
［ 直前理事長 ］ 蟹江 祥裕
2022年度も早いもので半期が過ぎようとしています。本年度

は新型コロナウイルスの影響が少しずつ落ち着いてきまし

たが、まだまだ軽視できる状況ではありません。そんな状況

下で東海青年会議所はコロナとの共存共生をしながら活動

を続けています。残りの半年間、直前理事長としての責務を

全うし、河合理事長を下支えして参ります。

［ 副理事長 ］ 今野 雄次郎
本年度、副理事長を仰せつかりました今野雄次郎です。副

理事長として、東海青年会議所の活動を支えながら、自分

自身も経営者として成長しチャレンジさせていただきます。

1年間どうぞ宜しくお願い致します。

［ 監事 ］ 湯田坂 一矢
本年度卒業を迎える中で、このコロナ禍でメンバーが得られ

なかった経験値を少しでも埋められるよう、監事として、また

一人のメンバーとして、私自身が経験させていただいたこと

を丁寧に伝えて参ります。どうぞ宜しくお願い致します。

［ 副理事長 ］ 鈴木 聖享
感染症の影響により人々の仕事、生活は大きく様変わりし青

年会議所の活動も例外ではなく新たなテクノロジーを駆使し

た在り方が求められております。しかしその一方で忘れては

ならない事もあります。本年度は変革と承継この2つの融合

がキーになると考えます。後進たちにこれまでの経験を伝え

つつも新たな形も模索して活動します。宜しくお願い致します。

［ 監事 ］ 松田 隆司
本年度、監事の職をお預かりする中で、個々の活動とLOM

全体的の活動のバランスをとりながら、自らが経験してきた

ことを的確に落とし込み運動の活性化につがるよう職務を全

うさせていたきます。

1年間宜しくお願い致します。

［ 副理事長 ］ 川添 地芳
「何のために」この言葉が全ての本質であると私は考えます。

本年度で卒業を迎える身として、後世に伝えられること、東

海青年会議所に恩返し出来ること私の様々な想い、そして

河合理事長の想いを背負って、副理事長という大役を全う

出来るよう残りの数ヶ月、誠心誠意邁進して参ります。どう

ぞ宜しくお願い致します。

［専務理事 ］ 蟹江 直矢
専務理事という大役を仰せつかり身の引き締まる思いです。

メンバー間や他LOM、地域の皆様との懸け橋となり、円滑な

運営ができるよう、誇りを持って行動して参ります。そして河

合崇晴理事長の下、縁の下の力持ちとなり、各副理事と密

に連携を取り、メンバー一人ひとりが誇りを持って活動できる

ようサポート役に徹して参ります。

［郷土活性化委員会］ 木村 譲二

私たちのまちには知らない魅力が詰まっています。コロナ

で疲弊した市民の心に火を灯し、青年会議所三信条の精

神を軸に、東海市から日本の元気を第一歩に創り出して

いきます。ウィズコロナ、アフターコロナを合言葉に感染拡

大防止を最優先に考え、命を守り魅力を創り郷土愛溢れ

る東海市民を創出していきます。

［輝く笑顔育成委員会］ 中村 洸太
8月輝く笑顔育成事業では普段経験することのない体験を通

して笑顔と成長を理念とし、子どもたちと東海青年会議所メン

バーともに成長できるような事業を構築していきたいと思いま

す。

［ 拡大特別室 ］ 阿知和 宏樹
拡大特別室の理事として各委員会と連携をとり、東海青年会

議所の魅力を皆様にアピールできるよう精進してまいります。

そして会員拡大に繋げていき、より良い団体をつくることを目

指します。

［ 事務局 ］ 蟹江 廉士

急速に変化する時代においても、組織の根幹を担う事務

局としてより良い変化をもたらすために活動し、新たな時

代を築いていく決意をもって組織運営に努めて参ります。

１年間どうぞ宜しくお願い致します。
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2022年度スローガン

［ 2022年度理事長］ 河合 崇晴
平素は、当青年会議所の活動に対し、行政並びに各関係諸団体、地域の皆様のご理解、ご協力 を賜

り誠にありがとうございます。本年で3年目となる新型コロナウイルスの影響でさまざまな常識が変わ

りつつありますが青年会議所の活動の根源は変わりません。本年度は「郷土の未来創造～輝く笑顔

の絶えないまちへ～」 をスローガンに掲げ、コロナ禍であっても愛する郷土のため「明るい豊かな社会

の実現」を目指して活動を続けています。このような時代だからこそ、責任世代と呼ばれる年齢層で

構成される青年会議所がリーダーシップを発揮し、どのような状況においても活動を止めることなく、

地域の発展の一助となるよう努めて参ります。本年度も東海青年会議所の活動にご期待ください。

ス タ ッ フ ＆ 委 員 長 紹 介
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郷土の未来創造 ～輝く笑顔の絶えないまちへ～ 発行所／拡大特別室

