
［ 直前理事長 ］ 川上 俊之
時代が急速に変わる今、これまでの経験を応用して東

海青年会議所の信頼をさらに強く紡いでいきます。蟹

江理事長のリーダーシップがより輝く特別な一年となる

よう精一杯Prideを持って直前理事長としての責務を果
たします。

［ 副理事長 ］ 安藤 康之
本年度、安藤室担当副理事長を務めさせていただきま

す。どんな状況でも青年会議所活動が盛り上がるよう

に尽力し、経営者として自分自身の成長の機会にもつ

なげて参ります。一年間どうぞよろしくお願いいたします。
［ 監事 ］ 湯田坂 一矢
コロナ禍において青年会議所の活動も新たな形が求め

られている今だからこそ、監事として入会以来自分自身

が経験し学んできたことをメンバーにしっかりと伝えると

ともにメンバー一人ひとりが誇りを持てる組織となるよう

努めて参ります。

［ 副理事長 ］ 加古 雅士
本年度、副理事長を仰せつかりました加古雅士です。

副理事長として東海青年会議所の活動を支えながら、

自分自身も経営者として飛躍出来るよう貪欲にチャレン

ジさせて頂きます！一年間どうぞよろしくお願いいたし

ます。［ 監事 ］ 前田 健司
本年度で青年会議所を卒業することとなります。蟹江理

事長の所信が一年を通して彩られていくように先輩諸兄

から脈々と受け継いだ想いを、己の様々な失敗から学

んだことを監事として伝えていく所存です。
［ 副理事長 ］ 佐藤 弘幸
本年度、佐藤室担当副理事長という大役を仰せつかり

ましたが、自分自身楽しみながら何に事にもチャレンジ

し、東海青年会議所の活動を支えられる縁の下の力持

ちになりたいと思います。一年間どうぞよろしくお願いい

たします。
［専務理事］ 河合 崇晴
本年度、専務理事を仰せつかりました河合崇晴です。

愛する郷土のために誇りを持てる活動が出来るよう縁

の下の力持ちとなり、蟹江理事長を始めとするメンバー

を下支えし、全国に697ある青年会議所の中で一番輝く

イキイキとしたLOMにします！

［会員増強委員会］ 清水 龍太郎

会員増強委員会の委員長として、会

員拡大はもちろんのこと新入会員様

のフォローとサポートを手厚くし、”退

会者0人”を目指した委員会運営を行

いたいと思います。

［地域の誇り育成委員会］ 上村 卓也

子どもたちに多くの学びを得て頂き、地域

の誇りとして輝いてもらいたいと思います。

そして、この東海市という地域の事も誇り

に思ってもらえるような事業を構築してい

きたいと思っております。精一杯努めて参

りますので、よろしくお願いいたします。

［誇れるまちづくり委員会 ］ 溝口 淳美

1月の新年会、9月のまちを巻き込むよう

な例会を通して、すべての人が東海市に

住み、関わることを誇りに思えるような一

年にします。また、広く地域社会に青年会

議所活動をアピールし、貢献できるよう邁

進して参ります。

［ JCプライド醸成委員会 ］ 近藤 基貴

本年度JCプライド醸成委員会は「変化」

することを恐れずに「挑戦」しつづけること

を理念として、委員会メンバーと共に皆様

に学びと気づきの価値を提供し、企業経

営や生き方の新たなステージづくりの一

助となる活動を行います。

［ 事務局 ］ 川添 地芳

東海青年会議所の屋台骨である

事務局長として組織運営を厳粛

に執り行い、また新しいことに目

を向け、チャレンジ精神をもち、誇

りをもった組織運営を目指しま

す！
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2021年度スローガン

［ 2021年度理事長］ 蟹江 祥裕

平素は、当青年会議所の活動に対し、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。昨年度から続く新型コロナウイルスの影響で改めて青年会議所活

動の本質を見つめ直すきっかけとなりました。本年度は「Pride of 東海～愛すべき郷土のために～」
をスローガンに掲げ、原点に立ち返り、我々が自らの活動に誇りをもち「明るい豊かな社会の実現」

を目指して活動を続けております。このような時代だからこそ、責任世代と呼ばれる年齢層で構成さ

れる青年会議所がリーダーシップを発揮し、どのような状況においても活動を止めることなく、地域

の発展の一助となるよう努めて参ります。本年度も東海青年会議所の活動にご期待ください。

ス タ ッ フ ＆ 委 員 長 紹 介
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Pride of東海 ～愛すべき郷土のために～ 発行所／事務局



