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6月例会「ゼロイチ思考をハック！」

〜イノベーションを東海市から〜

Pride of 東海 ～愛すべき郷土のために～2021年度スローガン 第2号 発行所／

JCプライド醸成委員会

会員増強委員会
委員長／清水 龍太郎

6月例会は会員増強委員会とJCプライド醸成委員会の合同例

会で、会員増強委員会としては2021年度初めての例会設営と

なりました。緊急事態宣言中ということもあり、zoomを用い

たオンラインでの開催となりました。会員増強委員会の会員拡

大要素とJCプライド醸成委員会のビジネス要素を掛け合わせた

例会を行いたいという思いで、「ゼロイチ思考をハック！」〜

イノベーションを東海市から〜というタイトルのもと、新規ビ

ジネス創出をテーマにした事業を開催しました。VUCAの時代

と言われている昨今、時代の変化に乗り遅れないためにも、会

社や組織が柔軟対応していく力が必要で、そこにはクリエイ

ティブな思考が重要だと考えています。今後のJC活動や社業に

活かしていくためにも、リーンキャンバスという新規事業アイ

デア創出の思考法を中心に学び、皆さんに気づきを持ち帰って

頂きました。

8月例会「Let's Make!フラワーア

レンジメント！」～自分を誇れる

力、花のように咲き誇れ～

地域の誇り育成委員会
委員長／上村 卓也

地域の誇りである子ども達に、どうやったら楽しんでもらえ

るか、学びを得てもらえるかを必死に考え続けた数ヶ月でした。

当初は子ども達に市内でフィールドワークを行ってもらう計画

を立てていたのですが、コロナ禍の影響により開催が危ぶまれ

るようになり、苦渋の決断で"オンライン"による手法へシフト

チェンジしたのでした。オンラインであっても楽しさと学びを

体感してもらいたくて、フラワーアレンジメント制作を通して

自己肯定感を育んでもらう事業を考案しました。不慣れな議案

作成の上にオンラインの設営方法に四苦八苦しながらも、仲間

の力を借りてやりきることができました。

この例会を通して子ども達が成長できたことも喜ばしい事で

すが、私自身もたくさんの学びの機会を頂き成長できたことに

対して感謝の念に堪えません。この経験を後進の育成にもしっ

かりと活かしていきたいと思います。

11月例会「現代マーケ

ティングの追求」

〜一歩踏み出す勇気を〜

11月例会は『現代マーケティングの追求〜一歩踏み出す勇

気を〜』と題しまして、SNSマーケティングをテーマに例会を

開催させて頂きました。11月例会ということで、毎年恒例の

新入会員による手作り例会で、更には久しぶりの完全対面の例

会ということで非常に盛り上がりました。これからの時代、

SNSはJC活動や社業においてとても重要な存在であり、特に

近年ではTikTokに注目が集まっているということもあり、本

例会ではTilTokの活用方法や運用方法について、実際に体験し

ながら学んで頂きました。

TikTokは若者が遊びで使っていると思われがちですが、

ユーザーの平均年齢が34歳とビジネスマンからも注目を浴び

出しているため、東海青年会議所としても会員拡大や広報、そ

してLOMのブランディングとして活用していくことで、若い

人たちにも魅力を発信できたらと考えています。

11月 公開委員会
誇れるまちづくり委員会

委員長／溝口 淳美

会員増強委員会
委員長／清水 龍太郎

緊急事態宣言のため9月例会が中止となり、誇れるまちづく

り委員会は公開委員会という形で、11月の東海市もみじまつ

りの聚楽園大仏ライトアップに合わせ、まちづくりに関わり

ました。聚楽園大仏のライトアップは、東海青年会議所の働

きかけによって今年初めて開催された事業です。

大仏をモチーフにしたクッキーやプリンをライトアップ期

間中限定で販売しましたが開店前から行列ができるほどの大

盛況ぶりで連日即完売、多くの人に足を運んでもらうことが

できました。東海市の大仏は、観光資源として十分に価値が

あります。東海市に関わる人たちが、このまちに誇りをもち、

思い入れをもってよりよいまちにしていく、そのための新た

な東海市の歴史のページを１枚捲ることができたと思ってい

ます。



1年に1回の知多半島委員会による知多5JC合

同例会。今回は社会情勢を鑑みてオンライン開

催となりましたが、知多4JCのメンバーと事