［ 副理事長 ］ 上村 卓也
まだまだ青年会議所のことは右も左も分からない頃から副

委員長そして委員長と役を頂いて参りました。その都度、悩

み、決断をしてきました。思えば、その一つ一つが私を成長

させてくれました。そして今、副理事長となり、担当するメン

バー達に成長の機会を提供することが自分の使命、そして

また自分自身が成長する機会だと思い取り組んで参ります。



第2回 新入会員 オリエンテーション 5月23日

事務局／事務局長 蟹江 廉士

事 業 報 告

出 向 者 紹 介

1月5日事務局開き 事務局／事務局長 蟹江 廉士

東海青年会議所を含む愛知県内33青年会議所のメンバーが会場とWedをつなぎハイブリッド

という形で集結致しました。本会議では、愛知県青年会議所2022年度のスローガンである

「革新から飛躍へ 33の灯火によるドラマチックな愛知を共創」と掲げ本年度の方向性と活

動への機運を高める機会として実施されました。東海青年会議所としてもより良い活動を展開

して参ります。

２０２２年度事務局開きを執り行いました。

本年度１年間の安全と事業に励むことが出来るように祈願いたしました。２０２２年度のス

ローガン「郷土の未来創造～輝く笑顔の絶えないまちへ」のもと、一人ひとりが高い志を持ち、

明るい豊かな社会の実現を目指して活動を行って参ります。

大府青年会議所OBの近藤匡則先輩を講師として

お招きし、JCの本質や活動についてお話を頂き

ました。入会予定者をはじめ現役メンバーにとっ

ても沢山の学びを得る時間となり、今後もこう

いった場を設けて、JCの本質や活動についてメ

ンバー全員が共感できる団体となり、そして会員

拡大に繋げていきたいと思います。

名古屋会議 拡大特別室／理事 阿知和 宏樹 2月12日

第1回 新入会員 オリエンテーション 4月26日

郷土活性化委員会／委員長 木村 譲二

式典をYouTubeにて配信するという昨年と同様の試みでしたが、2022年度一般社団法人東

海青年会議所の活動方針、理事長所信を滞りなく発信することができ、新たな一年の幕開け

にすることが出来ました。

2022年度一般社団法人東海青年会議所「新年会」とYouTube内で検索すれば

誰でもみていただけるようになってますので是非、一度ご覧ください。

１月例会「新年会」

輝く笑顔育成委員会／委員長 中村 洸太
1月11日

2月例会 「地域の魅力を引き出そう！ ～郷土の活性化を目指して～」

郷土活性化委員会／委員長 木村 譲二
2月24日

3月例会 「JCも会社もニューノーマルの時代へ ～知っておこうGoogle Workspaceの活用術～」

事務局／事務局長 蟹江 廉士
3月10日

Web会議が標準化した現代において、２月例会はオンライン開催で行いました。農業に詳し

い星城大学の准教授と市内で農業を営んでいらっしゃる、お二方を講師としてお招きし、ま

ちの農業に関してのお話をして頂きました。本例会では、まちの魅力を再認識し、郷土愛を

高めることを一助し、今後も明るく豊かなまちの実現に向けて、継続制のある活動となる例

会となりました。

講師の方よりニューノーマルにおける働き方や便利なツールであるGoogle workspaceの

サービスについてお話しを頂きました。初めてGoogle workspaceに触れるメンバーも多く、

青年会議所や社業で役立つ手法として身につけることで、時間の効率化、生産性の向上にも

繋がる可能性を感じられた例会となりました。

4月例会 「未来創造 ～地域のリーダーになるために～」

輝く笑顔育成委員会／委員長 中村 洸太
4月19日

例 会 報 告

5月例会（知多5JC合同例会） 「健康じゃなきゃ何もはじまらない」

郷土活性化委員会／委員長 木村 譲二
5月19日

第一部ではコロナ禍における子どもたちの現状について、第二部では（有）メイワフォート

スタジオの小島講師をお招きし、子どもたちの接し方についてを講義していただきました。

残念ながらzoom開催となりましたが、子どもたちと接する機会の多い東海青年会員会議所

メンバーはコロナの兆しがあけてきた今、子どもたちと接する前に現状を知り、接し方を学

ぶことで地域のリーダーなるための学びが得られる良い例会になりました。

本例会では、大塚製薬株式会社の方にお越し頂き、健康経営を学びました。健康経営とは、

従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する事です。企業理念に基づき、

従業員への健康投資を行うことは、従業員の活力や生産性の向上や組織の活性化をもたら

し、結果的に業績や企業価値の向上に繋がると期待されています。その学びを得て、後半

グループに分かれての意見交換は盛り上がりを見せ、久しぶりの対面事業で知多５のメン

バーとの交流も深まった例会となりました。

前東海市長の鈴木淳雄様をお招きし行政とJCの繋

がりについてお話を頂きました。JC活動の根幹と

なる「まちづくり」をテーマに委員長経験者を交

えての対談セッションも行われました。入会候補

者そしてメンバーにとっても今後の東海市、郷土

の未来創造に向けて考えていくきっかけとなりま

した。
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メ ン バ ー 紹 介
●正副理事長・監事・無任所理事 ●郷土活性化委員会 ●拡大特別室

