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Look at me, follow me
～ 背中で示す明日への希望、未来へつなぐ先駆けとなれ ～
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新年のご挨拶
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正副スタッフ挨拶

２０２１年度

委員長挨拶

２０２１年度

出向者挨拶

一般社団法人海部津島青年会議所
第５９代理事長

新年のご挨拶
新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましては新春の門出を健やかにお迎えになられたこと
と謹んでお慶び申し上げます。旧年中は、一般社団法人海部津島青年会議所に対しまして、格別なるご高配を
賜りましたことを厚く御礼申し上げます。
昨年は、新型コロナウイルスの影響により社会的活動や経済活動の縮小を余儀なくされ、私たちの活動も
中止や規模縮小など多大な影響を受けました。しかし、そのような厳しい社会情勢の中でも、何とか一年間
活動を継続することができたのは、ひとえに地域住民・行政・各種地域団体の皆様方の温かいお力添えの賜と
深く感謝申し上げます。海部津島地域の次世代のために、変わり続ける社会情勢のなか様々な運動を展開し、
この地域をより良いものにしていこうとした先輩諸兄の高い志を引継ぎ、私たちは６０周年に向けた新たな
挑戦をしてまいります。
私たち一般社団法人海部津島青年会議所は、２０歳から４０歳までの次代を担う若き青年が集い、修練・
奉仕・友情という三信条のもと、会員の指導力の啓発に努めるとともに、有形無形の素晴らしい資源が溢れる
海部津島地域の明るい豊かな社会の実現を目指し、創立以来５９年間に亘り活動を続けてまいりました。
世の中は激動の時代であり、その先行きは不透明かつ不確実であります。時代が急激に変化していく今、
私たちは青年としての溢れんばかりの情熱をもち、恐れることなく地域の先駆けとして活気と希望に満ちた
笑顔で溢れかえる海部津島地域の未来を
切り拓いてまいる所存です。
末筆ではございますが、新年にあたり
皆様のご多幸を心よりご祈念申し上げま
すとともに、一般社団法人海部津島青年
会議所に対しまして変わらぬご支援とご
協力を賜りますよう、心よりお願い申し
上げます。
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２０２１年度 正副スタッフ挨拶
副理事長

安井

貴仁

副理事長職をお預かりいたしました安井貴仁と申します。当青年会議所は創
立から５９年目を迎えました。昨今の社会情勢は混迷を極める中、地域の課
題は複雑かつ多様なものとなってきています。一年間加藤理事長を中心に、
求められる期待に応えるべく活動に邁進していく所存です。皆様のご指導、
ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

副理事長

飯田

匡崇

副理事長の飯田匡崇です。現在は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に
よる社会の変化から、事業構築がこれまで通りには進められない難しい状況
が続いています。そのような中でも加藤理事長の想いを実現していくため
に、これまでの体験をLOMに少しでも還元しつつ、与えていただいた職責の
全うに尽力していきます。よろしくお願いします。

副理事長

平野

伸弥

副理事長職を預からせていただきます平野伸弥と申します。２０１４年１１
月に正会員として認承いただいてから本年度で７年目を迎えます。昨年は新
型コロナウイルスが猛威を揮う中、難しい判断を迫られる状況もありました
が、我々の運動を止めることなく発信し続けてまいりました。厳しい状況で
はありますが、青年会議所は戦後の焼け野原で何もなかった日本をより良く
するために立ち上がった組織です。このような状況だからこそ、我われが率
先して行動していかなければなりません。本年度は昨年の経験を活かし、加
藤理事長の掲げる運動を力強く推し進めてまいります。

専務理事

浅井

英昭

専務理事を務めさせていただく浅井英昭と申します。専務理事という大役を
仰せつかることは、とても光栄であると同時に非常に身の引き締まる思いで
あります。これまで私は、セクレタリー、委員長、そして副理事長と自身を
成長させる多くの機会をいただいてきました。その経験を少しでもＬＯＭに
還元し、また加藤理事長率いる海部津島青年会議所が更なる発展を遂げるよ
う力の限り取り組んでまいります。よろしくお願いいたします。

