議長）【後列左から】鈴木正也（会員交流委員会・委員長）、近藤正（マーケティング創造委員会・委員長）、佐野雅紀（渉外委員会・委員長）、鈴木秀樹（５５
周年記念委員会・委員長）、高添久幸（次代の笑顔創造室・室長）、辻村洋行（運営室・室長）、井戸田達也（地域の力創造委員会・委員長）、澤田樹男（未来の笑顔創造室・
室長）、池田靖典（会員開発委員会・委員長）、鈴木雅之（広報渉外室・室長）、佐藤秀作（広報委員会・委員長）、坂元貞仁（まちの笑顔創造室・室長）、松山純成（事務局・
局長）、中垣隆（会員の笑顔創造室・室長）、鈴木悠介（スポーツの魅力創造委員会・委員長）、佐々木健（豊田JC アカデミー委員会・委員長）

理事長候補者経歴

松本 章 （まつもと あきら）１９７６年１月３１日生まれ

松本産業
（株）
：代表取締役

2014年…専務理事

2015年…副理事長 、日本 JCじゃがいもクラブ中日本地区大会実行委員会（実行委員長）

第４８回愛知ブロック大会〜刈谷大会〜
9月12日、刈谷の地において愛知ブロック協議会が発信した一年間の運動の集大成の場として、第48回愛知ブロック大会が開催されま
した。愛知ブロック協議会には
（一社）
豊田青年会議所からも多くの出向者を輩出させていただいております。式典では、歴代愛知ブロック
会長を代表して天野勝美先輩が挨拶をされました。愛知万博誘致の際に、愛知ブロック協議会が大きな役割を担い、誘致を成功させた
エピソードを交えて青年会議所活動の素晴らしさを伝えていただきました。また、愛知ブロック協議会 2016 年度会長予定者の横山栄介
君も全メンバーに対して意気込みを語りました。

歴代愛知ブロック会長を代表して挨拶された第34代愛知ブロック協議会会長
天野勝美先輩

ホームページ
http://www.toyotajc.jp

２０１６年度愛知ブロック協議会会長予定者
横山栄介君

◀「Award Aichi」で
歴代会長賞を受賞
しました

Facebookページ
https://www.facebook.com/jcitoyota

豊田ＪＣ

検索

「いいね！」おしてね！

広報誌『ＬＩＮＫ』第３号はいかがでしたか？ 写真撮影を担当しております、柘植です。 私自身、
広報誌の編集に携わる中で、改めて１枚の写真にどれだけのメッ
セージ性を込めることができるのか…、そんなことを常に意識しながらシャッターを押すようになりました。広報誌に掲載できる写真には限りがあります。読者
の目線に立ち、この写真で「内容を理解してもらうことはできるのか」
「興味 ・ 関心を惹き付けることはできるのか」 そんなことを考えながら１枚の写真に人 ・
背景をどのように収めれば良いのか試行錯誤の日々です。
なんか報道カメラマンっぽいですね（笑）。これからも写真と文章で伝える広報誌に向き合っていきます！
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（広報渉外委員会・委員 柘植和彦）

http://www.toyotajc.jp

▲卒業式も開催
されました

発行：一般社団法人豊田青年会議所 編集：広報渉外委員会

2013年…リーダーの力向上委員会（アドバイザー）【出向＝愛知ブロック】ブロックアカデミー委員会（副委員長＝塾長）

地域と（一社）豊田青年会議所をつなぐ広報誌

2010年…こどもの未来創造委員会（委員）2011年…拡大支援委員会（委員長）2012年…豊かな心創造室（室長）

第３号

2009年…経営スキル向上委員会（委員）【出向＝愛知ブロック】LOM インテリジェンス支援委員会（委員）

【お問い合わせ】〒471-0034 愛知県豊田市小坂本町1-25 TEL 0565-32-5777 FAX 0565-35-2021 MAIL info@toyotajc.jp

