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あけましておめでとうございます。
皆様の健やかな迎春を心からお慶び申し上げます。
平素は一般社団法人田原青年会議所の活動に対し、多大なるご理解と
ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

あけましておめでとうございます。
旧年中は私ども青年会議所の活動に
ご理解ご支援を賜り誠にありがとうございました。
昨年度、一般社団法人田原青年会議所では、スローガンを
『ピンチをチャン

一般社団法人田原青年会議所は１９７１年の創立以来、時代と共に日々変

スに変える力 〜しなやかな力強さを持った「人」
「組織」
「地域」づくり〜』と掲

化する社会情勢の中、この地域を想いさまざまな活動をされてこられた先輩

げ、どんな未来が到来しても、変化に対し臆することなく前へ進む力、違いや

諸兄の高い志と努力により、４８年目を迎えることができました。
またその活動

矛盾を受け入れられる力、硬くてもガラスのように砕けることのない、竹のよう

を支えていただいた地域の皆様へ改めて感謝申し上げます。

なしなやかな、本当の力強さを持って成長していく組織を目指し、活動を展開

本年はスローガンを
『継往開来〜「これから」
を創造し「これまで」
を昇華す
る〜』
と掲げ、青年会議所活動を通し今までの歴史に価値を創造し、自身の
行動により引き継ぎ、新しい時代を切り拓いて参ります。
そして明るい豊かな社会の実現を目指し、
「英知」
と
「勇気」
と
「情熱」
をもっ
て常に地域に寄り添い、信頼される組織となるべく活動を展開して参ります。
本年も一般社団法人田原青年会議所に対して一層のご協力とご支援を
お願いし、皆様にとって輝かしい年になることをお祈り申し上げ、新年のご挨

することができました。
明るい豊かな社会の実現に向けた当青年会議所の活動や事業にご参加
ご協力頂きました市民の皆様、行政並びに関係各種団体の皆様には心より厚
く御礼申し上げます。
これからも、この想いを未来へと繋げ、より良いまちづくり
のための活動に邁進して参ります。
今後とも私たち一般社団法人田原青年会議所に対し、一層のご支援とご
協力を賜りますことをお願い申し上げ、新年の挨拶とさせて頂きます。

拶とさせていただきます。
2017年度スローガン
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2018年度スローガン

〜「これから」を創 造し「これまで」を 昇華する〜

変える力

しなやかな力強さを持った「人」
「組織」
「地域」づくり

一般社団法人田原青年会議所 2018年度 第48代理事長

一般社団法人田原青年会議所 2017年度 第47代理事長

安田 弦矢

別所 源太郎

2018年度 田原青年会議所役員

2017年度 田原青年会議所役員

●理事長 安田 弦矢 ●副理事長 尾澤 智宏 ●副理事長 山崎 隆三 ●専務理事 藤江 信彰 ●室長（経営資質向上室） 飯尾 元康
●実行委員長（ブロック大会実行委員会） 河合 真樹 ●事務局長 松井 賢二 ●財務担当理事 鈴木 嘉希津 ●委員長（未来の
『力』育成委員会） 藤城 利仁
●委員長（経営力向上委員会） 植村 祐一 ●委員長（ひとまちづくり委員会） 眞木 喬弘 ●渉外担当理事 山内 祥充 ●広報担当理事 中内田 卓也
●総務担当理事 三浦 大輔 ●監事 別所 源太郎 ●監事 萩原 裕久

●理事長 別所 源太郎 ●副理事長 河合 真樹 ●副理事長 藤江 信彰 ●専務理事 鈴木 俊博 ●事務局長 飯尾 元康 ●財務担当理事 松井 賢二
●議長（田原の人財発掘会議） 渡辺 康男 ●委員長（まちづくり委員会） 藤原 正太朗 ●委員長（しゃかりきアカデミー委員会） 安田 弦矢
●委員長（マーケティング広報委員会） 木戸 寛 ●委員長（ジュニア活躍委員会） 髙崎 克之 ●委員長（地域経営委員会） 眞田 一志 ●直前理事長 萩原 裕久
●監事 神谷 具佑 ●監事 藤城 充章

■お問い合せ

一般社団法人 田原青年会議所

■事務局運営時間／平日 PM1：00 〜 PM4：30（ 土日休み）
愛知県田原市田原町倉田 10-2 ホームページアドレス http://www.taharajc.jp

TEL 0531-23-2740 FAX 0531-23-2396 E-mail/jimukyoku@taharajc.jp

田原青年会議所

検索

一般社団法人 田原青年会議所 2017年度活動報告

http://www.taharajc.jp
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2017年度スローガン

