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2020年度スローガン

鐵の結束～青年らしく、青くさく～

8月例会（10月開催）「ふるさとの魅力をLet’s ﾃﾞｻﾞｲﾝ！光を灯してｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ☆」
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第3号 発行所／
会員ネットワーク委員会

次世代育成委員会委員長／蟹江

廉士

10月17日（土）東海市太田川駅前、大屋根広場にて
青少年事業が開催されました。本来であれば、8月に開
催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の拡大によ
る影響で延期となり、10月開催となりました。マスク
着用必須、受付時の検温徹底等、感染症対策を万全に
行った上で、東海市の小学生30名程を集め、ふるさと
東海市の勉強から、それにまつわる絵をランタンにし、
点灯式まで行いました。
点灯式では、東海市ふるさと大使でもあり、イルミ
ネーションデザイナーとして幅広くご活躍されている、
芦木浩隆様にご協力を仰ぎ、無事、小学生の皆様が想い
想いのまま作製したランタンに火が灯り、「おぉ！」と
いう歓声とともに、ふるさとを想う有意義な会となりま
した。

12月例会「卒業式」

事務局長／鈴木 聖享

12月9日（水）、東海市立商工センターとオンライン
のハイブリッド設営により、卒業式が開催されました。
本年度は、新型コロナウイルス感染症対策として、広い
会場での大幅な入場制限、フェイスシールドの活用、入
場前のアルコール消毒の徹底等を施し、例年とは違う形
での設営となりましたが、無事4名の卒業生を送り出す
ことが出来ました。
卒業生スピーチでは、過去の思い出話や苦労話等々を
思い思いに語っていただき、今後の我々の活動の糧とす
ることが出来ました。
岩井田健太君、村瀬慶祐君、早川達也君、神谷久志君、
青年会議所活動大変お疲れ様でした。ご卒業おめでとう
ございます。

事業報告
9月度セミナー「YOUは何しにJCへ」

9月9日

11月例会「ｺﾛﾅから学ぶ～ｵﾝﾗｲﾝ時代の生き残り方～」

会員拡大委員会委員長／夏目 唯
今年度、コロナ禍にもかかわらず、10名の新入会員が入会し、そ
の拡大方法や結果についての分析がオンライン（zoom）にて行われ
ました。新入会員をはじめ、現役メンバーから「なぜJCに入ったの
か」「JCに入ってどうだったか」等、その動機やきっかけから、今
想うことまで、インタビュー形式でざっくばらんに語り合いました。
メンバー同士の想いや考えを共有することで、「JCとはなにか…」
という問いを再考する有意義な時間となり、次年度以降の会員拡大
活動につながるセミナーとなりました。

第53回愛知ブロック大会 尾張旭大会
9月5日
You Tube Liveにて開催され、メインフォーラ
ムでは「ここがヘンだよ青年会議所！オレ流組織
改革でPOSITIVE CHANGE」と題し、中島土副
会頭をお招きし、JCあるあるから、時代の変化に
対応していかなければならない現状について、パ
ネルディスカッションが行われました。

11月11日

会員拡大委員会委員長／夏目 唯
世界経済に深刻なダメージを与え続けている、新型コロナウイル
ス感染症に対する、企業経営的な目線での例会がオンラインにて開
催されました。コロナ禍でも売上を伸ばした企業の一例やオンライ
ン上で自分をよく見せる方法、SNSの活用法などを学び、メンバー
一人ひとりからは、自社等で実際に工夫したことをインタビュー形
式で共有しました。今年度入会した新入会員のみで設営、運営され、
「withコロナ」「afterコロナ」時代を生き抜くための、企業の在り
方について、考えるきっかけとなりました。

9月例会（第69回全国大会 北海道札幌大会）
9月26日
オンラインにて開催され、メインフォーラムで
は、アイリスオーヤマ（株）大山代表取締役会長
をお招きし、WithコロナAfterコロナ時代に打ち
勝つ組織の在り方についての講演が行われ、大会
式典では著名アーティストのライブを織り交ぜな
がら、全国のJCメンバーの卒業式が行われました。

10月例会（知多5JC公開例会）
10月7日
常滑市にある鈴渓会館にて、常滑青年会議所様
主催で開催されました。コロナ対策をしっかりと
講じた上で、鎌田長明直前会頭をお招きし、シチ
ズンフレームワークを活用した、事業構築のサイ
クルについて学び、今後のJC活動についての考え
方に大きなきっかけを与えるものとなりました。

出向者報告
公益社団法人 日本青年会議所 東海地区協議会 第47回 JC青年の船「とうかい号」 財務特別委員長

早川 達也
本年度、東海地区協議会JC青年の船「とうかい号」財務特別委員会委員長として出向させていただきました。
もっとも、コロナ禍により早期に中止が決定し、とうかい号をきちんと理解できず終いでした。その中で私から
お伝え出来ることがあるとすれば、分からないながらも役を受けることで見える景色があったということです。
短い期間でしたが、役の大変さと面白さは実感できました。このような機会を頂き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 愛知ブロック協議会 2020年度 ブロックアカデミー委員会 副委員長

前田 健司
本年度、愛知ブロック協議会ブロックアカデミー委員会に副委員長として出向させていただき160名の塾生と
ともに多くの事業を開催しました。その過程で困難を乗り越え、塾生との絆を深めることが出来ました。またコ
ロナなどの影響により幾つもの学びを得、成長することが出来ました。最後に、己の未熟な部分を補ってくれた
照喜名勇塾幹事に、そしてこの貴重な機会をいただいた川上俊之理事長に感謝申し上げます。

