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＝一般社団法人豊田青年会議所2018 年度例会・事業の報告＝
3月度
例会

私たちの未来を共に考え、一人ひとりに根ざす主権の
根源的価値を見つめ直すとともに、若い世代に伝えていく
〜青年経済人である私たちが
未来を想い、考え、変えよう〜

３月１6 日（金）
豊田商工会議所会館

4月度 とよたイギリス祭
〜イギリス発祥の食べ物や500 年以上の歴史を持つ
例会 パンケーキレースを体験しよう。〜

４月２2 日（日）
豊田参合館 広場
参合館アトリウム

中高生を中心に結成されたご当地アイドル「Ｓｔａｒ☆Ｔ」のメンバーをゲスト審査員
に迎え、年金制度の問題及びその実現過程について、青年会議所メンバーが共に検討し、
改めて考えることで、自身の政治的資質を向上させるとともに、実際に若い世代への説明
を通じて、主権者教育の手法を学ぶことを目的とし開催いたしました。
ディスカッションでは年金制度の問題に対する政策的な考えを自らの頭で考え、同世代
に対してのみならず、若い世代に対してもその考えをわかりやすく説明して、理解しても
らう手法を学びました。
政治的関心を日常から持ち続ける必要性を認識するとともに、若い世代への教育の必要
性を痛感し、成熟した主権者を創る責務と自覚を強く心に刻む例会となりました。

インバウンド獲得へ向けた取組みを実践することで、今以上にまちを活性化させること
ができるのではないかという意識を持つことを目的としました。
豊田市は東京オリンピック・パラリンピックにおける英国のホストタウンの 1 つに登録
されました。豊田市は 1998 年に英国のダービーシャーと姉妹都市提携を結び、交流を
行ってきた経験を活かして、今後、英国のオリンピック・パラリンピック選手との交流や、
国際交流、スポーツ、教育、文化などにまつわる様々なイベントを行うことが予想されます。
まずは我々がさきがけて行動をおこし。イギリスの伝統や食文化を体感することで、イ
ンバウンドについて興味を持つことができ、自らが行える
インバウンドの取組みが何か無いか考える機会を創造しま
した。たくさんの家族連れの市民の皆様
にもご参加いただき、イギリスおよび豊
田市とイギリスの交流の経緯を知ってい
ただく機会となりました。

5月度
〜未来につながるブランディング〜
例会

6 月度 「ＴＯＹＯＴＡ スポーツフェスティバル 」中京大学
例会 〜世界とつながろう〜
豊田キャンパス体育館

５月１6 日（水）
豊田商工会議所会館

６月 17 日（土）

（一社）豊田青年会議所が永続的に愛される団体となるために、メンバー個々が組織ブ
ランディング向上のための手法を身につけていただくことを目的とし開催いたしました。
当日はブランディングプロデューサーの安藤竜二氏を講師にお招きし、なぜブランディン
グが必要か、ブランドとは何なのかを講演いただきました。
ワークショップでは、安藤氏が唱する「トルネードブランディング」で使用されている
教材ペルソナ・シートを使用し、各メンバーに自社のブランディングを考えていただきま
した。
ブランドについての基本的な知識を学び、実例を通じてブランディングの必要性を認識
するとともに、すぐに使うことができる具体的な手法を覚えることができました。( 一社 )
豊田青年会議所のブランディングの方向性と
展望、どう活動に活かしていくかをメンバー
で共有できた例会となりました。

スポーツ交流を通して、色々な文化や言語の違いを乗り越え、交流することで相互理解
しさらには、国際化が進む地域のリーダーとして多文化共生社会の重要性を知っていただ
き、国際交流を積極的にできる人材となることを目的とし開催いたしました。
当日は多くの市民および多国籍の親子連れやボランティアの皆様にもご参加いただきま
した。多種多様な競技と自由な発想で楽しめるスポーツフェスティバルを通して参加者同
士が言語に頼らないコミュニケーションで工夫を凝らし、チームで意思疎通を図り、協力
し合うことで、スポーツを通した国際交流の楽しさを体感し、スポーツのもつ無限の可能
性を肌で感じていただきました。
スポーツを通し多文化交流の
必要性に気づき、理解したうえで、
市民が外国人とつながることでメ
ンバーが次世代を支える人材へ変
貌し、共創社会を実現させるきっ
かけとなる例会となりました。

7 月度
例会
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７月 18 日（水）
豊田商工会議所会館

一人ひとりが働きやすい環境を整えることが女性にも働きやすい労働環境につながるこ
とを理解し、希望する働き方に合った制度や支援策を考えることができる人材となること
目的に開催いたしました。
講師に一般社団法人ワークライフバランス東海代表の梶川洋様を迎え、具体的に働きや
すい就業環境や取組を学び、女性にとっても働きやすい組織づくりをし、他社との違いを
売りにすることで労働者の量と質の向上につながることを説明いただきました。
グループディスカッションでは、株式会社ｅｉｇｈｔ代表取締役の鬼木利恵様と豊田市
働き方改革アドバイザーの皆様を迎え、働くことに制約が発生した社員を題材に就業規則
と組織体制の面でどう対応するのか、カードゲーム要素のあるワークシートを用い、対話
による希望する働き方に合った制度や支援策を検討しまし
た。働き方改革に取組むために対話、制度と支援策の一体
性、共通意識の重要性を理解し、働きやすい環境の答えは
自社にあることに気づき、対話による制度や支援策を検討
する手法が身についた例会となりました。