2006年…まちづくり実践委員会（幹事）2007年…会員交流委員会（副委員長）2008年…会員開発会議（委員）
【出向＝日本】褒賞委員会（委員）

VOL.３

2004年…入会（準会員）2005年…会員交流委員会（委員）【出向＝愛知ブロック】ブロックアカデミー委員会（委員）

２０１６年度理事長候補者決定

松本章（理事長）、柴田久尚（直前理事長）、横山栄介（現役顧問）、福田功二（監事）、梅村幸司（監事）、黒土大介（監事）、近藤弘行（監事）、近藤厚司（出向者連絡協議会・

〜つながりを未来へ〜２０１５ in 士別

＝事業報告＝

2015.10
VOL.３

【前列左から】本多重之（LOM政策協議会・議長）、今野公介（専務理事）、田中盾行（副理事長）、岡田訓和（副理事長）、岩崎洋平（副理事長）、佐々木勇人（副理事長）、

豊田＆士別合同事業
「LOVE RAPPORT タウン＆ネイチャー」

２０１６年度理事会構成メンバー紹介

写真で振り返るJC 活動（5 月〜９月）

例会報告
【日にち】９月５日（土）
【会場】浄水北小学校 【担当】地域活力創造委員会

９月度例会

【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〜 」
浄水北小学校・浄水小学校をはじめ豊田市内から150 名を超える児童が

北名古屋ＪＣ認証証伝達式

○豊田ＪＣプログラムショーケース
土曜学習実践
＜防災プレパ，タグラグビー，真の日本人＞
プログラム
○土曜学習応援団加盟企業
中日新聞社，
キユーピー，豊田信用金庫，
中部電力，愛知県建築士会
○（一社）豊田青年会議所メンバー企業
トヨタ中央自動車学校，キングパン協同組合，ＦＵＮＥ，
金国法律事務所
第一電機測器

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。
また、第 2 部では寺脇研講師より「ゆとり教育の真実とは」をテーマに、
学校の授業を通した勉強と家庭や地域と関わりながら経験を残していく学
習は両方とも必要であり、それが生涯学習への意欲につながっていくとい
うご講演をいただきました。私達は、学校を中心に、その地域の子ども達・
保護者、そして企業が土曜学習に関わることで、子ども達に自ら選び考え
ていく内発的な力「学習意欲」を養うことで、自立する力が育ち、地域・
企業に対して関心が深まり地域での共助意識が育まれると考え、今後も土

