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幹事 溝口淳美
1年間どうぞよろしくお願い致します。 育成に向け努力して参ります。 し、住みよいまちづくりを目指します。

■青少年共育委員会 ■広報渉外委員会
　委員長　村瀬　慶祐 　委員長　近藤　輝宗

1年間どうぞよろしくお願い致します。 動をアピールして参ります。 広報渉外委員会　　委員長　　近藤　輝宗

1月8日

　2019年1月8日、1月例会「新年会」が滞りなく行われました。新年度初の
例会ということもあり、理事長の湯田坂にとっても大切な1年の船出を無事
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1月5日

　今年度の委員長として、先
輩方の想いを繋いでいける
よう一人でも多く仲間を増や
し、LOMの核となる人材の

　監事を担います、久野典彦です。監事とし
て今まで自分が学び体験した事をメンバーに
しっかり伝え、JC最後の1年間を悔いなく全う
したいと思います。1年間どうぞよろしくお願い
致します。

　昨年までの経験を元に、LOMに恩返しできるよ
う、また湯田坂理事長のよきアドバイザーとなれ
るよう、陰ながら努力をして参ります。1年間どう
ぞよろしくお願い致します。

　LOM運営を円滑に行い、専務理事という役職
から得られる経験を自己の成長に繋げ、この1年
間で大きく成長したと言っていただけるよう精進
して参ります。1年間どうぞよろしくお願い致しま
す。

　東海青年会議所の屋台骨
として、総会や理事会の運
営を速やかにかつ厳粛に執
り行うよう行動します。

　本年度で青年会議所に入会して9年目となりま
すが、今まで活動してきた様々な経験を活かし、
東海青年会議所のため監事としてしっかりと役
目を務めてまいる所存であります。1年間どうぞ
よろしくお願い致します。

　2019年度まちの未来創造室、担当副理事
長を仰せつかりました前田健司と申します。
湯田坂理事長のもと、東海市がさらに住みよ
いまちとなるような事業を展開して参ります。
1年間どうぞよろしくお願い致します。

　国際交流委員会では4月と
9月の例会を担当させていた
だきます。1年を通して外国
籍の方々との接点を増や

Wワールド Wワイド  T東海 ～なくそう心の垣根～

　2019年3月10日、3月例会「人のために率先行動！　～地域のリーダー
JAYCEEであり続けるために～」が行われました。今例会は地域のリーダー

　青年会議所とは、「明るい豊かな社会の実現」を理念
に掲げまちの未来、子どもたちの未来を考え、事業を
構築し、その中で自己研鑽を続けていく団体です。昨
年、東海青年会議所は創立５０周年を迎えました。本
年は、行政、各関係諸団体との絆をさらに深め、東海

青年会議所としても新たなる１歩を踏み出すとともに、さらなる東海市の未来を考え、メン
バー一丸で邁進してまいります。本年度は、「微笑み東海！～君を想う気持ちが未来を
つくる～」をスローガンに掲げ、私たちの活動の原点である、東海市や子どもたちを想い
活動を行い、ほほえみ溢れる東海市になれるようメンバーとともに事業を展開してまいり
ます。結びにメンバーとともに成長し、2019年度が笑顔で終われるように精進してまいり
ますので、１年間どうぞよろしくお願い致します。

2月9日 3月10日

会員募集について4月10日 5月15日

　2019年2月9日、名古屋会議が行われました。愛知ブロック協議会2019年
度会長である金海慶太朗君より、「33の成長が織りなす希望描ける愛知の
想像」をテーマとする所信が表明されました。また、愛知ブロックへは当

　2019年1月17日～20日、日本青年会議所が主催する京都会議が行わ
れ、日本青年会議所2019年度会頭である鎌田長明君の所信表明が行わ
れました。東海青年会議所は、友好JCである米沢青年会議所様、釜石青
年会議所様と懇親を深める良い機会となりました。

　本年度LOM連携室担当副理事長を務めさ
せていただきます河合崇晴です。明るく豊か
な社会の実現に向け身を粉にして青年会議
所活動をして参ります。1年間どうぞよろしくお
願い致します。

　2019年1月5日、第1回正副理事会、熊野神社にてご
祈祷していただきました。メンバー一人ひとりが地域の
為の活動に邁進して参ります。

終えることが出来ました。多数のご来賓、
特別会員の皆さまにお越しいただき、東
海青年会議所現役メンバーに於いても緊
張感のある中での新年会でしたので、身
の引き締まる思いと共に、新たな1年を
しっかりと全うしていくという意識を改めて
持たせていただける大変有意義な新年会
でした。お越し頂きました多数のご来賓、
特別会員の皆様に御礼申し上げます。

　2019年度も東海青年会議所は高い志を持った新しい
メンバーを募集しています。青年会議所は地域との連
携を深め、魅力あるまちづくりに努めています。その活
動を通じて、多くの経験を積み、自己成長することがで
きる団体です。またまちづくりを通じて様々な人と触れ
合うことが出来ます。これは青年会議所の魅力の一つ
です。青年会議所とはどのような活動をしているのかを
実際に体験してもらうことによってJCの魅力や可能性
を知っていただく機会を設けております。先輩諸氏が紡
いできたご縁・想いを今後も絶やさないためにもメン
バー全員で会員拡大活動をして参ります。

出向者一覧

　今例会は　「SDGsを学び、知多半島に暮ら
す人々の笑顔を創造することで持続可能な
未来の知多半島の創造」を掲げております。
メンバーの成長が地域の発展に繋がるよう
に、しっかりと学んで参ります。

　本年度、極東平和推進委
員会の会計幹事として出向
させていただいております。
学んだことを伝えていけるよ
う、頑張って参ります。

　LOM連携推進委員会の副
委員長として、愛知県内各
LOMが置かれている状況を
共有し、伝えていけるよう努
力して参ります。

　4月例会は日本在住の外国人を講師として
招待し、日本人に対する来日前後の印象を
語っていただきます。日本で生活する上での
問題点を共有し解決策を模索し、、住みよい
まちづくりの一助となる例会として参ります。

　新たな風が吹く総務運営、新たな仲間を迎え
入れる会員拡大を担う地域活性化室担当副理
事長として、東海市の為に邁進して参ります。1
年間どうぞよろしくお願い致します。

として身に付けておくべきスキルを学ぶため、
普通救命講習を受講致しました。まちづくりを
行う私たちJAYCEEが、これからも街の為に
活動していく中で万一時にも慌てる事なく率
先して行動する為にも必要な能力となり、良
い学びとなりました。

LOMから11名の出向者を輩
出しており、出向メンバーを
激励する機会にもなり、より
一層の青年会議所活動の活
性化へ繋がりました。

　委員長を拝命した責任を
果たすべく、未来の子どもた
ちの健全な育成のために。1
年間努力して参ります。

　今年度委員長を拝命し、成
長の機会をいただいた事に
感謝申し上げるとともに、地
域社会に広く青年会議所活

　昨年度、東海青年会議所は50周年とい
う輝かしい節目を迎え、2019年度は新た
な時代のスタートとなります。広報誌の記
事をまとめるにあたり、これまで先輩諸兄

が紡いで来られた歴史の重みを感じつつ作成させていた
だきました。本年度も宜しくお願い致します。
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