事務局長

平野

匡彦

事務局長を務めさせていただきます平野匡彦と申します。昨年は委員長を務
めさせていただきました。事務局長として組織運営の根幹に携われるという
ことは身の引き締まる想いです。委員長での経験や反省を活かし２年目の理
事として委員長の皆様を引っ張っていけるよう尽力いたします。一年間どう
ぞよろしくお願い申し上げます。
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２０２１年度 委員長挨拶
魁！組織力向上委員会
委員長

田島

成剛

魁！組織力向上委員会委員長の田島成剛です。当委員会は会員の資質向上と会
員拡大を担わせていただきます。会員の皆様には旺盛な意欲と好奇心で踏み進
めることのできる会員になっていただきたいと思います。そして拡大活動では
青年会議所の魅力を伝え多くの仲間を迎え入れたいと思います。一年間を通し
て地域の先駆けとなる組織へと導いてまいりますので、どうぞ宜しくお願い致
します。

未来に輝く青少年育成委員会
委員長

後藤

芳樹

未来に輝く青少年育成委員会委員長の後藤芳樹です。世の中が情報社会の発展
により便利な時代を生きる中で、次代を担う子どもたちは人間としての礼儀や
人と人とのコミュニケーション、さらには自ら物事を考える力が必要です。当
委員会では、今後も進化を続けていく未来を生きる子どもたちに機械には無
い、人間ならではの力を活かし、自らの手で未来を輝かすことができる人財へ
と導いてまいります。一年間宜しくお願いいたします。

感謝溢れる交流委員会
委員長

伊藤 晴康

２度目の委員長を務めさせていただきます伊藤晴康です。私たち海部津島青年
会議所の活動は皆様のご理解とご協力に支えられております。当委員会では皆
様との関係をさらに強固なものとするべく、交流を深めてまいります。一年を
通して、皆様との新たな関係を築き、感謝の気持ちが伝わるよう、邁進してま
いります。どうぞよろしくお願いいたします。
総会

一般社団法人海部津島青年会議所

監事

２０２１年度

組織図

理事会
直前理事長

理事長

専務理事

副理事長

副理事長

副理事長
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事務局

事務局長
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〇☆高鍬佑基

〇☆髙木伸也

永坂規明

久保 馨

〇☆高島大輔

☆は、出向者

宇佐美智也 （日本青年会議所・東海地区・

２０２１年度 出向者挨拶
公益社団法人日本青年会議所

浅井

副会長

東海地区協議会

治行

２０２１年度、公益社団法人日本青年会議所東海地区協議会へ副会長として出
向させていただくことになりました浅井治行です。貴重な出向の機会をいただ
きましたこと深く感謝いたしております。今まで培ってきたことを出向先で活
かすとともに新たな機会に挑戦し自分自身さらに成長したいと思っています。
私は本年度で卒業となります。少しでも多くのことを吸収し、海部津島青年会
議所に、そして海部津島地域へと還元していきたいと思っています。一年間ど
うぞよろしくお願いいたします。

公益社団法人日本青年会議所
愛知ブロック協議会
財政局長

平野

東海地区

２０２１年度

伸弥

本年度、公益社団法人日本青年会議所東海地区愛知ブロック協議会へ財政局長
として出向させていただきます。各ＬＯＭの会員数は以前減少傾向にあり、運
営に苦しむＬＯＭも少なくない中で、愛知ブロック協議会へ出向者の輩出や負
担金をいただいております。そのような中で県内会員会議所様の負託をいただ
き、三役の一角を担うということで重責を感じておりますが、しっかりと与え
られた役割を果たせるよう堅忍不抜の精神で一年間全うしてまいります。

公益社団法人日本青年会議所

東海地区

愛知ブロック協議会 ２０２１年度 愛知の経済成長戦略委員会
副委員長

高島

大輔

公益社団法人日本青年会議所東海地区愛知ブロック協議会２０２１年度愛知の
経済成長戦略委員会に副委員長として出向させていただきます、高島大輔と申
します。初めてのスタッフとしての出向なのでご迷惑をおかけすることも多々
あるかと思いますが、海部津島青年会議所の看板を背負っていることを意識
し、より多くの学びと素晴らしい仲間を得られる一年間にしていきたいと思っ
ています。一年間、どうぞよろしくお願いいたします。