【日にち】５月１２日（火）

【会

【会

場】北名古屋市健康ドーム

北名古屋市を活動エリアとする（一社）北

真剣な眼差しで話を聞く子どもたち︑
多くの親子に参加していただきました

中日新聞でも大きく掲載されました

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

（一社）愛知中央青年会議所 35 周年式典

【日にち】５月１１日（月）

名古屋青年会議所が愛知県 33 番目のLOM と

1981年に産声をあげた愛知三好青年会議所が

して誕生しました。新しい青年会議所の誕生

35周年を迎えました。現在は
（一社）愛知中央

は日本全国でも大きな話題となりました。

青年会議所に名称変更し、活動しています。

とうかい号現地出迎え

第１回臨時総会

【日にち】６月２日（火）〜４日（木）

【日にち】５月２６日（火）
【会

【会

場】豊田産業文化センター

輩出いただいた一般乗船者、出向したＪＣ団

候補承認に関する件が議案として上がりまし

員を激励しようと多くのメンバーが台湾の地

た。横山栄介君が立候補予定者となり、立候

に駆けつけました。

補の所信表明をされました。

会員交流事業

ＡＳＰＡＣコタキナバル大会

【日にち】６月９日（火）
【会

【日にち】６月１１日（木）〜６月１４日（日）

場】スカイホール豊田

【会

スカイホール豊田にてバブルサッカーを開

が一堂に会する大会が、コタキナバルで開催

り、メンバー間のさらなる親睦の場となり参

され、友好ＪＣである香港女青年商会とも毎

加者全員で大変盛り上がりました。

年恒例のミーティングを行いました。

第1 回準会員オリエンテーション

国際アカデミー

【日にち】６月１７日（水）

【日にち】７月５日（日）〜７月１０日（金）

場】豊田商工会議所会館

【会

「場」を知るをテーマに、これから自分たち

解を深め、明日のグローバルリーダーを育て、

ました。また、2012年度理事長小幡哲生先輩

恒久的かつ永久の世界平和確立に貢献すべく

に準会員へ向けて「青年会議所活動の魅力」と

開催される国際アカデミーが東京で開催さ

題してご講演いただきました。
メンバーだけでなく、企業にもご協力いただき、
様々な土曜授業を体験していただきました

れ、当 LOM より倉橋良幸君が参加しました。

東海フォーラム２０１５

第４回会員会議所会議

【日にち】７月１１日（土）

６月度例会

【会

【日にち】６月１９日（金） 【会

横山栄介君が予定者として承認されました。
運営専務に近藤厚司君、事務局長に山田洋介
君、財政局長に廣部主剛君が承認されました。

創る活動についてご講演いただきました。

第８回西三河１０JC 理事長会議

第２回臨時総会

また参加者も Yes・No を意思表示することができる、参加型ディスカッション形式で進行しました。

【日にち】８月２１日（金）

【日にち】８月１９日（水）
【会

▲【パネリスト】を務め
ていただいた加藤正一
氏、川合直道氏、安藤
勇氏

【会

場】豊田産業文化センター

長会議の懇親会で柴田理事長から松本理事長

補者として松本章君が承認されました。合わ

候補者へ次年度へ向けたメッセージ入りのラ

せて２０１６年度理事メンバーも承認されま

グビーボールが手渡されました。

した。

会員交流事業「家族交流会」

【日にち】７月１５日（水） 【会場】豊田産業文化センター 小ホール【担当】暮らし満足都市創造委員会

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、徳島県神山町において神山町の過疎化に

場】名鉄トヨタホテル 他

本次年度合同で開催された西三河10JC 理事

第２回臨時総会にて２０１６年度理事長候

７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〜」

場】パルティせと

2016 年度愛知ブロック協議会会長として

れない」と思う人を増やし、より良い社会を

と市名を変えて今があります。そこで、豊田市の歴史に深く精通されている３名をパネリストとしてお招きし、

そして、その誇りを多くの市民に伝えることができる人材育成に努めて参ります。

【会

無理」という言葉をなくし、「できるかもし

豊田市は養蚕のまちから、世界に誇れる自動車産業のまちへと変遷してきました。また、挙母市から豊田市へ

いた先達の「熱き想い」なくしては、今の豊田市は存在しません。私たちは例会を通して豊田市に誇りを持ち、

場】ふじさんめっせ

とは言わせない！！」をテーマに、「どうせ

▼赤と青のパネルを使った
参加型ディスカッション

場】豊田産業文化センター 小ホール 【担当】市民の誇り創造委員会

私たちは現代に生まれ、今の豊田市が当たり前だと思っていました。しかし、その時その時代を生き、礎を築

【日にち】７月２５日（土）

（株）
植松電機の植松努氏が「どうせ無理！

【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〜」

場】東京

世界各国から集まる若者たち同士の相互理

が活動する青年会議所の基礎を学んでもらい

豊田ＪC プログラムショーケースよりタグラグビーの
事業が行われました

場】コタキナバル（マレーシア）

アジア、オセアニアで活動する青年会議所