業を通じて交流を図り、親睦を深めるとともに、

SNSを活用した情報発信を学び、知多半島の

魅力を地域に広く伝えるきっかけとなった例会

でした。

発 ● 公益社団法人 日本青年会議所

［持続可能なビジネス推進委員会］

委員：川上 俊之、石田 孝徳

［ユーラシア共創委員会］

委員：鈴木 聖享

● 知多5JC連絡協議会

［知多半島委員会］

顧問：川上 俊之

委員：佐藤 弘幸、加古 雅士、新垣 浩助

出 向 者 報 告

グローバルイノベーション創出委員会

委員長 松田 隆司

本年度、愛知ブロック協議会グローバルイノベーション創出委員会委員長として出向し、多くのメンバーと活動

させていただきました。コロナ禍という厳しい状況下でも変更を加えながらブース出展以外の事業を無事、大盛

況に終えることができました。これも単に当委員会に出向していただいたメンバーの努力の賜物です。最後に、

今年勉強させていただく機会をくれた蟹江理事長と愛知県各地から来てくれた出向者メンバーに感謝します。あ

りがとうございました。

事 業 報 告

9月 第54回愛知ブロック大会 12月例会卒業式

ユーラシア共創委員会

委員 鈴木 聖享
この度、公益社団法人日本青年会議所 ユーラシア共創委員会へ出向させて頂きました。ロシアミッションと称

する事業では日露の大学生の交換留学を通じお互いの文化を共有する事業を手掛けて参りました。本来であれば

両国へ実際に赴く予定でありましたが、新型コロナウイルスの影響によりオンライン開催となりました。しかし

ながら、実際に対面で会えなくとも今の時代は時間と空間を飛び越えてコミュニケーションを図れます。本年度

は委員会もオンライン開催が主でしたが、この時代にならではの学びが多かったと思います。出向させてくださ

いました東海青年会議所並びに蟹江理事長、ありがとうございました。

ブロックアカデミー委員会

委員 中野 元気
ブロックアカデミー委員会に出向させていただきました。ブロックアカデミー委員会では愛知県内でJC歴の浅い

メンバーが集まり、JCについて学んだり交流を深めたりして今後のJC活動で活躍できる人材の育成をしていた

だきました。たくさんの知識と仲間を得ることができ、とても有意義な時間となりました。出向させてください

ました東海青年会議所の皆様並びに蟹江理事長、本当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

東海地区愛知ブロック協議会

［ブロックアカデミー委員会］

委員：野々山 聖祐、山本 美希、小島 美弥子、山口 陽平、

木村 譲二、永井 達也、中野 元気

［ブロック大会運営委員会］

委員：前田 健司、安藤 康之、野崎 莉穂

［グローバルイノベーション創出委員会］

委員長 ：松田 隆司 委員：今野 雄次郎

総括幹事：渡部 祐太 蟹江 廉士

運営幹事：小野 久仁陸 鈴木 聖享

会計幹事：近藤 輝宗 夏目 唯

蟹江 直矢

出
向
者
一
覧

9月11日 12月8日

5月 新入会員オリエンテーション開催
5月11日 ７月例会 誇れる組織づくりへ

～コミュニケーションの視点から～

７月12日

2021年度の新入会員オリエンテーションは、

JCとは？を学んでいただく”JC基礎知識講

座”と東海JC毎年恒例の”新入会員3分間ス

ピーチ”の2部構成で開催しました。特に、

3分間スピーチは独特な緊張感を醸し出して

おり、新入会員さんにとっても貴重な経験に

なったかと思います。

10月例会は知多５JC連絡協議会において知

多青年会議所の公開例会に参加し、皆で会員

拡大について「心理的安全性」の面から学び

を得ることができました。どうすれば入会し

てくれたメンバーが退会をせず、楽しさや満

足感を青年会議所から感じてもらえるのか？

を考える良いきっかけとなりました。

2021年度の愛知ブロック大会は知多市にて

開催されました。コロナ禍のためハイブリッ

ト開催ではありましたが、当LOMからは松田

隆司君がグローバルイノベーション創出委員

会の委員長として出向していましたので、東

海JCメンバー一丸となって応援することがで

きました。

会場とオンラインを繋ぎ開催した7月例会.。近

年テクノロジーが急速に発展し、ITリテラシー

格差が生じている現実。コミュニケーション

を図り、相手の立場に立って考え、格差と向

き合うことで、ITリテラシーが高い人、低い人

が助け合い、個人差をカバーし、より良い組