公益社団法人日本青年会議所

公益社団法人日本青年会議所

公益社団法人日本青年会議所

東海地区

東海地区

東海地区

愛知ブロック協議会

愛知ブロック協議会

愛知ブロック協議会

２０２１年度

２０２１年度

２０２１年度

愛知の経済成長戦略委員会

愛知の経済成長戦略委員会

愛知の経済成長戦略委員会

委員

加藤大晴

委員

髙木伸也

委員

高鍬佑基
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２０２０年度 事業報告

名古屋会議（２月例会）
賀詞交歓会（１月例会）
一般社団法人海部津島青年会議所賀詞交歓会（１月例
会）が開催され第５８代理事長浅井治行君より所信表明
を行い、２０２０年度の活動がスタートしました。

４月例会
公益社団法人日本青年会議所顧問、公益社団日本青年会
議所東海地区協議会２０２０年度直前会長を務められた
曽布川洋平君を講師にお招きし、初のオンライン例会を
開催しました。青年会議所の使命や事業のもつ意義、青
年会議所のあり方の変遷やアクティブシチズンフレーム
ワークについて学びました。その後、ONE FOR ALL宣
言について委員会発表を行い、海部津島青年会議所の２
０１０年代行動指針から、メンバーがもつべき行動指針
を考える貴重な時間となりました。

愛知学院大学日進キャンパスにて日本青年会議所東海地
区愛知ブロック協議会２０２０年度名古屋会議が開催さ
れました。メインフォーラムは、当青年会議所より誰も
が輝く組織改革委員会委員長として出向した平野伸弥君
が担当されました。LOMとは違う運動発信に触れる事で
青年会議所活動への見識を広めることができました。

５月例会
オンライン例会にて５月例会〜傾聴でらいいんスタンプ
作り〜を開催しました。メンバーの相互理解を深めるた
めに傾聴のスキルを学び、傾聴することで知ることので
きた相手の人となりをＬＩＮＥスタンプにて表現しまし
た。新型コロナウイルス感染症が広がる社会情勢の中、
なかなか顔を合わせることできないメンバーと効果的な
コミュニケーションをとる貴重な時間となりました。

７月例会
６月例会
Banksia Consulting & Co代表経営コンサルタントであ
り、第４４回ＪＣ青年の船とうかい号の講師団長を務め
られた江中健一氏を講師にお招きし、オンライン例会を
開催しました。メンバーが周りを惹きつけ影響力のある
存在へ成長するべく、利他の精神の重要性とその高め方
についてご講演いただきました。
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公益社団法人日本青年会議所の「ＡＷＡＲＤＪＡＰＡＮ
２０１９最優秀LOM国連SDGs開発目標プロジェクト」
において、優秀賞をとられた、公益社団法人名古屋青年
会議所より神谷勇輝君を講師に迎え、事業構築の基礎と
なる背景目的の組み立てについてご講演いただきまし
た。また、津島市の防災における課題から事業の背景目
的を考えるワークを行いました。例会を通じて事業構築
の基礎を改めて学ぶことができました。

西尾張６ＪＣ合同例会（９月例会）

第５３回愛知ブロック大会尾張旭大会

西尾張６ＪＣ合同例会（９月例会）が（公社）一宮青年会
議所様の設営にてオンラインで開催されました。９月例会
では西尾張エリアの各青年会議所の次年度理事長の挨拶、
次年度役員の発表があり、次年度に向けての機運が高まり
ました。

第５３回愛知ブロック大会尾張旭大会が開催されまし
た。本大会は現地開催とＷｅｂ配信のハイブリッドによ
り行われました。当青年会議所より、誰もが輝く組織改
革委員会委員長として出向した平野伸弥君がメイン
フォーラムを担当し、「ここがヘンだよ青年会議所！オ
レ流組織改革でＰＯＳＩＴＩＶＥ ＣＨＡＮＧＥ」とい
う テ ー マ で、今 後 の 青 年 会 議 所 の 組 織 モ デ ル を 示 す
フォーラムを開催しました。

１０月例会
津島市文化会館小ホールにて正会員認承式を行い、唯一の
女性会員となる松本香澄君をメンバーとして迎え入れまし
た。新入会員はメンバーがＪＣ活動で得られた学びを聞く
ことでＪＣ活動に対しての目標をもっていただき、メン
バーは新入会員の想いを聞くことで入会時の気持ちを思い
出し活動意欲を高めることができました。