●事務局 ●輝く笑顔育成委員会

理事長 河合 崇晴 (有)京都工業所

直前理事長 蟹江 祥裕 (株)彩建

監事 湯田坂 一矢 (有)湯田坂塗装

監事 松田 隆司 三誠(株)

副理事長 今野 雄次郎 (株)レジンテクニカ

副理事長 鈴木 聖享 保険業

副理事長 川添 地芳 M.B.サービス

副理事長 上村 卓也 (株)上村建築工房

専務理事 蟹江 直矢 (株)たつえ

無任所理事 川上 俊之 (有)与古田産業

事務局長 蟹江 廉士 (株)人形のかに江

事務局次長 野崎 莉穂 Rinky

事務局次長 山口 陽平 三井住友海上火災保険(株)

理事 安藤 康之 寿屋(株)

委員 伊藤 大司 (株)伊藤商店

委員 加藤 和男 みにくいアヒルの子

委員 石田 孝徳 (学)名古屋石田学園

幹事 今枝 亮太 アールアイメディア

幹事 薦田 雄弥 朝日生命保険相互会社

理事 阿知和 宏樹 阿知和建装

幹事 大村 剛弘 (株)オームラ組

幹事 山内 あかね 夜間託児所星の園

委員長 木村 譲二 トライクレスト(株)

副委員長 山本 美希 YOSA PARK Sea

副委員長 永井 達也 東福瓦斯興業(株)

理事 加古 雅士 (有)ノンナ カコーレ

委員 夏目 唯 (有)メガネのジンノ

委員 溝口 淳美 特定非営利法人ATWORLD

委員 照喜名 勇 共立建設

幹事 渡邊 泰佑 渡邊美装

幹事 渡邊 明博 KWエクステリア(株)

幹事 金子 隆 牛ざんまい東海店

委員長 中村 洸太 (株)コウケン

副委員長 小島 美弥子 明治安田生命保険相互会社

副委員長 中野 元気 (株)中野築炉

委員 佐藤 弘幸 津軽建工

委員 新垣 浩助 Pub CLAN

委員 小野 久仁陸 (有)グランツ

委員 浅田 優二 浅田建設(株)

委員 渡部 祐太 (株)小島組

幹事 横井 誠 (株)at home イノベーション

幹事 山口 マヤ マヤネイル

出 向 者 紹 介

東海青年会議所は高い志を持った新しい仲間を募集しています。青年会議所は地域との連携を深め、魅力あるまちづくりに努め

ています。その活動を通じて、多くの経験を積み、自己成長することができる団体です。またまちづくりを通じて様々な人と触

れ合うことできます。これは青年会議所の魅力の一つです。青年会議所とはどのような活動をしているかを実際に体験してもら

うことによって青年会議所の魅力や可能性を知っていただく機会も設けておりますので、是非一度参加してみてください。きっ

といい仲間が見つかるはずです！

知多5JCのエリア長、そして愛知ブロック協議会ブラ

ンディング委員会、ブロック大会運営委員会の担当副

会長としてメンバーと共にJCの魅力と最大の運動発進

をいたします。そこで得た学びは必ず東海市に還元し、

引き続き皆様のお役に立てるよう邁進いたします。

副会長 川上 俊之

会 員 募 集 に つ い て

東海青年会議所は本年度で54年目を迎えることができました。昨今は新型コロナウイルスの影響で、例年とは違う活動を

余儀なくされ、思うような活動を行うことができませんでした。しかし、コロナ禍でも行うべきことを行うことが東海青

年会議所であると思います。本年も皆様のご期待に添えるよう精一杯頑張っていく所存でございますので1年間よろしく

お願いいたします。
拡大特別室

理事 阿知和 宏樹

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

E-mail/tokaijc@ma.medias.ne.jp

http://www.tokaijc.sakura.ne.jp
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● 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

● 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

● 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

公益社団法人 日本青年会議所 全国大会運営会議

小幹事 鈴木 聖享

本年度、日本JC全国大会運営会議の小幹事として出向

させて頂きます。LOMの代表としての自覚を持ち、東

海JCの存在感を内外にアピールすると同時に、私自身

も最後に成長の機会が与えられたので、その職務を全

力で全うする所存です。第71回全国大会おおいた大会

へ一人でも多くのご参加をお待ちしております。

バーとの交流も深まった例会となりました。

拡大特別室

大村 剛弘


