
［ 会員拡大委員会 ］

夏目 唯

会員拡大委員会委員長としての

責任を自覚し、会員数減少が続く

この状況を打破すべく、全力で拡

大活動に取り組んでまいります。

［会員ネットワーク委員会 ］

蟹江 直矢

東海青年会議所内外に活動を

広く報道し、温故知新な「オモテ

ウラのないおもてなし」を展開し

てまいります。

［次世代育成委員会 ］

蟹江 廉士

次世代育成委員会委員長とし

て、この地域を担う子どもたちの

ために活動してまいります。一年

間どうぞよろしくお願い致します。

［ positive change実践委員会 ］

今野 雄次郎

今年度新たな委員会の委員長

として、意義を持った活動を通じ

て、謙虚で躍動的な人材育成に

向けて努力してまいります。

［ 事務局 ］

鈴木 聖享

LOMの屋台骨として、また知多

5JC連絡協議会の事務局として、

当たり前のことを徹底し、存在感

を発揮します。

［直前理事長］ 湯田坂 一矢

直前理事長として、川上理事長の良きアドバイ

ザーとなれるよう、またLOMをサポートできるよう、

これまでの経験を活かしてまいります。一年間どう

ぞよろしくお願いいたします。
［監事 ］ 蟹江 祥裕

内部的視点だけでなく、「外から見た青年会議

所」を考えていかなければならない時代です。川

上理事長の掲げるスローガンにもあります「鐵の

結束」を以て責務を全うする所存です。
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鐵の結束～青年らしく、青くさく～2020年度スローガン 第1号 発行所／

会員ネットワーク委員会

てつ

［ 2020年度理事長］ 川上 俊之
平素は、当青年会議所の運動に対し、行政並びに各関係諸団体、地域の皆様のご理解、ご協力

を賜り誠にありがとうございます。本年度は「鐵の結束～青年らしく、青くさく～」をスローガンに掲

げ、若い力を集結させ、鐵のような固い結束力で、「明るい豊かな社会の実現」を目指しております。

5つの基本方針に、効率的で厳格な組織運営と幅広い情報発信、次世代を担う子どもたちに自信

を与える事業の展開、自信と体力とヴァイタリティあるLOM 作りを目指した会員拡大活動の推進、

JAYCEE として positive change する人材育成事業、情報を外部に正しく報道する活動並びに LOM 

内外の連携を意識した温故知新な渉外活動を提示し、まちづくりを通して会員とともに成長し、東

海市発展の為に専念いたします。暖かくなるにつれ、私たちの運動も最盛期を迎え慌ただしくなり

ますが、変わらぬご指導をどうぞよろしくお願い申し上げます。

ス タ ッ フ ＆ 委 員 長 紹 介
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［監事 ］ 伊藤 大司

本年度で青年会議所に入会して10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。
［副理事長］ 松田 隆司

本年度、松田室担当副理事を務めさせていただ

きます松田隆司です。今年は人を増やし、人が減

らないLOM作りに全力で邁進してまいります。どう

ぞよろしくお願い致します。［副理事長］ 小野 久仁陸

本年度、小野室担当副理事長を務めさせていた

だきます。今までの青年会議所活動で培ってきた

ことを、少しでもメンバーへ伝えていき、お互い成

長できるよう努めてまいります。 ［副理事長］ 近藤 輝宗

本年度、近藤室担当副理事長を務めさせていた

だきます近藤輝宗です。今までの経験を活かし、

「豊かな社会の実現」に向けて青年会議所活動を

してまいります。一年間どうぞよろしくお願いします。［専務理事］ 渡部 祐太

特別会員、関係諸団体並びに各会員会議所との

連携はもちろん、東海青年会議所内での連携をサ

ポートすることでメンバーが活発に活動できるよう

一年間邁進して参ります。
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●正副理事長・監事スタッフ ●次世代育成委員会 ●positive change実践委員会

●事務局 ●会員拡大委員会 ●会員ネットワーク委員会

理事長 川上 俊之 (有)与古田産業

直前理事長 湯田坂 一矢 (有)湯田坂塗装

監事 蟹江 祥裕 (株)彩建

監事 伊藤 大司 (株)伊藤商店

副理事長 小野 久仁陸 (有)グランツ

副理事長 松田 隆司 三誠(株)

副理事長 近藤 輝宗 (有)太陽グリーン

専務理事 渡部 祐太 アクサ生命保険(株)

事務局長 鈴木 聖享 保険業

事務局次長 近藤 基貴 かなで総合会計

委員 佐藤 弘幸 津軽建工

委員 加古 雅士 (有)ノンナ カコーレ

委員 蟹江 達也 (株)中村土木建設

委員 井上 喬博 (有)ワーク柴田

幹事 石田 孝徳 (学)名古屋石田学園

委員長 蟹江 廉士 (株)人形の蟹江

副委員長 川添 地芳 M.B.サービス

委員 河合 崇晴 (有)京都工業所

委員 加藤 和男 みにくいアヒルの子

委員 安藤 康之 寿屋(株)