１１月例会
津島市文化会館小ホールにて、第２９代理事長である伊
藤哲朗先輩を講師にお招きし、理事長であられた時に行
われた津島青年会議所から海部津島青年会議所への名称
変更のエピソードを中心に、青年会議所で実施した運動
や、当時の先輩方から引き継いだこと、卒業後のエピ
ソードについてご講演いただき、青年会議所活動やまち
に対しての想いが高まる機会となりました。

ＪＣデー(8月例会)「海部津島から輝く次世代を」
椙山女学園大学教授・同附属小学校校長の森和久氏、ミス
タードラゴンズの立浪和義氏、日本人初プロゲーマーの梅
原大吾氏をパネリストに迎えて、「次世代を生き抜く力」
をテーマにパネルディスカッションを行い、オンラインで
ライブ配信しました。子供たちが次世代を生き抜くために
必要となる探求する力を身に付けるにはどのようにするべ
きか、保護者世代が探求する力を子供たちと一緒に伸ばし
ていくためにはどのようにしたら良いか等をパネリストの
体験談を交えながら解説していき、具体的な方法を示させ
ていただきました。

１２月例会
卒 業 生 を 送 る 会（１ ２ 月 例 会 第 一 部）を ビ ス ト ロ・
シェ・ヤマにて開催しました。卒業生が普段表に出さな
い青年会議所活動への想いを語り、メンバーも感極まる
場面も多く見られました。卒業生の想いを受け継ぎ、力
強く２０２１年度の歩みを進めてまいります。
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賛助会員様（五十音順）

一般社団法人海部津島青年会議所の活動に御支援をいただいている企業・団体の皆様です。

愛知銀行津島支店

コスメスタジオノエビア新こがね営業所 株式会社トレードワン

旭遠山株式会社
株式会社アバイル

株式会社コメリン
サシヨシ工業株式会社

長田広告株式会社
株式会社那須建築

いいなもっと株式会社
いちい信用金庫津島営業部

佐藤憲司税理士事務所
株式会社佐藤工務店

西尾張シーエーティーヴィ株式会社
株式会社乃久知フーズ

株式会社伊藤工務店

佐藤醸造株式会社

株式会社マツモトカンパニー

伊藤写真

サワムラスタヂオ

合資会社まのや

永和温泉開発株式会社
株式会社エコプロモート

有限会社三晃化成
有限会社サンメカトロパーツ

株式会社丸幸自動車
株式会社丸昇

株式会社エフケイ
有限会社エール・ブランシュ

株式会社三和スクリーン銘板
三和テクノ株式会社

丸文建設株式会社
株式会社三輪工業

株式会社大篠建設
株式会社大智建設

重明土建株式会社
有限会社しろやま典礼

株式会社美和製作所
株式会社村上事務所

小関会計事務所
株式会社加東建設

株式会社清芳屋
セオ毛織株式会社

メインクラブ
モリパックス株式会社

カトウテキスタイル有限会社
株式会社加藤仏壇

有限会社セレット
千花園

矢田織物加工株式会社
学校法人山﨑学園

カニエ防災株式会社
有限会社カネ銀
社会福祉法人神守福祉会神守こども園
株式会社木下電気工事
共同グラビヤ印刷株式会社

太陽不動産株式会社
辻建設株式会社
津島商工会議所
株式会社東海イエス
有限会社冨田製作所

山田土木株式会社
吉田建設株式会社
株式会社義津屋
株式会社ワタシン

新入会員挨拶

会員募集中！

松本 香澄
新入会員の松本香澄と申します。私は津
島市で生まれ育ちいろいろな経験や多く
の刺激を地元から学ばさせて頂きまし
た。今の私があるのは地元地域の方々が
明るい豊かな社会を目指し歴史を作って
きてくださったおかげだと思っておりま
す。青年会議所の諸先輩方のお力をお借
りし学びながら地域の発展及び親善に寄
与することを目指し、次世代へ明るい未
来をつなげれる先駆者となり地元へ恩返
しできるように邁進して参ります。どう
ぞよろしくお願いいたします。

公式ホームページ

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

募集対象 ２０代、３０代の方で明るい
豊かな社会を築き上げようと
する青年を対象としています。
会

費 入会金

年会費 １２０，０００円
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◆発行／一般社団法人海部津島青年会議所
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◆編集／感謝溢れる交流委員会

津島市立込町4丁目144番地（津島商工会議所館内２階）
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