催。委員会の垣根を越えたスポーツ交流によ

【会

場】台湾

とうかい号の台湾寄港にあたり企業よりご

愛知ブロック協議会 2016 年度会長選挙立

曜学習を推進していきます。

場】みよし市文化センター サンアート

（一社）
豊田青年会議所がスポンサーとなり、

第 9 回西三河10JC 理事長会議（じゃがいも）

【日にち】９月６日（日）

【日にち】９月１４日（月）

【会

【会

場】神越溪谷マス釣り場

場】豊田カントリー倶楽部

あいにくの天候のなかメンバーとご家族の

西三河エリアで活動する１０の青年会議所

歯止めをかけた成功事例を基にご講演いただきました。この考え方をベースに、過疎地における仕事・雇用の問題を

親睦を深めていただくべく、マス釣りやバー

が集まり、毎月意見交換を行っています。４

解決するための「神山プロジェクト」を実施し、地域ぐるみで取り組んだことにより人口減少に歯止めをかけること

ベキュー等を通して楽しいひとときを過ごし

月に開催されたじゃがいも春季大会に引き続

ました。

き、秋季大会でも優勝しました。

O identity という考え方が
発表されました

につながりました。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…。
今回発信させていただいた Oidentity を 11 月度例会で、さらなら発信につなげて参ります。

大南講師は多様な人が集う価値
創造の場づくりとともに、人口
構成の健全化を目指す｢創造的過
疎｣を持論に活動中

８月度例会 【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【担当】真の日本人創造委員会

サマーコンファレンス２０１５

人気インターネットチャンネルを運営する神谷宗幣氏（３８）・ＫＡＺＵＹＡ氏（２７）を講師としてお招きし、若

【日にち】７月１７日（金）〜１９日（日）

い世代が「日本人の誇り」について考えることができるようご講演いただきました。インターネットを通じて若い世

【会

代への認知度も高く、多くの方から積極的に講師への質問が飛び交う様子が印象的でした。

から見た日本人の素晴らしさを忘れずに、私たちは日本という国を考え、そして行動していくことのできる「真の日
本人」を目指して活動していきます。

参加者より多くの質問が
でました

優秀政策賞を受賞しました

YouTube で発信する情報が
大人気の両講師

ファレンス2015において、横山栄介君が議長を務める地域再興会議
がメインフォーラムを担当しました。また、地域再興政策コンテス
トにおいて、（一社）豊田青年会議所より提出した『さんそん Bike
B&B（自転車、民宿、コミュニティセンター）〜都市と山村をむすぶ
自転車文化創出〜』が、全国から200を超える応募の中から見事に
優秀政策賞を受賞しました。
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２０１５年度は私服での参加も可能に

（公社）日本青年会議所の最大の運動発信の場であるサマーコン

今のままでは豊かな日本を次の世代へと残すことができなくなるという恐れがあるということを念頭に、4 月度例
会で講師を務めていただいたサッカー日本女子代表（なでしこジャパン）佐々木監督が講演のときに伝えられた世界

地域再興会議の議長を務める横山栄介君

場】パシフィコ横浜 他

登壇する柴田理事長

挨拶をする地方創生担当 石破茂大臣

100名以上のメンバーが LOMナイトに参加
3

新入会員紹介

豊田地質調査（株）

事業報告

（株）博匠

生年月日 1978.04.17

特別編

８月度事業

生年月日 1984.01.07

【日にち】７月３１日（金）〜８月２日（日）

豊田市役所

Narutomi Sano

Keisuke Chujo

生年月日 1979.08.07

佐野 成臣

Takumi Nakagawa

中條 圭祐

中川

匠

輝岩

（有）稲垣写真館
生年月日 1984.03.12

【会場】北海道士別市【担当】豊田ＪＣアカデミー創造会議
Hiroki Inagaki

稲垣 博貴

豊田市の子どもたち20人が3日間にわたり北海道は士別（しべつ）の地にお
いて、豊田市では体感できない程の大自然の中、様々なプログラムに挑戦しま

【スケジュール】

した。また、士別市の子ども達23人と一緒に活動し寝食をともにすることで、

（株）
鈴喜組

生年月日 1980.03.25

〜つながりを未来へ〜 タウン＆ネイチャー 2015 in 士別
１日目 ● 豊田市出発（士別市へ向けて移動）
● トヨタ自動車士別試験場見学

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

生年月日 1984.07.25

● 歓迎セレモニー

深め、絆を育むことができました。

● 集団宿泊

事業を締めくくる記念植樹では、本事業をきっかけに

２日目 ● カヌー体験

更なる豊田と士別の両青年会議所の交流、そして参加し

● 農業体験

た子どもたちの交流が続くようにと桜の木を3本植樹し、

Masanori Iwanaga

名の新入会員が私たちの仲間に加わりました︒
よろしくお願いします︒
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岩永 真宣

