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＝一般社団法人豊田青年会議所2017 年度例会・事業の報告＝
3月度 高齢者の活躍が、社会を変える
例会 〜高齢者の活躍は、私たちがつくりだす〜

３月１５日（水）
豊田産業文化センター

4月度
例会

トヨトーーク２０１７ ULTRA VOTE PROJECT
〜若者１１名が考える☆超リアル主権者〜

４月２３日（日）
ＪＡあいち豊田本店
ふれあいホール

高齢者の活躍する場を広げるために、「ＯＶＥＲ６５」運動を発信しました。これは高
齢者の活躍を推進し、高齢者向け商品・サービス・雇用を提供する個人や各種団体、企業
を認定し、高齢者の活躍の場、機会の選択肢を多様化するための運動です。 社会内で高齢
者が活躍していることが広く認知されれば、高齢者、高齢化に対するイメージが改善しま
す。この運動が社会全体に広がることで、高齢者に限らず、誰でも年齢に関わりなく社会
内で役割をもって活躍できる、楽しい社会の創出につながっていきます。
トークセッションでは坂元玲介氏（合同会社Ｐ−ＢＥＡＮＳ）と岡村達司氏（株式会社
三州足助公社）をお迎えし、実際に高齢者の培った経験や能力を生かし活躍の場をつくっ
ている人に、高齢者が活躍するためのポイントを伺いました。スマホを使ってリアルタイ
ムにアンケートを取り、来場者と一緒になって自らの企業
に置き換えた場合に何をすべきかを見つめ直し、今後、高
齢者が活躍する機会、場を増やすために何が必要かを考え
るきっかけとなりました。高齢者の活躍の場が広がること
は、女性、若者、外国人、障がい者など、年齢、性別、人
種等にとらわれず、全ての人に活躍の場が広がっていくこ
とにつながることが解りました。

若者層をターゲットに、社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の一員として主体的
に担う力を身に付けていただくことを目的とし、講師講演とトークセッション形式で例会
を開催いたしました。基調講演では、藤川政人氏（参議院議員）に民主主義の本来の在り
方と日本の現状を分かりやすく伝えていただきました。また、トークセッションでは青年
会議所ＯＢでもある、河村直樹氏（オーバル法律特許事務所）がコーディネーターを務め、
講師講演にてお話いただいた内容についてより若者の価値観に焦点を当て、若者の政治参
画に関する疑問や不安から地域の課題を探りました。リアルタイムアンケートを用いて、
客席と共感しながら、それぞれが主権者としての役割に気付いていただけたのではないで
しょうか。
このように主権者としての意識を育むことを通じて、青
少年が社会の一員であることを意識し、未来のまちを担う
次世代であることを認識し、次世代の行動が未来のまちの
創造へとつながっていきます。そして、その先に地域で活
躍する未来の人財が生まれるきっかけとなり、ひいては、
今後のまちを担う次世代の行動によって、豊田のまちの価
値がさらに高まっていくことに期待したいと思います。

5月度 〜この手で育てる未来の価値〜
例会 今、すべきこと・できること

6 月度 「 TSUNAGARU 」
例会 〜自分のまちと人がもっと好きになる〜

５月１７日（水）
豊田市運動公園 体育館

講師には佐藤 正一氏（豊田市教育委員会学校教育課指導主事）、リオデジャネイロ五輪
カヌーのスラローム・カナディアンシングルでカヌー競技初のメダルを取得した日本代表
の羽根田卓也選手の父である羽根田邦彦氏（愛知県カヌー協会理事長）にお越しいただき
ました。講演では佐藤氏には教育と地域社会の連携の重要性等について、羽根田氏には「支
える」スポーツについて貴重なアドバイスをいただき、その後のパネルディスカッション
にて、スポーツは次世代育成にとっての有効か、スポーツ環境の向上は、地域全体で行わ
なければ効果がないことを、実体験を交えて教えていただきました。
今後私たちが、地域のスポーツ活動に積極的に参画し活動していく中で今回の例会は行
政、教育機関、地域社会が一体になって動くことが大切だということ。そこには私たちが
橋渡し役となり、そしてそれを伝播していく
存在でなければいけないことに気づかされま
した。今後も我々は、２０１９年ラグビーワ
ールドカップ開催に向けてのまちの動きを追
い風にして、スポーツによる次世代育成の認
識を広げていく運動発信を積極的に行ってい
きたいと思います。

