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　広報誌の発刊一年目が終わろうとしています。２０１５年度ラストの編集後記は『ＬＩＮＫ』と命名した本人がペンを取ります。 この一年は記事を書くことよ

り写真を撮ることが多かったのですが、 各大会や例会、 事業でレンズを通して感じたことは担当委員会の真剣な眼差しでした。 本気で想いを伝えるからこそ、

相手に伝わるのだと改めて実感いたしました。 ２０１６年度は広報委員会が立ち上がります。宣伝が “下手くそ”と言われるＪＣですが、 広報に特化すること

で本年度以上に素晴らしい広報誌『ＬＩＮＫ』 を作り上げてもらえると信じています。「本年度から次年度へ」「現役メンバーと特別会員を」、そして「地域と

豊田青年会議所」を繋ぐ広報誌として５年、１０年、２０年と『ＬＩＮＫ』と言う名が残っていく事を熱望します。 最後になりましたが１年間広報誌 『ＬＩＮＫ』

をご愛読いただきましてありがとうございました。 来年以降も豊田青年会議所が発行いたします広報誌 『ＬＩＮＫ』 を楽しんでください。 それでは皆様、

よいお年を…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（広報渉外委員会・幹事 小野木 尊正）

Facebookページ
http://www.toyotajc.jp
ホームページ

https://www.facebook.com/jcitoyota

豊田ＪＣ

検索
「いいね！」おしてね！

愛知ブロック協議会２０１６年度
役員ならびに出向者紹介
～～豊田から愛知ブロックを盛り上げます！～～

２０１５年度 年間活動報告

２０１５年度 卒業生紹介

地域と（一社）豊田青年会議所をつなぐ広報誌

VOL.4

会員拡大実施中！皆様のご支援をお願いいたします。

今後の豊田青年会議所のために

会員開発委員会
委員長候補者
池田 靖典 君

愛知ブロック協議会
会長予定者
横山 栄介 君

愛知ブロック協議会
運営専務予定者
近藤 厚司 君

愛知ブロック協議会
事務局長予定者
山田 洋介 君

愛知ブロック協議会
財政局長予定者
廣部 主剛 君

愛知ブロック協議会

ブロック体会運営委員会

委員長予定者 数井 辰浩 君

会員の笑顔創造室
室長候補者
中垣　隆 君

２０１６年度もメンバー全員で会員拡大に取り組んで参ります。
お知り合いの２０～３７歳未満の方で青年会議所に興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。

　私が一般社団法人豊田青年会議所に入会した動機は、自分自身の成長と
自己の変革の必要性を感じたからです。２０１２年に入会し、決して長い
期間ではありませんが、青年会議所活動を通じて出会うことができた様々
な人々、青年会議所でなければできない貴重な体験をすることができ、そ
れらは私にとってかけがえのない財産となりました。
　青年会議所は様々な機会を提供してくれ、自分自身を成長させてくれる
場所であるということは間違いありません。私たちのまち豊田市はもちろ
んのこと、日本中、世界中で活躍する機会が皆さんには用意されています。
ぜひ共に青年会議所活動に邁進しましょう！　（池田 靖典）

愛知ブロック協議会２０１６年度出向者紹介

○会　　長：横山　栄介
○運営専務：近藤　厚司
　　　【事務局】
○局　　長：山田　洋介
○総括次長：鈴木　雅之
○会務次長：長澤　幸祐
○渉外次長：小野木尊正

○委　　員：近藤　弘行
○委　　員：孕石　雅司
○委　　員：矢野　圭亮
○委　　員：佐野　雅紀
○委　　員：加藤　康一
○委　　員：鈴木　英宏
○委　　員：辻村　洋行

○委　　員：澤田　樹男
○委　　員：小島　悠司
○委　　員：鈴木健太郎
　　　 【財政局】
○局　　長：廣部　主剛
○次　　長：鈴木　宏延
○委　　員：松山　剛久

