日ごろは、一般社団法人豊田青年会議所に対しまして格別のご理解ご
協力を賜り、厚く御礼申し上げます。おかげをもちまして、２０１７年
も力強くスタートを切ることができました。私たちは豊田市が「人が輝
2017.03

VOL.11

き、魅力溢れるまち」になるために日々活動させていただき、皆さまの
ご理解とご協力をもちまして、昨年には創立５５周年を迎えさせていた
だきました。
２０１７年は新たなるスタートの年とし、このまちの価値を改めて考
えることにクローズアップして活動させていた
だきます。産業と自然豊かなこのまちの価値を、
さらに高め、次代へとつなぐまちづくり活動を
展開してまいります。結びに、皆様方の益々の
ご健康とご多幸をご祈念申し上げますとともに、
さらなるご指導ご鞭撻を賜りますことをお願い
申し上げご挨拶とさせていただきます。
第 58 代理事長 今野公介

＝一般社団法人豊田青年会議所2017 年度例会・事業の報告＝
１月度
例会

賀詞交歓会
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１月９日（月） 名鉄トヨタホテル

ご出席いただいた皆さまに向けて第５８代理事長今野公介君が所信を表明し、本
年の方向性を示し、201７年度の活動の中枢を担う理事会構成メンバー紹介を行い
ました。日頃より私たちの活動に対して、深いご理解と温かいご支援をいただいて
おります、豊田市長・太田稔彦さま、衆議院議員・古本伸一
郎さま、八木哲也さまをはじめとするご来賓、関係諸団体、
特別会員の皆様をはじめ２７０名のたくさんの皆様のご臨席
を賜り、年頭のご挨拶をいただきました。一人ひとりが活
動に対する意気込みを行政・関係諸団体、そして先輩方へ
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田青年会議所は多くの方々からご理解・ご協力をいただ
き、支えられていることを実感することができました。
〜集え 10,000 人
２月度 第５０回愛知ブロック大会豊田大会に向け
50 回会だよ全員集合〜
例会
2 月 14 日（火） 豊田産業文化センター 小ホール

昨年、愛知ブロック大会を半世紀ぶりに主管することが決定しました。それにと

の価値を高めていただくための発信力・集客力を高め
るための広報についてを学びました。先輩方のこれま
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豊田JC シニアクラブ第 7 回定時総会
名鉄トヨタホテル

シニアクラブの定時総会が開催され、多くの方にご参加いただきま
した。定時総会後には講師講演として市橋章男氏を講師としてお招き
し、三河が生んだ三英傑について熱くお聞かせいただきま
した。懇親会では現役メンバーとシニア会員８０名ほどが
杯を交わしながら、本年の抱負や会員の拡大、愛知ブロッ
ク大会豊田大会について真剣に話し込む場面も見られ、
大変貴重なお時間を共にすることができました。

でのご尽力があり、このような機会を賜ることができ
たことでまちの魅力を発信する絶好の機会と捉え、
豊田大会成功に向けて邁進してまいります。
◆パネリスト

○金森康浩氏＝（株）流行通信・執行役員編集長
○藤井修太郎先輩＝（公社）日本青年会議所東海地区
愛知ブロック協議会２０１５年度会長

豊田 JC メンバーによる

︵有︶
稲垣写真館

稲垣 博貴
カメラマン

仕事の流儀

名古屋会議 名古屋市公会堂

愛知ブロック協議会のスタートとなる名古屋会議が名
古屋市公会堂にて名古屋会議が行われました。厳かな雰
囲気の中、愛知ブロック協議会 2017 年度会長朝倉伸
一君よりの方針が発せられました。２０１７年度は当 LOM より直前会長として横山栄介
先輩、JC青年の船とうかい号特別委員会特別委員長の鈴木健太郎君をはじめ４０名のメ
ンバーが愛知ブロック協議会へ出向しています。その後 LOM ナイトを開催して出向者激
励の機会とさせていただきました。

もない主管LOMとして来場者へ豊田市の魅力を感じていただきながら、愛知ブロッ
ク協議会の運動を最大限に発信するためにはどうしたらよいかを学びました。まち

京都国際会議場

毎年１月に開催される１００名近いメンバーが参加し
ました。（公社）日本青年会議所第６６代会頭青木照護
君からは、世のため、人のためが自分のため。目先の利益よりも、未来への投資を重んじ
る生き方、それこそが全ての日本人が目指すべき日本の道『日本道』であると発信されま
した。ＬＯＭナイトでは多くの日本出向者を激励するとともに、毎年恒例となっておりま
す友好ＪＣでもある（一社）士別青年会議所の皆さまにもご参加いただき、懇親を深める
とともに情報交換をすることができました。
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と発信する場となりました。新年賀詞交歓会を通して、豊