7 月度
例会

世界における自社という視点から国際の機会を創る
〜青年経済人である私たちの力がこのまちの価値に〜

７月２８日（金）
豊田商工会議所会館

豊田商工会議所にて７月度例会を開催し、講師に（一社）豊田青年会議所の特別会員で、
トヨタ自動車株式会社の顧問でもある渡辺捷昭先輩にお越しいただきました。「国際の機
会が溢れている豊田市において、世界の中の企業として果たす役割・価値、日本人らしい
おもいやりの心を活かした企業であるため」という視点から、現場での仕事の進め方とい
う内容でご講演をいただきました。
ケーススタディでは、新たに国際の機会を見つけ出し、取り組む計画・事例をメンバー
が発表しました。その後、事前に記載して各自持参したワークシートをもとに、自社の問
題点を探り、それを改善していくための具体的な対策について異業種のグループに分かれ
てディスカッションをするなど各企業の夢・ビジョン・目標と、身近にある国際性の部分
をリストアップするなど、自社を見つめ合う時間となりま
した。自社の問題解決のために国際の機会を活かすことが
ひとつの方法であると考えます。豊田市は２０１９年には
ラグビーワールドカップが開催され、国際の機会がさらに
溢れることとなります。これをチャンスとして捉え、積極
的な国際の機会の活用及び創出についての意識改革を行っ
てまいりたいと思います。

会員拡大への
ご協力の御礼

ご縁

全ての

に感謝！！

２５名が入会しました

６月２５日（日）
とよた参合館

６月例会では、公共の空間で人と人とが関わりを通じて、まちのもつ魅力や誇りを感じ
ていただきたいという思いで「ＴSＵＮＡＧＡＲＵ」をテーマにローカルマルシェを開催
しました。出展者一人ひとりの考え方やモノに対する想いに触れ、来場者、青年会議メン
バーともに楽しい時間を共有しながら、ひととのふれあいが自然に生まれるマルシェを介
して、地域の魅力的な人、モノとＴＳＵＮＡＧＡＲＵことができたのではないでしょうか。
当日は雨模様ではありましたが、出品者の方々からは、「人とのふれあいがとても楽しく
感じた。」「地元である豊田に恩返しをしたい」という感想も頂きました。各出展ブース前
に設置したＰＲボードには、出展者
の想いやブース内容、連絡先を誰も
が分かりやすいよう、マルシェでの
出会いが新しい関係へつながるよう
にという工夫を凝らしました。人と
人とのつながりが、新たなまちの魅
力へとつながっていくとことに期待
したいと思います。

7/30

（一社）士別青年会議所
６０周年記念式典

我々の有効 JC でもあります（一社）士別青年会議所の
６０周年記念式典に参加してきました。多くの先輩方も参
加され、士別青年会議所 OB の方々との再会を楽しむ姿を
みて、先輩方が築いてきた伝統を感じることができました。

２０１７年度の会員募集にも多大なるご理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。
本年度は１７名の卒業生がいる中で準会員２５名の認定をすることができました。明るい豊か
な社会の実現を目指す青年会議所の組織形態は会員が全てであり、その基盤がなければ活動す
ることができません。その会員数が純増するということは組織力・企画力・発信力の向上につ
ながり、諸先輩方より引き継がれてきたバトンを後世につなげられたと思います。我々が先輩
諸氏から学びを得たように、これから新たな同士たちをＪＡＹＣＥＥに育て上げ、一緒に切磋
琢磨しながら能動的な地域のリーダーへと勇往邁進してまいります。
まだまだ若輩の現役会員に対して今後もご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。

発行：一般社団法人豊田青年会議所 編集：広報渉外委員会

http://www.toyotajc.jp

会員開発委員会
委員長・近田知晃

MAIL info@toyotajc.jp

【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

活動
報告

体を強くする会「じゃがいもクラブ」[ 春季大会 ]
5/23（火） 貞宝カントリークラブ

﹁じゃがいもクラブ﹂

体を強くする会

セントクリークゴルフクラブ

秋

10/3
開催

サマーコンファレンス 2017
〜日本を変えるのはオレたちだ !!〜

５月２３日（火）に体を強くする会じゃがいもクラブ春季大会を開催いた
しました。シニアクラブ会長横山眞久先輩をはじめ４０名のシニアクラブ会
員の皆様にお集まりいただき誠にありがとうございました。また会場をお貸
しいただきました貞宝カントリークラブ杉浦毅先輩、誠にありがとうござい
ました！
天候にも恵まれ最高のゴルフ日和の中、今回のじゃがいもでは一層シニア
クラブと現役の結束を高める狙いの中、新入会員や入会歴の浅いメンバーを
優先的に組み合わせいたしました。失礼が多々あったかと存じますがどうか
温かい目で見守っていただき、今後の交流から若い世代の成長、豊田青年会
議所の発展に期待していただきたいと思っています！
また、１０月３日（火）に開催いたします
秋季大会では、第５０回ブロック大会におけ
る現役の活動風景をご覧いただける内容を企
画しています。会場セントクリークゴルフク
ラブにて多くの先輩皆様とお目にかかれます
ことを現役一同切に祈念しております！多く
の皆様のご登録をお待ちしてます！