【ブロック大会運営委員会】
○委 員 長：数井　辰浩
○総括幹事：近田　知晃
○幹　　事：山岸　聖恒
○委　　員：永井　知彦
○委　　員：八木　伸介
○委　　員：本多　重之

○委　　員：伊藤　陽介
○委　　員：梅村　洋平 
【日本人の心醸成委員会】
○委　　員：伊藤　　覚

【ブロックアカデミー委員会】
○委　　員：内田　恭平
○委　　員：岩瀬　浩司
○委　　員：大村　吉浩
○委　　員：加藤　祐幸
○委　　員：古井　浩太
○委　　員：中川　　匠

○委　　員：稲垣　博貴
○委　　員：鈴木　哲也
○委　　員：大前　秀樹
○委　　員：長谷川政紀
○委　　員：梅村　知由
○委　　員：稲熊　徳磨
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活動概要
一般社団法人 豊田青年会議所 2015年度

２０１５年度は第５６代柴田久尚理事長の掲げる所信に基づき、
１会議体９委員会による１２例会２事業を通じて地域に対して
運動を発信してまいりました。

　皆さまのご支援を賜りまして、 ２０１５年度の運動がすべて終了いたしました。 『「過去と今」、 「今と未来」 を

つなぎ、 想像以上の創造を』 テーマに一年間活動に邁進して参りましたが、 無事に一年間走り抜けることが

できたのも我々の運動にご協力いただいた関係者の皆様、 例会 ・事業に参加していただいた皆様のおかげ

だと思います。 ２０１６年度以降も我々メンバーは明るい豊かな社会の創造のために活動に邁進して参ります

ので、 今後ともさらなるご協力を賜りますよう、 よろしくお願い申し上げます。
第５６代理事長：柴田久尚

一年間の御礼　～真のリーダーに向けて～

【テーマ】「私たちの誇るべきもの～Ｐｒｉｄｅ ｏｆ ＮＩＰＰＯＮ～」

【日にち】４月３日（金）【会　場】豊田市コンサートホール

【テーマ】「日本人よ！覚醒せよ ～グローバル人材とは～」

【日にち】８月２０日（木）【会　場】豊田市福祉センター ホール

「心」の和創造室…誇れる国・地域へ ～「心」をつなぐ～　　　室長：安藤　淳 君

真の日本人創造委員会
委員長：澤田 樹男 君

市民の誇り創造委員会
委員長：坂元 貞仁 君

４月度例会

８月度例会

【テーマ】「誇りあふれる市民の創造～先達の熱き想いから学ぶ、豊田市の未来～」

【日にち】６月１９日（金）【会　場】豊田産業文化センター 小ホール

【テーマ】～つなげよう！豊田市の歴史と誇り…そして、ぼくらの未来へ～

【日にち】１０月１７日（土）【会　場】つどいの丘

６月度例会

１０月度例会

【テーマ】「～人間がチカラ！最高のやりがいを生み出す企業風土づくりとは～」

【日にち】５月２０日（水）【会　場】豊田商工会議所会館　

　ネッツトヨタ南国（株）取締役相談役である
横田英毅氏を講師としてお招きし、どのように
すれば従業員の会社に対する満足度を高めてい
くことができるのかについてご講演いただきま
した。
　給与や待遇といった数字になりやすく見えや
すいものではなく、従業員一人ひとりが『働き
がい』を感じながら仕事をすることができる企
業風土をつくることの大切さを学びました。