東洋工業（株）

Tetsuya Suzuki

Kyohei Uchida

生年月日 1980.07.23

内田 恭平

鈴木 哲也

（株）
丸加醸造場

橋本組
生年月日 1984.12.25

● シープドッグショー

参加した子どもたちの名前が刻まれた記念プレートを設

Mitsuaki Hashimoto

橋本 光晃

● 羊の毛刈り体験

置しました。10 年後、20 年後、成長した桜の木に会いに
士別の地を再訪してくれることを願っています。

● キャンプファイヤー

福島理事長に大変お世話にな
りました

● 屋外テント泊
３日目 ● 気球体験

（株）OGHome

生年月日 1981.09.08

みんなで元気にいってきま〜す

● 成果発表会

生年月日 1985.01.24

● 記念植樹
● 士別市出発
（豊田市へ向けて移動）
トヨタ自動車士別試験場では牧野勇司
士別市長にお出迎えいただきました

Kouji Iwase

岩瀬 浩司

（有）
テクアート
生年月日 1982.04.03

Yoshihiro Oomura

澳

Hideki Oomae

吉浩

大前 秀樹

（株）大成工業

CoCo壱番屋 豊田田中町店
生年月日 1985.04.08

Masaki Hasegawa

長谷川 政紀

桶源住興（株）

生年月日 1983.01.15

生年月日 1985.05.30
気球の前で、みんなで記念撮影

Hiroyuki Kato

加藤 祐幸

（株）道千
生年月日 1983.07.18

第４２回ＪＣ青年の船

大自然で育ったトマトを収穫

初日から活発に交流する子どもたち

シープドッグショーでは羊が間近に！

士別と言ったら羊。羊の毛刈体験

（有）長生軒
Kouta Furui

Tomoyuki Umemura

古井 浩太

梅村 知由

豊田プレステージホテル

生年月日 1985.12.31

Tokuma Inaguma

稲熊 徳磨

とうかい号

再会を誓って桜の木を植樹

私自身、とうかい号には一般乗船者を含め３回目の乗船となり毎回成
長の機会をいただいています。今回は最終年度ということもあり、この
機会を若いメンバーにも伝えていきたいという思いと、「全ては一般乗
船者のために」を合言葉にどの様にしたら一般乗船者に学びが得られる
のかを考えながら活動してきました。やはりとうかい号の力は凄く、全
てのメンバーに感動と学びを与えてくれる魅力ある事業でした。本当に

た。そして1987 年の士別青年会議所30周年記念事業の時に友好JCとして締結されまし
報告会で乗船した成果を発表しました

貴重な体験をありがとうございました。（国際委員会）

伊藤
覚

柘植 和彦

とうかい号は、普段の生活とは全く違う環境の中、船上の
研修と集団生活を通じて人を気遣う大切さと、皆で協力して
一つの事を成し遂げる素晴らしさを学ぶことができる魅力あ
ふれる事業です。これからも、多くの企業の皆様に乗船して
いただきたいです。（企画委員会）

士別市に
（株）
トヨタ自動車の北米向け車両をテストするための大規模テストコース
があり、このテストコースができたころより、士別JCと豊田 JCとの交流が始まりまし
た。同年11月 15 日には士別市長と士別JC の方々が豊田市を視察。その後、1991 年 6月

