
■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 検 索田原青年会議所一般社団法人 田原青年会議所■お問い合せ

http://www.taharajc.jphttp://www.taharajc.jphttp://www.taharajc.jphttp://www.taharajc.jphttp://www.taharajc.jphttp://www.taharajc.jphttp://www.taharajc.jphttp://www.taharajc.jphttp://www.taharajc.jphttp://www.taharajc.jphttp://www.taharajc.jphttp://www.taharajc.jp

2019年度 田原青年会議所役員 
●理事長 山崎隆三　●副理事長  50周年準備室 室長 藤城利仁　●副理事長  まちの未来創造室 室長 飯尾元康　●専務理事 松井賢二
●理事 ひとの未来創造室 室長 眞木喬弘　●理事 LOMの未来創造室 室長  50周年準備会議 議長 今泉太嗣　●理事 事務局長 植村祐一　
●理事 財務担当理事 河合一賢　●理事 未来の田原創造委員会 委員長 白井英人　●理事 情熱アカデミー委員会 委員長 河合真樹　
●理事 人間力育成委員会 委員長 西山寛人　●理事 渉外担当理事 髙崎克之　●監事 鈴木俊博　●監事 尾澤智宏

2020年度 田原青年会議所役員 
●理事長　河合真樹　●副理事長 社会開発室 室長　藤江信彰　●副理事長 創立50 周年特別委員会 特別委員長 今泉太嗣　●専務理事　眞木喬弘　
●理事 会員室 室長　鈴木嘉希津　●理事 人間力開発室 室長　中内田卓也　●理事 事務局長　鈴木康仁　●理事 財務担当理事　西山寛人　
●理事 アカデミー委員会 委員長　松井賢二　●理事 モーレツ拡大委員会 委員長　河合政宗　●理事 ひとまちづくり委員会 委員長　石黒康平　
●理事 人間力育成委員会 委員長　磯田諭志　●理事 広報担当理事　北山　周　●理事 総務担当理事　鵜飼啓嗣　●監事（外部監事）　 鈴木俊博　●監事　山崎隆三

一般社団法人田原青年会議所 2020年度 第50代理事長

河合 真樹
一般社団法人田原青年会議所 2019年度 第49代理事長

山崎 隆三

昨年度、一般社団法人田原青年会議所では、スローガンに『進化から真価へ
～志し高く、自分らしく、貪欲であれ～』と掲げ、創始以来の変わらぬ想いを受け
継ぎつつも、変化を恐れるのではなく、むしろ自らが果敢に進化へと挑戦し、このま
ちの未来を創造するための活動を展開させていただきました。我々の様々な事業
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。

あけましておめでとうございます。
旧年中は私ども一般社団法人田原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。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、この地域を想い様々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、創立50年目を迎えることができました。またその活動を
支えて頂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『次代の燈火となれ』と掲げ、私たち一人ひとりが燈
火となり、覚悟を持ってこの地域の希望となるべく活動して参ります。そして、
これまでの49年の想いを受け継ぎ、明るい豊かな社会の実現を目指して
「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。

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。

2020年度スローガン

2019年度スローガン
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志し高く、自分らしく、貪欲であれ今
貝

へ



一般社団法人 田原青年会議所
2019年度 活動報告

http://www.taharajc.jp

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。
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/人生を変える！

この経験が
あなたの

乗船者
募集

第47回 寄港地
2020年 5/31（日）～6/6（土）

「台湾・台北市」

2019年度スローガン

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114カ国 ・ 17万人以上、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。

世界中に広がる青年会議所

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。

メンバーは…

日本全国695の地域に約32,400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。

JC（青年会議所）とは

まちづくり

ひとづくり

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。

修 練
（トレーニング）

奉 仕
（サービス）

友 情
（フレンドシップ）

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

●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
満20～39歳の品格ある青年（性別及び職業は問いません）