「地域」の和創造室…活力ある地域へ ～「人・企業・地域」をつなぐ～　室長：佐々木 勇人 君

地域活力創造委員会
委員長：永井 知彦 君

「次代」への和創造室…輝かしい未来へ ～「次代」へつなぐ～　室長：中根 義人 君  

暮らし満足都市創造委員会
委員長：孕石 雅司 君

スポーツ力創造委員会
委員長：板垣 直人 君

５月度例会

【テーマ】「暮らし満足都市の創造　～自らのまちの誇りを語り、住み続けたいまちにするには～」

【日にち】７月１５日（水）【会　場】豊田産業文化センター 小ホール

【テーマ】「暮らし満足都市」の創造　

　　　～Oidentity を確立し、人と地域、地域と地域をつなぐためには～

【日にち】１１月１５日（水）【会　場】豊田市福祉センター ホール

【テーマ】第４回ＪＣフレンドリーカップ　～こどもが輝き　つながりあるまちへ～

【日にち】１１月２９日（日）【会　場】豊田スタジアム　芝生広場

　講師として、大南信也氏（NPO法人グリーン
バレー 理事長）をお招きし、創造的過疎につい
て徳島県神山町において神山町の過疎化に歯止
めをかけた成功事例を基にご講演いただきまし
た。講演の最後に大南氏から「すきな豊田をす
てきな豊田に！」というメッセージをいただく
ことができました。「自分たちのすきな場所を
もっと好きになるには、『て』を加えて素敵な
場所にすることです」と…。
　また、豊田市役所の若手職員から市民の自負
と郷土愛を表現する「Oidentity（おいでん
ティティー）」という考え方が発表されました。

７月度例会

11 月度例会
日本人として自国に対する誇りや愛国心を醸成する事業

日本人としての誇りを取り戻し、これからの
グローバル社会を切り拓いていく「真の日本人」を創造する事業

先達の熱き想いによりこのまちの歴史と誇りが
遺されてきた事実を伝えていただく事業

自らが青年経済人としての知識や気づきを得て、企業として、
どのように地域の発展に取り組むのかを学ぶ事業

都市と農山村の魅力を活かし「暮らし満足都市」を創造する事業

人と地域をつなぎ、地域と地域をつなぐ事業

11 月度事業 スポーツ力による次代へつなぐまちづくりを進める事業

【テーマ】「土曜学習フェスタ in 浄水北小学校

　　　　　　　　　　　　　　　　～明日を生きるキミたちへむけて～」

【日にち】９月５日（土）【会　場】浄水北小学校

　豊田市内から 150 名を超える児童が参加し、
13 種類のプログラムの中から、興味関心のある
2つのプログラムを受講してもらいました。学
校の授業では習うことのない様々なプログラム
に、子どもたちは目を輝かせて聞き入り、楽し
く体験していました。
　私たち（一社）豊田青年会議所は、学校を中
心にその地域の子ども達・保護者・企業が関わ
る土曜学習をこれからも推進していきます。

９月度例会 地域から求められる活動や運動を、行政や企業、関係緒団体と協同し、
市民に提供できる仕組みを構築する事業

我々、青年がこのまちの歴史と誇り、
そして、「先達の熱き想い」を後世へ伝え続ける事業

　２０１２年から継続開催してきましたタグラグビー大会
「ＪＣフレンドリーカップ」が４回目の開催となりました。
豊田市が２０１９年ラグビーＷ杯の開催地に決定したこと
もあり、各小学校から何チームも出場していただいたり、
また多くの女子の参加をいただいたりという例年以上に盛
り上がった大会となりました。強いチームに対しても最後
まであきらめずにプレーした子ども達、試合に負けて涙し
た子ども達、チームで作戦を立て勝つことを目指す子ども
達…。そんな子ども達の姿は周りの大人達にも感動を与え
てくれました。私たち（一社）豊田青年会議所は、こども
たちの夢や希望を育むとともに、見る人達にも勇気や希 
望を与えるスポーツの力を信じ、これからも次世代育成事
業に取り組んでまいります。

　豊田市は養蚕のまちから、世界を代表とする
自動車産業のまちへと発展をとげてきました。
当例会は豊田市の歴史をよく知る行政・農業等
の立場を代表する講師を３名お招きし、参加型
パネルディスカッションを行いました。
　トヨタ自動車を誘致した想い。市名を変えた
市民の想い。「先達の熱き想い」を我々がしっ
かり受け止め、後世へ伝えて行くことの大切さ
を学ぶことができました。