織の発展に繋げる例会となりました。

5月24日
5月例会 知多５JC合同例会

10月例会 知多５JC公開例会
10月1日

卒業生に感謝を込めて開催した「卒業式」。

苦楽をともに歩んできた仲間が卒業するとい

うことで、寂しさや、卒業生の想いを受け継

いでいかなければという気持ちなど、一人ひ

とりが様々な想いを持って、卒業生の門出を

盛大に祝福した式典となりました。卒業生の

皆様、ご卒業本当におめでとうございます。
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後記

本年度は、難しい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。

2022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。
JCプライド醸成委員会

委員長 近藤基貴

蟹江 直矢

卒 業 生 経 歴 ＆ コ メ ン ト

前田 健司

有限会社光伸

2013年入会

青年会議所に入会し約9年の

月日が経ちました。先輩諸兄

から様々なことを教えていた

だき成長することが出来まし

た。また、事業を構築する過

程で絆を深め、泣き笑い合え

る仲間と出会うことが出来ま

した。この感謝の想いを言葉

では伝えることは難しいです。

ありがとうございました！

蟹江 祥裕

株式会社彩建

2009年入会

「人生のターニングポイント

は？」と聞かれたら、迷いな

く「JCに入会したこと」と答

えます。多くの方と出会い、

活動を共にさせていただき、

多くのことを学ぶことができ

ました。卒業後は社業を通じ

て地域の発展に貢献できるよ

う、精進致します。13年間、

大変お世話になりました。あ

りがとうございました。

近藤 輝宗

有限会社太陽グリーン

2017年入会

2017年度に入会してからの

5年間、青年会議所活動を通

じてお世話に なったすべて

の方に感謝申し上げます。こ

のJC活動で得たものを今後

の 人生でしっかり活かして

いきたいと思います。結びに、

皆様の今後のご活躍と東海青

年会議所のますますの ご発

展をご祈念申し上げます。本

当にありがとうございました。

村瀬 大地

株式会社RDプラント

2011年入会

今年度卒業を迎えるに辺り、

委員長という立場を最後に与

えてくださった東海青年会議

所の皆様と蟹江理事長に感謝

申し上げます。私にとって

JC活動は修練の連続でした

し、社業との両立で悩んだこ

ともありました。これから大

きな志を持って、これまでの

経験を生かしていきたいと思

います。

野々山 聖祐

聖工業

2020年入会

コロナ禍でなかなか直接会う

事出来ず卒業になりますが、

短い間でも人と繋がりを持て、

沢山の人と喜びや感動を共有

でき、とても大切な時間をあ

りがとうございました。この

ような機会を与えて下さいま

した東海青年会議所の皆様、

蟹江理事長には心から感謝申

し上げます。今後ともどうぞ

よろしくお願い致します。

近藤 基貴

かなで総合会計

2018年入会

蟹江 達矢

株式会社中村土木建設

2013年入会

2018 入会年度
2019 総務特別委員会　幹事
2020 事務局　副委員長
2021 JCプライド醸成委員会　委員長

2017 入会年度
2018 広報渉外委員会　幹事
2019 広報渉外委員会　委員長
2020 近藤室　副理事長
2021 地域の誇り育成委員会　委員

2020 入会年度
2021 地域の誇り育成委員会　幹事

2013 入会年度
2014 事務局　幹事
2015 郷土愛育成委員会　副委員長
2016 広報渉外委員会　委員
2017 会員拡大委員会　委員長
2018 50周年特別委員会　副委員長
2019 まちの未来創造室　副理事長
2020 Positive change実践委員会　委員
2021 監事

2009 入会年度
2010 会員拡大委員会　幹事
2011 会員ネットワーク委員会　副委員長
2012 会員開発委員会　委員長
2013 LOM運営特別委員会　理事
2014 地域活性化委員会　委員
2015 美しい未来創造室担当　副理事長
2016 専務理事　
2017 会員開発室　副理事長
2018 会員ネットワーク室　副理事長
2019 国際交流委員会　委員
2020 監事
2021 理事長