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。

将来の地域を共に創ってみませんか？
今の自分を変えてみたいと思いませんか？
充実感に満ちた人生を送ってみたいと思いませんか？
どんな決断にも時間がかかっていませんか？

ま　ち

1

3

4

2

わたしたちと一緒に、ＪＣで
楽しく活動してみませんか？
わたしたちと一緒に、ＪＣで
楽しく活動してみませんか？

会員募集中会員募集中
志し高く、自分らしく、貪欲であれ今

貝

へ

第92回定時総会
2019年度の船出となる定時総会では、変化を
恐れるのではなく、むしろ自らが果敢に進化へ
と挑戦し、このまちの未来を創造するための
活動を展開させていく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。

Draw a dream ～描こう未来の翼～
仲間と想いを共有し、夢に向かって行動でき
る人材になること目的とし、イラストレーター
のコータロー氏とともに、道の駅伊良湖クリス
タルポルトにてウォールアートとトリックアー
トの作成を行いました。

1月

What’s JC? 
～知っているようで知らないJCの世界～
会員がJCへの理解を深め、JC活動への意識
の底上げとすることを目的として、日本JC公
式プログラム認定講師の(一社)大府青年会議
所の近藤匡則君をお招きし、VMVセミナーを
開催しました。

5月

9月

海を越え、新たなる時代を切り拓け！
～あの高校生レストランから学ぼう～
若者一人ひとりがまちの担い手であることを
自覚し、主体的に行動するきっかけとすること
を目的として、田原市内の高校生とともに三重
県多気郡多気町の高校生レストラン「まごの
店」を訪問し、現地の高校生と交流しました。

臨時総会
2020年度の事業計画と予算について審議さ
れ、2020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、褒賞授与や卒業
生挨拶等が行われ、本年度の締めくくりをす
るとともに、卒業生の想いを引き継ぐ場とな
りました。

4月

第36回ちびっこ道場 アクアチャレンジピック
　～オリジナル競技に挑戦しよう！～
子ども達が難しいと思う困難があっても諦めない
挑戦心を持つことを目的とし、市内の小学生を招い
て1泊2日の合宿を行いました。子ども達が2日間で
多くのアトラクションに挑戦をすることで、挑戦心
を育む2日間となりました。

8月

12月

I have a dream.
～夢を追いかける人～
劇団四季で主役を務め、現在は人材育成ト
レーナーの佐藤政樹氏をお招きし、本当に叶
えたい夢を持つことの重要性を認識し、積極
的に行動するきっかけになることを目的とし
た講演会を開催しました。

young is powerful!
～新時代を切り拓こう～
若者一人ひとりが活躍できる機会を創ること
を目的とし、15歳から概ね25歳までの個人
（高校生以上）で構成された若者会議を開催し
ました。また、田原市民まつりにてイベント・
ブースを企画し、その成果を発表しました。

3月

臨時総会
2019年度補正予算の案件や2020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、2019年度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。

7月

11月

中身で勝負だ！！ 自分を魅せろ！！
～JCファン獲得大作戦～
第1部では、会員が地域の方々に影響を与えられる
人材になることを目的としてワークショップを行い
ました。第2部では田原青年会議所のファンになっ
て頂き、応援してもらえるようになることを目的と
し、市民の方々を招いて交流会を開催しました。

田原城のお堀の水ぜんぶ抜く大作戦
未知なる可能性に挑戦することを目的とし、田
原城お堀の水を抜き、清掃と生き物を保護す
るための活動を行いました。市民の方々も多
く参加され、真剣に、楽しく活動していただく
ことができました。

2月

キズナ合宿
～チームワークから絆へ～
会員同士の絆を育むことを目的として、愛知
県北設楽郡設楽町の豊邦交流センターにて1
泊2日の合宿を行いました。2日間多くの苦楽
を共にし、語り合うことで会員同士の絆がより
深まりました。

6月

10月

2019年度 会員数 52名2019年度 会員数 52名

おかげさまで田原青年会議所は50周年を迎えました。

2020年度
スローガン
2020年度
スローガン