鶴峯 悦史

梅村 恒次

出向者からひとこと

一般社団法人士別青年会議所との交流の歴史

公益社団法人日本青年会議所、最大の事業であるとうかい
号に乗船させていただき、改めてその魅力を実感することが
できました。本事業は一般乗船者の研修については言うまで
もなく、青年会議所メンバーにも奉仕・修練・友情のすべて
の気づきを短期間で学ぶことができる機会を与えてくれます。
皆さんも乗船し、とうかい号の魅力を実感してください！
（研修委員会）
とうかい号に出向させていただき、乗船前から関わってき
た一般乗船者が、毎日表情が変化してく様子を間近で見るこ
とができました。その中でも褒めるタイミング、叱るタイミ
ングにはJC 団員それぞれの想いがあり、一般乗船者の皆さん
の成長には私たちJC団員の導きがとても重要なのだと気づく
ことができました。（国際委員会）

には豊田JC30周年記念事業として、交通安全キャラバンカーで士別を訪問させていた
だきました。また、
1992 年 8月には士別JC35周年記念事業として、士別 JCメンバーと
士別市の小学校に通う児童15名が豊田市を訪れ、豊田探訪をいたしました。そして
1996年 8月に豊田J C35周年記念事業として、豊田 JCメンバーとその子どもたちが2泊
3 日で士別を訪問し、士別の大自然の中で貴重な体験をし、士別の人たちとのふれあい
を通して友好を深めていきました。また大きな事業以外にも、京都会議のLOM ナイト
では、士別 JCと合同で行い、情報交換や親睦を深めています。

士別青年会議所との過去の交流の写真

第42回ＪＣ青年の船「とうかい号」には、多くの企業より乗船者をご輩出いただき
ありがとうございました。乗船報告会をもちましてすべてのプログラムが終了しまし
た。乗船者は研修で学んだ様々なことを会社で活かしてくれることでしょう。来年も
出航が決まっておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

気球に乗って飛び立ちます！！

士別商工会議所・千葉会頭表敬訪問
8月度事業で士別に訪問した際に、士別商工会議所の千葉会頭の元へ
表敬訪問して参りました。千葉会頭は豊田青年会議所と士別青年会議所
が友好JCを締結した際の実行委員長で、今でも当時の豊田メンバーと交

近田 知晃
4

とうかい号はＪＣの事業の中で経験しておきたい事業の一
つでしたので ご縁に感謝 です。核となる研修委員会として乗
船し、一般乗船者約400人を相手に研修の企画・設営・総まと
めを担当する経験はそうできるものではありません。船上と
いう極限状態の中で限られた材料を活かし、研修を構築する
能力は色々な場面で役立ちます。（研修委員会）

担当委員長あいさつ 会員交流委員会 委員長：吉田 京樹
第42 回 JC青年の船「とうかい号」へ18名の一般乗船者をご輩出くださいました12 企
業の皆様、心より感謝申し上げます。最初は不安でいっぱいだった乗船者が事前準備、
各種会議、そして洋上研修を経て絆を深め、積極的に行動したことで多くの学びを得る
ことができました。帰港式では眩しいほどの笑顔で下船してきた乗船者の姿を見て、改
めて絆の大切さ、
「とうかい号」の素晴らしさを実感することができました。貴重な経験
をさせていただき、ありがとうございました。

流があるそうです。改めて友好青年会議所の素晴らしさを実感すること
ができました。

1987年に豊田JCと士別JCが友好JCを締結した時に実行委員長を務めました。自分たちが現役の時に締結した友
好関係が、今では子どもたちの代に引き継がれていることに感銘を受けます。こうした友好関係が、孫の代にまで続
いてこそ真の友好と言えるのではないでしょうか。ちなみに私の息子の洋介も現役メンバーとして活動しています。

士別商工会議所
千葉道夫会頭
5

委員会紹介

例会・事業のご案内

委員長にいろいろな話を伺いました。

真の日本人創造委員会

委員長：澤田 樹男

１０月度例会（公開例会）

４月度例会では市民へ愛国心を醸成する事、８月度例会では真の日本人を創造する事を目的に例会を開
おります。今後も当委員会メンバーが率先して、地域に日本の伝統や文化の素晴らしさを発信し、愛国心
会を切り拓いていくために、日本人の軸を持った「真の日本人」となっていただけるよう、これからも運
動発信していくことで、豊かで平和な日本を未来へと残していくことができるのだと考えています。

