまには是非、目的意識を持ってJC活動

に邁進して欲しいと願っています。6年という短い期

間ではありましたが、ありがとうございました。

川添 地芳 くん 2018年入会

M,B,サービス

青年会議所との出逢いは、計り知れないほどの感

謝の気持ちしかありません。苦楽をともに歩んだか

けがえのない多くの仲間と出会い、「自分のため」

のJCがいつしか「仲間のため」に全力を尽くすよう

になっていました。同じ志をもつ仲間だからこそ、

分かち合い、そして友情が生まれ、切磋琢磨してい

く中で私自身、大きな成長を得ることができたと実

感しております。

そんな自己の成長と多くの学びを提供してくれた

JCが私は大好きです。5年間、本当にありがとうご

ざいました。

鈴木 聖享 くん 2017年入会

保険業

加藤 和男 くん 2014年入会

みにくいアヒルの子

上村 卓也 くん 2018年入会

株式会社 上村建築工房

新入会員から始まり、幹事・副委員長・委員

長・副理事長とお役を頂くごとに、それぞれの立

場で悩み、そして学んで参りました。

JCでなければ体験できなかったことや、JCが

あったからこそ家庭や仕事のことも省みる機会を

得ることができたのだと思います。ありがとうご

ざいました。

石田 孝徳 くん 2019年入会

（学）名古屋石田学園星城大学

青年会議所に入会し、4年弱と短い時間の中で、

コロナ禍による活動自粛が重なり、なかなか地域、

東海青年会議所に貢献できず卒業となりました。

しかしながら、折角出会った皆様とのご縁を大

切に、引き続き地域と青年会議所に積極的に関わ

りたい所存です。皆様には大変お世話になりまし

た。ありがとうございました。

今枝 亮太、山内 あかね、金子 隆、薦田 雄弥

2011 入会

2012 次世代育成委員会　幹事

2013 会員拡大特別委員会　副委員長

2014 地域活性化委員会　委員長

2015 専務理事

2016 会員拡大委員会　委員会付理事

2017 理事長

2018 直前理事長 兼任 50周年特別委員会　委員長

2019 監事

2020 監事

2021 地域の誇り育成委員会　委員

2022 事務局　委員

2007 入会

2008 会員拡大委員会　幹事

2009 自律する心向上委員会　委員

2010 会員拡大委員会　委員

2011 総務広報特別委員会　副委員長

2012 会員開発委員会　委員

2013 まちづくり委員会　委員長

2014 会員倍増特別委員会　委員

2015 事務局　委員

2016 事務局　委員

2017 次世代育成委員会　委員

2018 広報渉外委員会担当副理事長 兼任 専務理事

2019 理事長

2020 直前理事長

2021 監事

2022 監事 兼任 拡大特別室　委員

2014 入会

2015 笑顔溢れるまちづくり委員会　幹事

2016 心のかようまちづくり委員会　委員

2017 広報渉外委員会　委員

2018 広報渉外委員会　委員

2019 広報渉外委員会　委員

2020 次世代育成委員会　委員

2021 事務局　委員

2022 事務局　委員

2016 入会

2017 次世代育成委員会　幹事

2018 輝く子どもたち育成委員会　副委員長

2019 会員拡大委員会　委員

2020 Positive change実践委員会　委員長

2021 会員増強委員会　委員

2022 輝く笑顔育成委員会 担当 副理事長

2017 入会

2018 会員拡大委員会　幹事

2019 広報渉外委員会　副委員長

2020 事務局　委員長

2021 会員増強委員会　委員

2022 事務局 担当 副理事長

2018 入会

2019 広報渉外委員会　幹事

2020 次世代育成委員会　副委員長

2021 事務局　委員長

2022 拡大特別室 担当 副理事長

2018 入会

2019 国際交流委員会　幹事

2020 会員ネットワーク委員会　副委員長

2021 地域の誇り育成委員会　委員長

2022 郷土活性化委員会 担当 副理事長

2019 入会

2020 事務局　幹事

2021 誇れるまちづくり委員会　委員

2022 事務局　委員

2014年に東海青年会議所に入会して約9年

間の月日が経ち、卒業を迎える身となりました。

なかなか活動に参加はできませんでしたが、

その中でもここで出逢ったメンバーの皆様は、

私にとってかけがえのない大切な仲間となりま

した。そのご縁を大切にして、これからの人生

を歩んで参ります。ありがとうございました。