　豊田市は豊田市外からの流入者が非常に多
く、また歴史や誇りを知らない市民が多いまち
であります。それが故にこのまちに誇りを持ち、
住み続けたいと思っていただける市民を創るこ
とを目的とし、子どもたちには劇で歴史につい
て学んでいただきました。
　その後、絵本を使って親から子へ読み聞かせ
を行い、歴史と誇りを伝え続ける機会を提供さ
せていただきました。最後には豊田市の名産を
使ったお菓子作りで終始豊田市について触れ、
学びを発信することができました。

　なでしこジャパン ( サッカー女子日本代表 ) 
佐々木則夫監督を講師としてお招きし、「私た
ちの誇るべきもの」をテーマに講演していただ
きました。世界を知る佐々木監督ならではのエ
ピソードを交え、日本人の自己を犠牲にしても
他者を助ける思いやりの気持ちや個人よりも全
体を重んじる精神性は、他国よりも優れている
「日本人の誇り」であるということを、多くの
一般参加者に向けて分かりやすく発信していた
だきました。

　自らが運営するインターネット番組を通じ
て、日本の問題や素晴らしさをわかりやすく発
信している神谷宗幣氏とＫＡＺＵＹＡ氏を講師
としてお招きし、日本の素晴らしさをご講演い
ただきました。多くの参加者から、両講師への
質問が積極的に飛び交う様子が印象的でした平
和で豊かな日本を次代へと残していくために一
人ひとりがビジョンを持ち、何をするべきかを
考え、行動していくことの重要性を発信してい
ただきました。

　パネリストとして鈴木公平氏（前市長）・神
谷和利氏（豊田市議会議長）をお招きし、６月
度例会にて提唱したOidentity をシンボルに実
施した「Oidentity 応援サポーター制度」や「暮
らし満足コンテスト」についての報告と検証を
パネルディスカッション形式にて行いました。
鈴木前市長からは「とても良い取り組みなので
長期ビジョンを持って継続してほしい」、神谷
議長からは「地域住民が主体的に動き、行政が
サポートする共働が大事」というメッセージを
いただきました。



４ ５

「会員」の和創造室…会員の拡大へ ～「人財」をつなぐ～　　室長：梅村 恒次 君

会員開発委員会
委員長：木村 正秀 君

輝かしい未来へ ～「次代」へつなぐ～

会員交流委員会
委員長：吉田 京樹 君

豊田ＪＣアカデミー創造会議
議長：数井 辰浩 君

拡大業務
【テーマ】新年賀詞交歓会

【日にち】１月１２日（月）【会　場】名鉄トヨタホテル 金扇の間

【テーマ】「Merry X’ mas　～特別なひと時を家族とともに～」
【日にち】１２月６日（日）【会　場】名鉄トヨタホテル 金扇の間

【テーマ】「LOVE RAPPORT TOYOTA CITY
　　　　　　　　　　　～人が輝き、魅力あふれるまちへ～」
【日にち】３月１８日（水）【会　場】豊田産業文化センター

１月度例会

12 月度事業

会員拡大システムを構築し、メンバー全員による会員拡大
交流を積極的にはかり、より大きなつながりを構築する事業

会員相互の交流をはかる事業

【テーマ】～想像以上のＰＲＩＥD流 お・も・て・な・し～
【日にち】１１月１９日（木）【会　場】ホテルトヨタキャッスル 

謝恩会 新入会員による謝恩会事業のサポート

３月度例会 市民が選択し能動的に活動できる仕組みを
構築し次代へとつなげる事業

　これからの（一社）豊田青年会議所の進むべき道が示
され、スローガンと行動指針が発表されました。合わせ
て、我々が今まで作り上げたプログラムをプログラム
ショーケースとして土曜授業等で活用
できるようにまとめ、地域の方から依
頼があれば、授業を行う仕組みを構築
しました。

【テーマ】「LOVE RAPPORT TOYOTA CITY　
～つながりを未来へ～ タウン＆ネイチャー 2015 in 士別～」
【日にち】７月３１日～８月２日【会　場】北海道士別市