会員拡大への
ご協力の御礼

ご縁

全ての

に感謝！！

19名が入会しました

西日本豪雨支援金募金

豊田市駅の松坂屋前で西日本豪雨募金の募金活動を行いま
した。総額 118,160 円と非常に多くの市民の皆様にご協
力をいただくことができました。集まった募金は関係機関を
通じて西日本豪雨の被災地に寄付させていただきます。。

２０１８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２０名の卒業生がいる中で準会員１９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：JC ブランディング委員会
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体を強くする会「じゃがいもクラブ」[ 春季大会 ]
豊田カントリー倶楽部

5/8（火）

５月 8 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。
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 16 日（火）に開催いたします
秋季大会では、会場貞宝カントリークラブにて
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！

大人気

未来キッズプロジェクト

第一部 成果発表会

スペシャル
ゲスト

①

学校の授業の一貫として制作した地域企業のＰＲ動画を発表します。
企画・構成・取材・撮影まですべて子どもたちで制作しました。

所属：吉本興業

メインチャンネル登録者
約 45 万人、サブチャン
ネル約 4 万人という大き
な支持を受けている。

地域企業を子どもたちの目線で紹介します。
未来キッズプロジェクトの詳細は裏面をご覧ください。

キャリア教育を通して様々な
ことを学ぶ機会を提供

ユーチューバー

YouTuber

©YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD.

地域企業をお招きして PR 動画 実際に現場に出向いて撮影、
撮影に向けた取材活動
子ども目線でどんな動画に！？

サマーコンファレンス 2018
〜日本創世への軌跡〜
７月２１日・２２日に横浜にてサマーコンファレンスが開催されまし
た。百人近くの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。日本青年会議所へ出向するメンバーも多く、各委員会
で様々な担いをこなしていました。

8 月度例会
8 月２６日（日）
広川台小学校

9 月度例会
9 月 1６日（日）
スカイホール豊田

未来キッズプロジェクト
〜僕らが広報やってみた〜

橋下徹と考える
この国の未来
中高生を中心とした若者世代

人気 Youtuber「はいじぃ」
〜僕らが

広報やってみた〜

第二 部

スペシャル
ゲスト

②

トークセッション

菊地幸夫氏、はいじぃ氏、阿知波早百合校長（豊田市立広川台小学校）、
伴健太郎校長（豊田市立東広瀬小学校）

TV でも人気の弁護士菊地幸夫氏をお招きして、トークセッションを開催。
菊地幸夫氏、はいじぃ氏から「プロジェクトの評価」と「子供たちの成長」、「企業に与える影響」の
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菊地幸夫

東京都出身。中央大学法学部卒業。元司法研修所刑事弁
護教官。弁護士としては、民事・刑事・学校・教育問題
などを手がける。行列のできる法律相談所・スッキリ !!
ゴゴスマ -GO GO!Smile!- などに出演中
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上記電話または右記 QR コードにて
申し込みしてください

幸夫」弁護士をお招きし、

つ必要性と実益を感じていただ

子ども達の生きる力について

くとともに、若い世代が政治に

一緒に考えます。また、小学校

参画することの重要性を認識し

教育に取り入れていただいた

ていただき、個々人がシルバー

未来キッズプロジェクトの発

民主主義の打破へと踏み出すこ

表会も開催いたします。

とを目的とします。
講師橋下徹氏をお迎えして、

子どもたちが企画から手掛けた

来場者に政治参画の必要性を感

力作をご覧ください。

じていただく例会とします。

※先着順にて対応させていただきます
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を対象として、社会に関心をも



8.26
֥
!486ྴ

弁護士

観点から意見をいただいます。

テレビでもおなじみの「菊地

クラウドファンディングご協力のお願い
昨年度、大好評で ASPAC2018 のアワードでも入賞いたしました「とよたっ子コンテスト」を今年も開催したいと
思います。本年度は新たな取り組みとしてクラウドファンディングを活用して事業を構築していきたいと考えておりま
す。青年会議所の新しい運動発信としてチャレンジしていますので、皆様のご協力をよろしくお願い致します。
※クラウドファンディングとは…インターネット経由で不特定多数の人々から資金調達を行い、商品開発や事業などを
達成する仕組み。

https://readyfor.jp/projects/toyotajc

「じゃがいもクラブ」10/16

体を強くする会

秋

貞宝カントリークラブ
JC ブランディング委員会 宇井洋平
早いもので夏も終盤にさしかかり、昨年我々が主管した愛知ブロック大会も近づいてまいりました。
昨年は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
発信の場として多くの人にお越し頂いたことを今でも覚えています。
懇親会のなかで行われるのが卒業式。早いもので一緒に活動してきた卒業生との時間もあとわずか。
我々入会が浅いメンバーとしても多くの卒業生からいろいろなことを学んで行きたいとおもいます。
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

開催

検索

ホームページ

http://www.toyotajc.jp

