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●新年の御挨拶
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昨年度︑
一般社団法人田原青年会議所では︑
スローガンに
﹃継往開来〜
﹁これから﹂
を
創造し
﹁これまで﹂
を昇華する〜﹄
と掲げ︑新しい時代を切り拓くため︑青年会議所活
動を通じて未来に価値を創造するだけでなく︑これまで引き継がれてきた事業を
しっかりと守ることで︑今までの歴史の価値を昇華する活動を展開させていただきま
した︒その帰結点となった︑第 回愛知ブロック大会田原大会﹁まるごとフェスタ﹂
の開催に際し︑多くの市 民の方々にご参 加いただいたこと︑そしてご協 力いただい
た 行 政や関 係 各 種 団 体の皆 様に対し︑ 感 謝の念に堪えません︒
心より 御 礼 申し
上げます︒
明るい豊かな社会に向けた運動を展開している我々青年会議所にも全国的な会
員数の減少に代表されるように少子高齢化︑生産年齢人口の減少の波は押し寄せ
ております︒
それでも市民の皆様︑行政並びに関係各種団体の皆様と協働すること
で今までにない事業︑今まで以上の運動発信ができると信じております︒
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て︑
一層の支援とご協力を賜
りますことをお願い申し上げ︑新年の挨拶とさせていただきます︒

安田 弦矢
一般 社 団 法 人 田 原 青 年 会 議 所
2018年度 第 代理事長

●専務理事 藤江信彰

●理事 事務局長 松井賢二 ●理事 財務担当理事 鈴木嘉希津

●副理事長 兼 未来の+":$&& 支援室 室長 山崎隆三

●理事 ブロック大会実行委員会 実行委員長 河合真樹

●副理事長 兼 ひとまち創造室 室長 尾澤智宏

2018年度スローガン

●理事長 安田弦矢

●理事 経営資質向上室 室長 飯尾元康

●理事 総務担当理事 三浦大輔

●理事 経営力向上委員会 委員長 植村祐一 ●理事 ひとまちづくり委員会 委員長 眞木喬弘
●理事 広報担当理事 中内田卓也

●理事 未来の
﹃力﹄育成委員会 委員長 藤城利仁
●理事 渉外担当理事 山内祥充

■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
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●理事 渉外担当理事 髙崎克之
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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︒
一般社団法人田原青年会議所は1971年の創立以来︑時代と共に日々変化す
る情勢の中︑
この地域を想いさまざまな活動をされてこられた先輩諸兄の高い志と
努力により︑ 年目を迎えることができました︒またその活動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︒
本年はスローガンを
﹃ 進化から真価へ 〜志し高く︑自分らしく︑貪欲であれ〜﹄
と掲げ︑私たち一人ひとりがこのまちを想い進化へと挑戦し︑
一般社団法人田原青年
会議所の真価を発揮して参ります︒
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﹂を持って
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︑新年のご挨拶とさせていた
だきます︒

㯔

山崎 隆三



●理事 未来の田原創造委員会 委員長 白井英人

●理事 ひとの未来創造室 室長 眞木喬弘
●理事 財務担当理事 河合一賢

●理事 人間力育成委員会 委員長 西山寛人
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2019年度スローガン

一般 社 団 法 人 田 原 青 年 会 議 所
2019年度 第 代理事長
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2018年度スローガン
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1月

第91回定時総会
2018 年度の船出となる定時総会では、
青年会議所活動を通じて今までの歴史
に価値を創造し、自身の行動により引き
継いで行くことで新しい未来は切り開か
れるという理事長の想いを全会員で共
有し１年間の活動の機運を高めました。

6月

2月

3月

4月

5月

田原青年会議所拡大候補者ドラフト会議
〜キラっと光る未来のホシを探せ！
！〜

愛知ブロック全制覇！
〜PRで魅せろ！田原の想いを魂を！〜
9月8日に開催される愛知ブロック大会田
原大会に向けて、愛知県全 6 エリアで行

あの中村文昭から学ぶ
“仕事の流儀”

親子でチャレンジ!!
巨大たはらパエリアを作ろう!!