８月度事業 青年会議所だからこそできる活動・運動を
市民とともに展開する事業

　豊田市の子どもたち２０人が３日間にわたり北海道士別（し
べつ）の地において、大自然の中、様々なプログラムに挑戦し
ました。また、士別市の子どもたち２３人と一緒に活動し寝食
をともにすることで、普段なかなか接する機会のない地域の子
どもたち同士がコミュニケーションを深め、絆を
育むことができました。

　日頃より私たちの活動に対してご理解・ご
支援をいただいております、先輩諸氏・行政・
関係諸団体の皆様のご臨席を賜り、新年賀詞
交歓会を開会しました。柴田理事長より２０
１５年度活動方針を力強く発信するとともに
メンバー達は、ご臨席された方々と交流を深
めることで、地域の未来像を描き挑戦を続け
ていく私たちの活動を理解していただくこと
ができました。

　今年１年間、メンバーの青年会議所活動を
支えてくれた家族に感謝の気持ちを伝えるク
リスマス家族会を開催しました。豊田市内で
の開催ということもあり、例年以上に多くの
ご家族にご参加いただき、明石家さんまのモ
ノマネで有名な「ほいけんた氏」のトーク
ショーや正副理事長・専務理事プレゼンツの
ビンゴ大会など大盛況な家族会となりまし
た。メンバーも普段の青年会議所活動とは違
う、家庭人の顔になり楽しんでいました。

　新入会員が入会へ導いてくれた方や現役メ
バーへ感謝の気持ちを込めて企画・設営する
謝恩会を開催しました。スポーツ事業、謝恩
会、二次会と三部構成と開催され、特別会員
をはじめとする多くのメンバーが参加し、新
入会員による趣向を凝らした設えによるおも
てなし。この謝恩会を作り上げる過程で同期
の絆が深まるとともに青年会議所活動に対す
る意義を認識していただきました。

　入会を決めた準会員に対して青年会議所
について学ぶオリエンテーションが４回開
催しました。多くの方にご協力いただき、
１６名が新しく入会となりました。

その他の

交流事業

会員交流会 家族交流会

候補者説明会にて餅原先輩、藤村先輩、池田先輩に
「青年会議所活動の魅力」について講演していただきました

準会員オリエンテーション 準会員オリエンテーションによる、準会員の育成

運営室…信頼ある組織へ ～「地域」とつながる～　室長：伊藤 陽介 君

広報渉外委員会
委員長：鈴木 健太郎 君

事務局
局長：鈴木 雅之 君

【テーマ】魅力あふれる人材が地域の未来を創造する～地域のリーダーとなるために～

【日にち】２月１８日（水）【会　場】豊田市産業文化センター　小ホール

２月度例会 ＪＣ運動の意義を再認識し、ＪＡＹＣＥＥとして気概を醸成する事業

【テーマ】卒業生を送る会「～真のリーダーとなるために～」

【日にち】１２月１４日（月）【会　場】名鉄トヨタホテル 金扇の間

12 月度例会 卒業生を送る会

　２０１５年度最後の例会として、卒業生に
対し感謝と敬意の気持ちを表し、新たなる旅
立ちを祝う「卒業生を送る会」を開催しました。
本年度は二部構成とし、第一部式典において
は卒業生一人ひとりの挨拶から熱き想いを受
け継ぐ学びの場、第二部祝賀会においては卒
業生を中心に特別会員と現役メンバーが友情
を深める交流の場とさせていただきました。
多くの先輩方にご出席いただき、盛大に２５
名の卒業生を送り出すことができました。

　東日本大震災の発災により東北地方を中心に甚大な被害を受け
た地域で開催された第 64 回全国大会。躍動する八戸の地に集う
ＪＡＹＣＥＥが、日本青年会議所の一年間の運動の集大成の場と
して開催されております。本年度（一社）豊田青年会議所からも
議長を務める横山栄介君をはじめ多くのメンバーが出向しており
ます。
　また、卒業生を含め多くのメンバーが八戸まで駆けつけ、ＬＯ
Ｍナイトでは卒業式が開催されました。