4 月度例会では、なでしこジャパン（サッカー女子日本代表）の佐々木則夫
監督を講師として「世界に誇る日本人の心」について講演していただきました

スポーツ力創造委員会

委員長：板垣 直人

2012 年から続く歴代委員会の熱き想いを引き継ぎ、タグラグビー事業を構築しております。
そして何より、豊田市がラグビーワールドカップホストシティに決定したことをふまえ、11
月度事業ではタグラグビーだけでなく、（一社）豊田青年会議所を豊田市民へ発信できる絶好
のチャンスであると考えております。タグラグビーを通じて青少年育成を行うのはもちろん
のこと、行政、企業、関係諸団体及び市民との関わりを持ち、豊田市においてのスポーツ力
創造に寄与します。本年度は、ラグビーワールドカップ開催都市に豊田市が選ばれたことも
あり、例年以上に様々な活動を展開して参りますので、ぜひご参加ください！

「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〜

親子で豊田市の歴史について劇で楽しく学んでい

こどもたちが住み続けたいまちにするためには、Oidentityの

ただき、見て、感じることでこの豊田市に興味を持っ

確立が必要であることを7月度例会から学びました。Oidentity

ていただきます。二部では書籍を用いて子どもに歴

を確立するためには、まずはこのまちの魅力を掘り起こし、とも

史を伝えることの大切さを学んでいただくと同時

に助け合いながら、その魅力に関わることで豊田市への誇りや愛

に、これからこのまちの歴史や誇りの伝え方につい

着につなげていくことが必要です。地域の魅力を共有し、人と地

て学んでいただきます。親子の会話の中に豊田市の

域をつなぐ仕組みの発案・実践から、Oidentityを確立する過程を

話題を根付かせ、豊田市に興味を抱いていただき、

検証していきます。

誇りを考え提唱していただきます。

１１月度事業（対外事業）
ＪＣフレンドリーアカデミー
【１０月２４日（土）０９：００〜１３：００】
豊田市運動公園 球技場

ＪＣフレンドリーギャラリー

タグラグビーを通して、次世代育成を展開していきます。11 月度事業に向けて
準備を進めていますので、お楽しみに！！

【１１月２日（月）〜１１月２７日（金）】
豊田市役所

第４回ＪＣフレンドリーカップ

議長：数井辰浩

〜こどもが輝き

「LOVE RAPPORT TOYOTA CITY」と活動指針をメンバーへ目標、旗印として掲げられたことは、今後の活

つながりあるまちへ〜

【１１月２９日（日）０９：４５〜１５：４５】
豊田市中央公園 芝生広場

動の源と成ると考えます。プログラムショーケースは 9 月度例会で実践し、市民へ継続的にセミナーを発
信できる仕組みとなり知名度の向上にも繋がると考えます。8 月の友好 JC 士別青年会議所との交流事業で
は、子どもたちが積極的に行動し、地域を考えられる大人に成長することを想像し、また、メンバーには
友情の絆が生まれ、互いの成長に繋がるでしょう。間違いなく歴史に残る会議体となったことにお力添え
頂いた皆様に感謝申し上げます。ありがとうございます！
８月度事業では豊田市のこどもたちを連れて士別へ。
士別の大自然を通して、友情を深めました