会員募集中

しなやかな力強さを持った「人」
「組織」
「地域」づくり

2月

1月

3月

わたしたちと一緒に、
ＪＣで
楽しく活動してみませんか？

4月

ま

ち

2018年度 会員数 52名

1 将来の地域を共に創ってみませんか？
2 今の自分を変えてみたいと思いませんか？
3 充実感に満ちた人生を送ってみたいと思いませんか？

第９０回定時総会
年度初めの事業である定時総会で、想いを共
有し、
しなやかな力強さを持った組織作りを目
指すための定時総会を開催しました。

5月

Ｂｉｎｄｉｎｇ Ａｐｐｒｏａｃｈ大作戦
〜京から始まる〜

拡大プロジェクト
〜新たな人財は俺が発掘する！〜

京都という普段とは違った景観の中で、街を
歩きながら楽しくメンバーと触れ合うことで、
お互いをよく知る機会となり、青年会議所会
員内の結束力が高まりました。

青年会議所会員内でＪＣの魅力について話し
合い、拡大を成功させるために全員が主体的
且つ積極的に拡大活動を行う気運が高まりま
した。

6月

7月

田原有松弾丸ツアー！
〜この日だけのスペシャル企画！
！〜

青年会議所会員と高校生で有松観光を行い
ました。有松高校生町おこしプロジェクトメン
バーと色々な意見交換をすることができ、前
向きにチャレンジすることの重要性を理解・再
確認することができました。

8月

4 どんな決断にも時間がかかっていませんか？
これらの質問に 1 つでも思わずハイっ！
！と答えてしまうあなた！
！
！
JC には同じ悩みを解決してくれる仲間が大勢います。
一歩前へ踏み出す勇気を持ってください。心より皆様のご入会をお待ちしております。

●対象者
原則として、
田原市内あるいは近郊に、
居住又は勤務している
（性別及び職業は問いません）
満20〜39歳の品格ある青年

JC（青年会議所）
とは
日本全国696の地域に約36,000人の『修練』
『 奉仕』
『 友情』
という三
信条のもと、率先して行動する仲間がいます。
半世紀以上も前から時代は変われど
『明るい豊かな社会』の実現を
目指す指導者たらんとする青年団体、それが青年会議所（ＪＣ）
です。

小さな会社こそ、高く売れ
〜小さな会社のためのプレミアム戦略教えます〜

経営コンサルタントの竹内謙礼さんをお招き
して、高く売るための方法について講演して
いただきました。売上げを大きくするための知
識を付けることができました。

ＪＣバスで行く！田原の魅力体験ツアー！
〜輪菊生産の場を見に行こう〜
田原市の魅力の一つである輪菊の魅力と、生
産者の方々の想いに触れることから、私たち
の住む田原市の素晴らしさを市民の方々に再
確認して頂きました。

10月

9月

臨時総会

第３４回ちびっこ道場
キッズサマーキャンプ〜秘密基地大作戦〜

次年度の案件や本年度予算の案件などを承
認し、今後の（一社）田原青年会議所の方向性
について全会員の意思統一を図りました。ま
た、2017年度の上半期を終えた節目の場とし
て、各委員会活動の中間報告や出向先での活
動報告を行いました。

11月

田原市立野田小学校において子どもたちが
相手のことを考えられる思いやりの心を育む
ことを目的に、サマーキャンプを行いました。
子どもたちの喜ぶ姿が満ち溢れたキャンプと
なりました。

メンバーは…
国籍・人種・性別・職業・宗教の区別無く、

世界中に広がる青年会議所

連事務総長コフィー ・ アナン、
フランス元大統

青年会議所会員で豊田から伊良湖まで聖火リ
レーを行いました。お互いのことを知り、共感
し合える感受性を今まで以上に磨き、仲間の
大切さに気付くことができました。

乗船者
募集

株式会社エネチタの後藤康之さんをお招きし
て、働き手にとって魅力のある環境の作り方
を学ぶ勉強会を行いました。
「環境整備」が如
何に大切か実感できた例会でした。

この経験が
あなたの

人生を変える！

臨時総会

田原市内で活動されている各団体の方々と連
携を強める事を目的に、田原で初めてのハロ
ウィンウォークを開催しました。

本年度最後の例会として臨時総会を開催し、
2018年度の役員や事業計画・予算を承認しま
した。意見や質問が活発に飛び交い、会員の
意思統一を図ることができました。

渥美半島地区でも多くの人たちが素晴らしい時と人に出逢ってきました。
是非、一生に残る思い出を刻んでみてはいかがでしょうか？

詳しくはホームページをご覧ください。http://www.tokaigo.com/

ひとづくり
まちづくり

JC運動の主体は常に「地域」です

まちなかハロウィンウォーク

JC 青年の船「とうかい号」という研修船が毎年出航しています。

友情

（フレンドシップ）

人以上という組織です。

領ジャック・シラクも青年会議所のOBです。

売上が上がりました。従業員が増えました。
会社が大きくなりました。その秘訣は、
環境整備でした。

奉仕

（サービス）

Chamber International）の一員です。国際青年会
議所は世界114カ国 ・ 17万人以上、OBは250万
アメリカ42代大統領ビル ・ クリントン、第7代国

挑戦ｓｙｍｐａｔｈｙ
〜仲間がいれば何でもできる〜

（トレーニング）

によって構成されております。

日本青年会議所は国際青年会議所（JCI：Junior

12月

修練

20歳から40歳までの志の高い青年経済人

明るく豊かな社会の実現を目指す

修練・奉仕・友情を信条に、
明るく豊かな社会をめざして活動しています。

青年たちの集まりです

第 51 回 愛知ブロック大会 田原大会

第45回 寄港地

「台湾・台中市」
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