　今年 2015 年は、我々は JCI の運動が始まってから 100 周年の
記念の年を迎えています。今回の世界会議は 100 周年を記念した
盛大な大会となりました。開催地である金沢は北陸新幹線の開通
などで注目される歴史と文化が織りなす街です。今回（一社）豊
田青年会議所はトヨタ自動車（株）さまなどにもご協力をいただ
き、世界から集まる JAYCEE ヘ豊田市のことを少しでも知っても
らえるようにブース出展いたしました。２０１９年のラグビー
ワールドカップ開催が決まったこともあり、ラグビーボールを
使ったキックターゲットを行い、世界中に豊田市のことを発信す
ることができました。多くのメンバーも駆けつけ、LOMナイト
を開催することできました。

　講師として鈴木和也直前会頭（公社）日本
青年会議所 ２０１４年度 会頭）をお招きし、
青年会議所活動を通して地域のリーダーにな
るためにはどうしたらよいのか、ご講演いた
だきました。会頭まで務め上げられた鈴木和
也先輩ならではのお話から、改めて青年会議
所の魅力を学び、これからの活動に対して自
信を持って取り組んでいくことができるよう
になりました。

写真で振り返るJC活動（全国大会・世界会議）
第64回全国大会
東北八戸大会

JCI 世界会議
金沢大会

美しく先駆けよう
すべては未来を生きる人のために
～市民先導のまちづくりから日本再興へ～
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福田 功二
2003年入会

Koji Fukuta

野場 克哉
2004年入会

Katsuya Noba

鶴田　博
2006年入会

Hiroshi Tsuruta

宇野 貴仁
2006年入会

Takahito Uno

竹内 正樹
2006年入会

Masaki Takeuchi

松岡慎太郎
2006年入会

Shintaro Matsuoka

柴田 久尚
2007年入会

Hisanao Shibata

梅村 幸司
2007年入会

Koji Umemura

矢野栄 二郎

2007年入 会

Takamasa  Shinoda

Etsushi T  surumine

2007年入会

Eijiro Yano

篠田 貴正

鶴峯 悦史

尾形 成士
2010年入会

Seishi Ogata

榮田 英俊
2010年入  会2010年入  会

2010年入  会2010年入  会

Hidetoshi    SakaedaHidetoshi    Sakaeda

三浦 直樹
Naoki 　　　MiuraNaoki 　　　Miura

尾形 成士
2010年入会

Seishi Ogata

榮田 英俊

三浦 直樹

梅村 恒次
2010年入会

Koji Umemura

柘植 和彦
2011年入会

Kazuhiko Tsuge

梅村 恒次
2010年入会

Koji Umemura

柘植 和彦
2011年入会

Kazuhiko Tsuge

西垣 雅康
2011年入会

Masayasu Nishigaki

吉田 英樹
2011年入会

Hideki Yoshida

岩井 昌浩
2011年入会

Iwai Masahiro

安本 拡人
2011年入会

Tatsuhiro Yasumoto

酒井 泰明
2012年入会

Yasuaki Sakai

森下 琢磨
2012年入会

Takuma Morishita

西垣 雅康
2011年入会

Masayasu Nishigaki

吉田 英樹
2011年入会

Hideki Yoshida

岩井 昌浩
2011年入会

Iwai Masahiro

安本 拡人
2011年入会

Tatsuhiro Yasumoto

酒井 泰明
2012年入会

Yasuaki Sakai

森下 琢磨
2012年入会

Takuma Morishita

牧  まゆ実
2013年入会

Mayumi Maki

牧  まゆ実
2013年入会

Mayumi Maki

木村 正 秀
2008年入会

Masahide Kimu   ra

2009年入 会

澤田 智行
2010年入会

Tomoyuki Sawa da

澤田 智行
2010年入会

Tomoyuki Sawa da


	1
	2
	3
	4