京都会議

スマホでも写真を上手に撮影できる。
進学シーズンや行楽で写真を撮る機会も増えてくる春です！私、２０１５年度入会・広報渉外委員会幹事の稲垣
博貴から今回は「プロカメラマンのスマートフォンあるある！！」を皆さんに教えちゃいます。
昨今ハイスペックかつ高画質に進化するスマートフォンのカメラを使うことが多くなり記念撮影でも携帯で撮る場
面を多くみかけます。しゃしんきれいな写真を撮る裏ワザをこっそり教えます！まず基本は手ぶれ。デジカメなら
三脚を使えますが携帯を使う場合は机やいす、柱などを使ってまず手元がぶれるのを支えてください。これだけで
失敗は激減します！あとは室内や暗い場所での撮影に用いるフラッシュ機能。使ってみるとなんだか光が強すぎて
お化けみたいになることも。これは普通のデジカメでもよくありますが、こんな時はフラッシュの光を和らげるた
めにティッシュを使いましょう！フラッシュの出る部分に薄くティッシュをかけてあげるだけで、光加減が和らぎ
ます。アプリやパソコンの機能でデータを編集することも可能ですが覚えておくと便利です。お顔映りを良くした
い場合は白い壁のある部分で壁色をレフ板代わりに使ったりするのも自然に明るい顔色を作るテクニックです。携
帯で写真を撮影の際は試してみてはいかがでしょうか。

発行：一般社団法人豊田青年会議所 編集：広報渉外委員会
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会員拡大情報
入会確定者

ご縁

全ては

今後のスケジュール

からはじまる！！

会員開発委員会
委員長・近田知晃

日頃から我々の運動にご理解・ご協力を賜り心より御礼申し上げます。私たち青年会議所の会員は「修練・奉仕・友情」の三信
条を旨に日々、自己研鑽をしながら公益事業を企画・実施し、会員同士の絆や地域・行政・市民との絆を深めています。ただし、
多くが入会当初から地域や未来の子どもたちのために何かしようという志を持ち活動したかというよりは、諸先輩方が築き上げた
礎の上に参画し、自己成長してく中で利他の精神が芽生えたといえます。
青年会議所活動は大なり小なり「時間・お金・心の余裕」がなければできないと思います。それを他人と比べるのではなく自分
なりに有効に活用する努力こそ重要だと考えます。その思想は『恩送り』として今も現役会員に生き続ける核であり、行動の原動
力となっています。そして、明るい豊かな社会の実現を目指す我々にとってマンパワーは必要不可欠であり、共に学び・共に活動
できる仲間を探していますので、ご協力の程お願い申し上げます。

14 必達目標
2 月末日

例会
案内
﹁じゃがいもクラブ﹂

体を強くする会

貞宝カントリークラブ

春

5/23
開催

4 月度例会

5 月度例会

4/23（日）13:30-15:40

ＪＡあいち豊田本店ふれあいホール

トヨトーーク２０１７ ＵＬＴＲＡ ＶＯＴＥ
〜若者１１名が語る☆超リアル主権者〜

ＰRＯＪＥＣＴ

3/28（火） 入会候補者説明会
拡大懇親会
3/31（金） 第 1 回面接会
4/28（金） 異業種交流会
5/26（金） 入会候補者説明会
拡大懇親会
面接会
6/6（火）

30

5/17（水）18:30-21:00
豊田市運動公園

体育館

〜この手で育てる未来の価値〜 今、すべきこと・できること

選挙権を持つ若者へ。

子どものために、今できること。

選挙権年齢が満１８才以上に引き下げ

講師講演とパネルディスカッションを使って競

られ、新たに選挙に加わった若者層を

技者を支える側の重要性や、スポーツを使った次

ターゲットに、主権者として社会の中で

世代育成事業の有効性、さらにはスポーツ環境の

自立し、他者と連携・協働しながら、社

向上には今、指導者育成が必要だという理解へつ

会を生き抜く力や地域の課題解決を社会

なげます。また、カヌー競技初のメダルを獲得し

の一員として主体的に担う力を身に付け

た日本代表の羽根田卓也選手の父である羽根田邦

ます。トークセッションではリアルタイ

彦氏を迎え、父としてどう支えたのかを講演いた

ムアンケートを取り上げ会場一体となっ

だきます。

て主権者意識の確立について学びます。

講師：佐藤 正一氏

講師：藤川政人 氏（参議院議員）

（豊田市教育委員会 学校教育課・指導主事）

パネリスト：河村直樹 氏（弁護士）

講師：羽根田邦彦 氏（豊田市カヌー協会・理事長）

（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 !?