会員一人ひとりに対し会員拡大の担当者
であるとの意識を自覚していただく契機
となることを目的とし、地域や青年会議
所の未来に拡大活動は不可欠であるこ
とを再確認し、機運の高まる例会となり
ました。

われた会長公式訪問の場をお借りしてブ
ロック大会PRを行いました。このPRを通
して、会員一人ひとりがブロック大会に
積極的に係わるきっかけを作りました。

7月

ＣＡＴＣＨ！
！
〜強みを活かした経営者になるために〜

株式会社くればぁ 取締役社長 中河原毅
氏を講師にお招きして、経営者が自社の
強みを持つことの重要性を認識すること
を目的とした講演会を開催いたしました。
改めて自社の強みについて考えるきっか
けになりました。

11月

8月

赤羽根地区にて、同世代の子供たちとまちの魅
力を体験・体感し心に残る思い出を作り、まちへ
の愛着を育むことを目的としオリジナルカート
レースを行いました。子ども達が楽しそうに思い
出を話しながら帰る姿を見て、田原の魅力を体感
してもらえた事を実感できた事業となりました。

どん

休暇村伊良湖にて、子供たちに田原で過ご
した1つの思い出を作ってもらい、まちへの
愛着を抱いてもらうきっかけとなることを目
的として田原の食材を利用した直径約 2m
の巨大パエリアを作りました。大人も子供も
笑顔が満ち溢れた親子事業となりました。

はなのき広場・田原文化会館にて
愛知ブロック大会が開催されました。

どん どん

どんぶり

！
【9月例会】
ど丼とあいち！丼！丼！食べろ‼丼 レース！
田原のまちの未来の「力」
になることを目的とし
た事業を開催致しました。会場では愛知県各地
から１２店舗をお呼びし、各店に地域の魅力が詰
まった丼を出展していただき、丼早売りレースを
行い、会場を大いに盛り上げる事業となりました。

12月

臨時総会

杉山フルーツ代表の杉山清氏を講師に
お招きし、地域や顧客に共感してもらう
ために、自社の商品やサービスに付加価
値を付けることの重要性を学ぶことを目
的とした講演会を開催いたしました。

議され、次年度の方向性を共有する重要
な決議の場となりました。また、褒章授与
や卒業生挨拶等が行われ本年度の締め
くくりをするとともに卒業生の思いを次
年度以降へ引き継ぐ場となりました。

2019年度の事業計画と予算について審

募集中
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？

魅力体感！
！いいじゃん東三河！
！
【10月例会】
市民の方々に地域の魅力をあらためて知ってもらうことを目的とした事業を開催致し
ました。他団体と協力して体験・体感を交えた６ブースの出展と、会場での２企画を行
いました。その中でも、田原にちなんだ田原青年会議所オリジナル盆踊りを市民の
方々と楽しく踊りながら地域の魅力をあらためて知って頂いた事業となりました。
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わたし
たちと
一
緒
に
︑
ＪＣで楽
しく
活動
し
て
みませ
んか？

会員

3 充実感に満ちた人生を送ってみたいと思いませんか？
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。

乗船者
募集

（有）
クロフネカンパニー代表の中村文昭
氏を講師にお招きし経営者が熱意を持
ち、意欲的に行動するきっかけとなるこ
とを目的とした講演会を開催いたしま
した。

9月 10月

第35回ちびっこ道場
田原ウォーターグランプリ
〜オリジナルカートを作ろう〜

臨時総会
本年度補正予算の案件や2019年度の人
事案件を承認し、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、2018 年度の上
半期の中間活動報告を行い下半期に向
けて決意を新たにする契機となりました。

シャッター街にある
“奇跡の果物店”の物語

対象者

〜「これから」を創 造し「これまで」を 昇華する〜

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

この経験が
あなたの

JC
（青年会議所）
とは

日本全国695の地域に約35,000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。

メンバーは…

修練

（トレーニング）

奉仕

（サービス）

友情

（フレンドシップ）

国籍 ・ 人種 ・ 性別 ・ 職業 ・ 宗教の区別無く、20歳から40歳までの
志の高い青年経済人によって構成されております。

世界中に広がる青年会議所

日本青年会議所は国際青年会議所
（JCI：Junior Chamber International）
の一員です。国際青年会議所は世界130カ国 ・ 16万人以上、OBは250万
人以上という組織です。
アメリカ42代大統領ビル ・クリントン、第7代国連事務総長コフィー ・
アナン、
フランス元大統領ジャック・シラクも青年会議所のOBです。

ひとづくり
まちづくり
修練・奉仕・友情を信条に、
明るい豊かな社会をめざして活動しています。

JC運動の主体は常に
「地域」
です
明るい豊かな社会の実現を目指す青年たちの集まりです。

という研修船が毎年出航しています。
JC青年の船「とうかい号」

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？

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

一般社団法人 田原青年会議所

第46回 寄港地

「台北」
2019年

6月2日 ▶6月8日