委員 照喜名 勇 共立建設

幹事 中村 洸太 (株)コウケン

委員長 今野 雄次郎 今野塗工

副委員長 清水 龍太郎 (株)Adwill

委員 村瀬 大地 (株)RDプラント

委員 前田 健司 (有)光伸

委員 浅田 優二 浅田建設(株)

幹事 秤谷 英次 (株)昴英工業

幹事 今井 翔也 PUB BRIGHT

委員長 夏目 唯 (有)メガネのジンノ

副委員長 溝口 淳美 特定非営利法人ATWORLD

委員 新垣 浩助 Pub CLAN

委員 岡田 玲緒 岡田興業(株)

幹事 野崎 莉穂 Rinky

幹事 阿知和 宏樹 阿知和建装

委員長 蟹江 直矢 (株)たつえ

副委員長 上村 卓也 (株)上村建築工房

委員 岩井田 健太 (有)岩井田工業

委員 村瀬 慶祐 綜合管理サービス(株)

委員 氏家 直人 朝日生命相互会社 東海営業所

幹事 早川 達也 行政書士Fr事務所
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１月例会

「新年会」

1月11日

会員ネットワーク委員会／委員長 蟹江直矢

京都会議 1月17日～1月19日

positive change実践委員会／委員長 今野雄次郎

（公社） 日本青年会議所 東海地区愛知ブロック協議会

2020年度「ブロックアカデミー委員会」開校式

2020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出来る

団体です。また、街づくりを通じて様々な人

と触れ合うことが出来ます。先輩諸氏が築い

てこられたご縁や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ま

いります。

会員拡大委員会／委員長 夏目唯

公益社団法人 日本青年会議所 東海地区協議会
第47回 JC青年の船「とうかい号」 財務特別委員長

「とうかい号」の財務特別委員長という重責ある役

を拝命いただき誠にありがとうございます。人材育成

を目的とする「とうかい号」が最大限の効果を発揮す

るように各委員会を財務の面から支えていく所存です。

監査まで1年間ありますが宜しくお願いします。

● 公益社団法人 日本青年会議所

［スポーツ振興委員会］

委員：岩井田 健太、佐藤 弘幸

● 公益社団法人 日本青年会議所 東海地区協議会

［とうかい号 財務特別委員会］

委員長：早川 達也

委員：湯田坂 一矢、近藤 輝宗、井上 喬博

● 知多5JC連絡協議会

［知多半島委員会］

顧問：湯田坂 一矢

委員：安藤 康之、浅田 優二

● 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

［ブロックアカデミー委員会］

副委員長：前田 健司

幹事：照喜名 勇

委員：阿知和 宏樹、野崎 莉穂、早川 達也

今井 翔也、秤谷 英次、石田 孝徳

中村 洸太

［ブロック大会運営委員会］

委員：加古 雅士、新垣 浩助

［誰もが輝く組織改革委員会］

委員：村瀬 慶祐

早川 達也

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
2020年度 ブロックアカデミー委員会 副委員長

2020年度愛知ブロック協議会アカデミー委員会副

委員長という大役を仰せつかり、大変身の引き締まる

思いです。県内会員会議所の入会間もないメンバーに

対し、想いある事業構築の機会を提供し、青年会議所

活動の本質や一生涯の絆を体感して頂きます。

前田 健司

会 員 募 集 に つ い て

令和という新しい元号が始まり、東海青年会議所は52年目を迎えます。これまで先輩諸兄が築いてこられた

輝かしい歴史に感謝するとともに、本年も広報誌を通じ、青年会議所活動を広く報道してまいります。

会員ネットワーク委員会

委員長 蟹江直矢

1月7日事務局開き

東海市長・鈴木淳雄様をはじめと

する、各関係諸団体の来賓様、特別

会員の皆様をお招きし、総勢100名

弱にて盛大に開催されました。

2020年度理事長・川上俊之君より、

力強く、熱い想いのこもった所信が

皆様方に向けて表明されました。

1月25日

スタッフメンバー中心に、船津神

社にて参拝をし、2020年度の全事

業の成功を祈願いたしました。川上

俊之理事長を筆頭に、メンバー一人

ひとりが地域のために、精一杯活動

してまいりますので、本年度も宜し

くお願い致します。

京都の地にて、（公社）日本青年

会議所 第69代会頭石田全史君によ

り、全国各地の同志へ熱い想いが表

明されました。また、友好ＪＣであ

ります、（公社）米沢青年会議所様、

（一社）釜石青年会議所様と懇親会

を通じて、絆を深めました。

本年度、当LOMからは副委員長

（塾長）として前田健司君をはじめ、

計8名のメンバーを出向させていた

だいております。比較的歴の浅い県

内各地の青年会議所の同志と、事業

構築を通じて、深い交流をはかるた

めに1年間躍動してまいります。