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！

「私たち“
JC”
がんばってますが、何か。」
柳

メリハリをつけて上手に時間を使うことを心がけてＪＣを長く続けていきたいです♡

早いもので入会してもうすぐ一年。 9 月に予定者として始まった委員会活動もそろそろ慣れ
てきたんじゃない？入会してから今まで自分の中でどんなことが「変わった」と思う？

市

ゆきちゃんはまだあと１5 年以上あるもんね。 さくらちゃんもまだ若いしね。

堀

わたしも８年あります。役を受けたり、活躍したりするうえでも男性会員の理解は大切ですね。

加

わたしはいろいろな作業をする中で自然とパソコンのスキルが上がりましたね。

木

市

そっか、 ひろえちゃんは会員開発委員会の新入会員幹事だったね。案内や議事録を作るから、
気がついたらパソコンスキルあがってるよね。

事業も、 タグラビーや職業体験など去年もあったような、 親子で参加できるものを増やすと、
家族からも理解してもらいやすいし、 一般市民にも浸透しやすいと思います。

柳

柳

私は新しい出会いがたくさんある中で初対面の人に対しても壁を作ることが減りました♡

第５０回愛知ブロック大会豊田大会がまさにそうなるように頑張ってます （笑）。 今日も会
長公式訪問にＰＲに行ってきます♡

市

人との出会いはＪＣならではの特権だからそれはすごいメリットだね。 アカデミーもはじま
るし、 やたらと知り合いが増える時期だもんね。 まやちゃんは？

木

そうだね！そんな組織になれるように、ここにいる私たちもリーダーになって頑張らないと！

加

わたしも今年は近田委員長の下で一年頑張り、強い自分になれるように努力します。

私は個人事業主だから普段は一人で仕事をしているんですけど、ＪＣに入ってからは周りを見
ることを覚えましたね。 特に渉外業務をしていると気を使うことばかりで…。。。

堀

わたしもまずは身近な大切な人にＪＣの活動を知ってもらうようにしようと思ってます。

市

みんなありがとう！男性に負けず私たちもがんばろう！次回はお酒を飲みながらやろうね。

市

木

まやちゃんは広報渉外業務があるから特に大事だね。 いつも私を支えてくれてありがとう。
今度からあげをご馳走するね。活動していくうえで、みんなは家族や職場の理解は大丈夫？

堀

仕事の予定調整をしっかりして、 活動できる時間を作っています。

木

家庭と仕事とＪＣのバランスをうまくとるようには心がけていますが、
なかなか難しいですね。

柳

家族や職場で心配される前に活動のことを積極的に話すようにしています♡

市

今後さらに女性の社会進出やＪＣでも女性の拡大していくことが課題にもなってるけど…

加

いろいろなことにおいて拘束時間が長いことを改善できるともっといいと思いますけどね。

女性新入会員
2016年度

市

木戸 麻耶

ジブラルタ生命保険（株）

堀田 さくら cozakura*room

広報渉外委員会・幹事

広報渉外委員会・委員

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。

加藤 浩枝（株）山田屋

柳澤 侑季（株）ヤナギサワ自動車販売

会員開発委員会・幹事

ブロック大会記念委員会・委員

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。

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 委員長 市川直美

一年間よろしく
お願いいたします。

日毎に寒さも和らぎ、市内の緑化センターでは紅梅が満開に咲き、足助の町並みでは中馬のおひな
さんが開催されています。2017 年度も 3 月に入り、助走期間を過ぎ、LOM 全体が各々の担いに向け
て疾走中です。また、本年度は記念すべき 50 回目の愛知ブロック大会を豊田市で開催されます。豊
田の魅力や青年会議所の存在価値を市民に力強く発信できる最大のチャンスと捉え、広報渉外委員会
では市民に向けて、効果的な広報活動に取り組んでまいります。また、本年度は３回にわたり、シニ
アクラブ会員の皆様向けに活動の内容や事業案内を「広報誌ＬＩＮＫ」として発刊してまいります。
今後も一般社団法人豊田青年会議所の活動に、多大なご理解とご協力を賜りますよう、心よりお願い
申し上げます。

豊田ＪＣ
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