７月 22 日・23 日に横浜にてサマーコンファレンスが開催されまし
た。100 人を超える豊田メンバーも横浜の地に集い、様々なフォーラ
ムに参加いたしました。安倍晋三内閣総理大臣によるメインフォラーム
では、メンバーへ熱いメッセージをいただきました。

（一社）豊田青年会議所から
まちづくりに関わる
様々な情報を発信！
まちサポメンバーだけの
特典もあるから、
ぜひ登録してみよう！！

男子禁制 !?
サマコンで
仲間がふえる
全国の

女性新入会員による座談会。
広報渉外委員会の市川直美委員長が
女性だからこそ聞ける本音を探る！

柳澤 侑季

サマコン期間中は会場近隣で、メンバーが
過去の出向仲間にいろいろな場所で会うのを
見ていてきっと驚きや可能性を感じたのでは
ないでしょうか。ＪＣでつながれるのは LOM
だけではなく日本、そして世界もだというこ
とをこれからじっくり身をもって感じてもら
いたいです。

講評

泣いてても
議案の期限は
遅らせない

「私たち“
JC”
がんばってますが、何か。」
川柳バージョン

加藤 浩枝

ひろえちゃんは新入会員幹事として議案や
上程日に追われることもあるんだね。確かに
時間に追われるのは精神的に追い詰められ
る。だけど組織としてルールを守ることが、
みんなの高い意識や豊田ＪＣの LOM の結束
にもつながるんだなーと私は思います。議案
ファイト〜！

夢描き
成長求め
出向だ！

木戸 麻耶

本年度、広報渉外委員会幹事を新入会員で
受けた麻耶ちゃんは愛知ブロックや日本で行
われた会議や活動も見る機会が多々あったと
思います。それがサマコンを終えたときに自
分もこんなステージで活動してみたいと思え
たことは素晴らしいね。姐さんもうれしいよ。

繋がった
若い我らで
豊田の輪

堀田 さくら

LOM ナイトの終わりに歌う「若い我ら」。
多くのメンバーが肩を組んで歌う様子は本当
に凄いよね。いつもは委員会で行動すること
が多いけれど、なんだかんだ仲の良い LOM
なんだと実感する瞬間です。いつも設営だか
ら私も一緒に歌いたいな〜〜。

次年度の
足音聞こえぬ
四十歳

木戸 麻耶

広報渉外委員会・委員

加藤 浩枝（株）山田屋

柳澤 侑季（株）ヤナギサワ自動車販売

広報渉外委員会・幹事

会員開発委員会・幹事

ブロック大会記念委員会・委員

広報渉外委員会 委員長

疲れたときは名古屋港水族館の
「ちんあなご」を見て癒される。

市川委員長を尊敬してやまない
数少ない委員会メンバーの一人。

近田委員長のもと、日々鍛えられる
スーパー幹事。 趣味はヨガ。

豊田 JC 初の女性理事長を狙う（？）
最年少25歳のピチピチギャル。

市川直美

ジブラルタ生命保険（株）

堀田 さくら cozakura*room

スマホやタブレットでも見みやすくＨＰをリニューアル！

広報渉外委員会 副委員長 瀬内孝幸
いよいよ一カ月に迫ってきた愛知ブロック大会。記念すべき５０回大会を豊田で開催できることが
とてもすごいことだと感じております。第１回大会以来約５０年ぶりということで５０年前はどんな
大会だったのだろうと興味が湧いております。愛知ブロックの運動発信の集大成の場ではございます
が、豊田青年会議所本年度の最大の運動発信の場となっております。ぜひ、多くの方にご来場いただ
ければと思います。
また、我々広報委員会では毎日 Facebook にて豊田市の様々な情報を発信しております。まだまだ
私たちの知らない豊田市の魅力があるんだと感じながらも、一人でも多くの方に豊田市の魅力を伝え
たいという想いもあります。ぜひこちらもご一読いただければと思います。

豊田ＪＣ

検索
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