メンバー紹介

皆さまの参加を

お待ちしております！

仕事にJC活動にがんばるメンバーを紹介します！

入会：2012 年度

ホームページ http://www.toyotajc.jp

体を強くする会〔じゃがいもクラブ〕（秋季）
１１月１０日（火）南山カントリークラブ

薮下 知秀くん 入会：2013年度
小島 悠司くん

検索

【１１月２０日（金）１８：３０〜２１：００】
豊田市福祉センター ホール

つなげよう！豊田市の歴史と誇り
そして、ぼくらの未来へ

の溢れる地域になって行く為に行動していくことが必要ではないかと考えます。これからのグローバル社

豊田ＪＣ

１１月度例会（公開例会）

【１０月１７日（土）１４：３０〜１７：００】
全トヨタ労連研修センター つどいの丘

催させていただきました。講師のお力添えもあり、多くの参加者に運動発信できたのではないかと感じて

豊田市 JC アカデミー創造会議

詳細はホームページをご覧ください

勤務先：
（医）あたげ会 小島歯科

歯科医師免許取得後、愛知学院大学歯学部附属病院総合診療部・県内の矯正歯科医院の勤務を経て現在に至り、地域に貢献できる
歯科医院を目指し、豊田市の学校歯科検診・妊産婦検診・成人検診・企業検診や訪問診療を行っています。父の影響で青年会議所を
知り、何も分からないまま（一社）豊田青年会議所に入会しましたが、今では多くの学びを与えてくださる先輩や喜びを分かち合え
る仲間に出会えたことに感謝しています。また、今年は（公社）日本青年会議所に出向をさせていただき、活動のスケールの大きさ
に驚きを感じながらも、様々な地域の方々との出会い、貴重な経験や活動を通じて地域のため、日本のための社会貢献に邁進してい

勤務先：菱栄工機

三河エリアを中心に北海道・東北を含め主に自動車産業に対し新規クレーンの設置・既設クレーンの改良などをお客様に営業・提
案をしています。
（一社）豊田青年会議所に入会して以来、
仕事とは異なる青年会議所活動には、
様々な学びと出会いが待っていました。
例会や事業、日本JC公認プログラムや各種大会でのセミナー等への参加は、自分の成長に繋がり、そして個々の成長が組織の成長で
もあり、地域の発展へとつながっていくのだと実感しています。さらに、入会しなければ出会うことのできなかった多くの仲間たち
と様々な事業をつくりあげる中で育まれた深い絆は、私のかけがえのない財産です。個々の力は小さく見えますが、実は大きな影響
力を持ち合わせていることを肝に銘じ、これからも仲間とともに学び、一層の成長を続けていきたいと思います。

ます。今後も現状に満足することなく自己のさらなる成長を目指して、青年会議所活動に取り組んで参ります。

葛本 雄大くん 入会：2012年度

勤務先：JOYスポーツ

横山 要範くん 入会：2014 年度

勤務先：社労士事務所 PIERRE

豊田市で、
「安定した企業作り」をサポートする企業のパートナーとして社労士事務所を開設しております。
「世界の人々が仕事を
愛知県を中心にスポーツ指導・請負・運営管理を行っております。ウエイトトレーニング・水泳・バレエ等のスポーツを通じ、お
客様のニーズにお応えるする為、徹底サポートしております。28 歳で（一社）豊田青年会議所に入会して 4 年目を迎えました。これ
まで大変多くの人と出会い、そして様々な事業に挑戦してきた中で、「何事もやらずして判断するのではなく、やってから判断する
もの。
」ということを多くの先輩から教えていただきました。楽なことばかりではありません。時には辛いと思う事もあります。悔

６

通じて人生の幸せや喜びを享受できる社会の構築に貢献する」を経営理念に掲げ、
「人」の採用から退職までのあらゆる問題の解決
等や「人」に関するエキスパートとして企業の人事・労務管理をサポートしています。日々の業務の中で、もっと自分自身が成長で
きれば、今よりももっと企業の為に活動していけるのではないかと考えていた時に、同業の先輩から「うってつけの場所がある」と
（一社）豊田青年会議所を紹介していただきました。入会からこれまで、積極的に行動することや時間に対する考え方、自社に向き

しいことはもっとあります。しかし、その先には必ず大きな気づきや学びがあり、支えてくれている仲間がいます。40 歳までとい

合う姿勢など、自分で想像していた以上の学びがあり、それ以上にかけがえのない一生の仲間ができました。これからもっと自分自

う限られた時間の中ですが今後も青年会議所活動を通じて様々なことに挑戦し、駆け抜けていきたいと思っております。

身を高め、地域、企業、家族、仲間に還元できるように、精一杯活動していきます。

７