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 2020年度 ブロックアカデミー委員会 委員

阿知和 宏樹
愛知ブロックアカデミー委員会に出向させていただき、東海のLOMだけでは出会えない様々な方たちに出会
えることができ、多くの刺激をもらいました。またコロナ禍によって直接集まることが出来ない状況の中、オン
ライン化が急速に進み、新たな可能性と自己成長を感じる事が出来ました。ありがとうございました。
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●

公益社団法人 日本青年会議所
［スポーツ振興委員会］
委員：岩井田 健太、佐藤 弘幸

●

公益社団法人 日本青年会議所 東海地区協議会
［とうかい号 財務特別委員会］
委員長：早川 達也
委員：湯田坂 一矢、近藤 輝宗、井上 喬博

●

知多5JC連絡協議会
［知多半島委員会］
顧問：湯田坂 一矢
委員：安藤 康之、浅田 優二

●

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］
副委員長：前田 健司
幹事：照喜名 勇
委員：阿知和 宏樹、野崎 莉穂、早川 達也、今井 翔也、
秤谷 英次、石田 孝徳、中村 洸太
［ブロック大会運営委員会］
委員：加古 雅士、新垣 浩助
［誰もが輝く組織改革委員会］
委員：村瀬 慶祐

委員：安藤 康之、浅田 優二

卒業生経歴＆コメント

岩井田 健太くん
㈲岩井田工業

村瀬 慶祐くん
綜合管理サービス㈱

2011年入会

2017年入会

入会して10年間、ブロック
や日本出向も含め、本当に
様々な経験をさせていただき
ました。県内はもちろん、日
本全国のLOMメンバーとの交
流の中で、様々な考え方を吸
収し、大変有意義な時間を過
ごすことが出来ました。また
17年度には、事務局長を務め
させていただきました。理事
会の運営等、年間を通して責
任のある活動が続きましたが、
委員会メンバーの協力があり、
走り続けることが出来ました。
最後に、10年間も在籍させて
いただきましたことに対し、
現役メンバー、先輩諸兄の皆
様に感謝申し上げます。

経歴
2011

入会

2012

防災まちづくり委員会 幹事
BCﾌﾞﾛｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ委員会 委員

2013

まちづくり委員会 委員
BC躍動する愛知創造委員会 委員

2014

地域活性化委員会 副委員長

2015

事務局 委員
日本JC国史会議 委員
知多半島委員会 委員

2016

会員拡大委員会 委員

2017

事務局 事務局長

2018

事務局 委員
BCﾌﾞﾛｯｸ大会運営委員会 委員

2019

会員拡大委員会 委員
BCLOM連携推進委員会 副委員長
日本JC褒章委員会 委員

2020

会員ネットワーク委員会

経歴
2017

入会

2018

輝く子どもたち育成委員会 幹事
BCﾌﾞﾛｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ委員会 委員

2019

青少年共育委員会 委員長

2020

会員ネットワーク委員会 委員
BC誰もが輝く組織改革委員会 委員

日本JCスポーツ振興委員会 委員

早川 達也くん
行政書士 Fr事務所

神谷 久志くん
ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ生命保険㈱

2019年入会

2020年入会

経歴
2019

入会

2020

会員ネットワーク委員会 幹事
東海地区 とうかい号
財務特別委員会 委員長
BCﾌﾞﾛｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ委員会 委員
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本年度は、愛知ブロック協
議会誰もが輝く組織改革委員
会に委員として出向させてい
ただきました。普段あまり関
わりの少ない他LOMのメン
バーとの交流の中で、多くの
学びを得ることができました。
また昨年度には、青少年事業
の委員長を拝命し、大変意義
のある事業を行うことができ
たと思います。試行錯誤しな
がら、委員会メンバーの協力
のもと、大きな成長をするこ
とが出来ました。貴重な機会
をいただいた東海青年会議所
メンバーの皆さまの多大なる
ご協力、そして寛大な心に感
謝申し上げます。本当にあり
がとうございました。

この度は、このような機会
をいただき、誠に有難うござ
います。私は2019年に入会
し、実質2年弱の期間しか在籍
しておりませんが、特に思い
出深い事業と言えば、新入会
員による手作り例会（11月例
会）でした。個性豊かな同期
と、「あーだ、こーだ」言い
ながら話を進めていくことで、
みんなの素晴らしい人間性に
触れることができました。多
くの素晴らしい機会をいただ
いた東海青年会議所に感謝と
益々と発展を祈念申し上げま
す。

経歴
2020

入会
次世代育成委員会

2020年6月に東海JCに入
会させて頂きました。39歳と
8ヶ月での入会でしたので超短
距離レースの活動になること
は覚悟しておりました。しか
もコロナ禍の影響を受け、例
会も延期や中止が相次ぎ、超
短距離障害物競走だったと思
います。そんな中でも次世代
育成委員会の例会の中でJCメ
ンバーの熱意や思いを感じる
ことが出来ました。仲間と同
じゴールに向けて協力し達成
の喜びを分かち合い感動を頂
きました。短い間でしたが皆
様とのご縁に感謝申し上げま
す。

本年度は、社会情勢を踏まえた事業展開となりましたが、その中で試行錯誤し、大きな学びを得ることが出来ました。 会員ネットワーク委員会
委員長
蟹江直矢
2021年度も、我々は地域に寄り添う団体として、地域のための活動を引き続き展開してまいります。
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