事 業 報 告

1月5日事務局開き

新型コロナウイルス感染症の影響により対面での事業が行えず、式典をYouTubeに

て配信するという今までにない試みで新年会を開催しましたが、2021年度東海青年会

議所の活動方針、蟹江祥裕理事長の所信を滞りなく発信することが出来ました。初めて

のことばかりで戸惑うことも多くありましたが、誰に見てもらっても恥ずかしくない新

年会をずっと残る形でつくりあげることができました。ぜひ一度、ご覧ください！

2021年度の幕開けとして、荒尾町の神明社にてスタッフ一同で初詣の参拝し、本年

度の全事業の成功と安全を祈願いたしました。蟹江祥裕理事長を筆頭にメンバー一人ひ

とりが、本年度スローガン「Pride of 東海 ～愛すべき郷土のために～」を心に刻み、

人のため、地域のために誇りをもった活動を行い、我がまち東海市のさらなる発展の一

助となるよう邁進して参ります。

2021年2月11日、名古屋会議が行われました。愛知ブロック協議会2021年度会長

である山﨑博征君より、「誰もが夢描ける、しなやかで強い持続可能な愛知の未来創

造」をテーマとする所信が表明されました。また当LOMより委員長として愛知ブロッ

クへ出向しています松田隆司君率いるグローバルイノベーション創出委員会の活躍を

LOM一丸となって応援することができました。今年はオンラインとオフラインのハイ

ブリット開催という新たな試みではありましたが、愛知県内33LOMの繋がりを実感で

きる有意義な時間となり、より一層の青年会議所活動の活性化の一助となりました。

１月例会「新年会」 誇れるまちづくり委員会／委員長 溝口淳美 1月14日

名古屋会議 会員増強委員会／委員長 清水龍太郎 2月11日

2月例会はアチーブメント株式会社の中川講師より企業理念・人生理念、ビジョンの

構築方法に関してご講義頂きました。メンバー間でディスカッションを行うことでよ

り見識を深め、お互いの理念やビジョンを知る良い機会となりました。厳しい経済状

況の中、コロナ禍で変化し挑戦し続けるためにビジョンを再構築し、新たな一歩を踏

み出すことができた例会となりました。

2月例会 ＪＣプライド醸成委員会／委員長 近藤基貴 2月12日

3月例会 地域の誇り育成委員会／委員長 上村卓也 3月28日

4月例会 ＪＣプライド醸成委員会／委員長 近藤基貴 4月20日

“Just do it! ～情熱をロケットにのせて～”と題し、チャレンジする事の楽しさや

大切さを学び、周りの人たちにチャレンジすることを促すことができる人財となるこ

とを目的としました。偉人の名言やエピソードなどを交えた講義でチャレンジする気

持ちを高め、後半ではペットボトルロケットを制作し飛ばしました。どうすれば遠く

正確に飛ばせるのか試行錯誤して飛ばしては工夫してまた飛ばす。この飛ばすまでの

プロセスが大事なのです！ということを理解してもらいつつ、大いに楽しんで盛り上

がりました。対面で事業が行えることの有難さも感じられた例会となりました。

4月例会は「勝ち続ける会社の未来創造型経営」～経営計画策定のススメ～という題

材で決算書の基礎、及び経営計画策定の必要性をメンバー及び一般の方と学びを深め

ました。青年経済人としてまず自分の会社の状態を知るため、決算書の読み方、活か

し方を知ることは必須であり、コロナ禍である今だからこそ、中長期のビジョンを社

長自らの言葉で語ることが必要であることを学びました。最後にはグループディス

カッションを行いそれぞれのグループで活発な意見交換を行いました。
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●正副理事長・監事スタッフ ●地域の誇り育成委員会 ●JCプライド醸成委員会

●事務局 ●会員増強委員会 ●誇れるまちづくり委員会

理事長 蟹江 祥裕 (株)彩建

直前理事長 川上 俊之 (有)与古田産業

監事 湯田坂 一矢 (有)湯田坂塗装

監事 前田 健司 (有)光伸

副理事長 安藤 康之 寿屋(株)

副理事長 加古 雅士 (有)ノンナ カコーレ

副理事長 佐藤 弘幸 津軽建工

専務理事 河合 崇晴 (有)京都工業所

事務局長 川添 地芳 M.B.サービス

委員 加藤 和男 みにくいアヒルの子

委員 小野 久仁陸 (有)グランツ

委員 井上 喬博 (有)ワーク柴田

委員 野崎 莉穂 Rinky

幹事 山口 陽平 三井住友海上火災保険(株)

委員長 上村 卓也 (株)上村建築工房

副委員長 照喜名 勇 共立建設

委員 伊藤 大司 (株)伊藤商店

委員 浅田 優二 浅田建設(株)

委員 近藤 輝宗 (有)太陽グリーン

幹事 野々山 聖祐 聖工業

幹事 永井 達也 東福瓦斯興業(株)

委員長 近藤 基貴 かなで総合会計

副委員長 中村 洸太 (株)コウケン

委員 蟹江 達也 (株)中村土木建設

委員 新垣 浩助 Pub CLAN

委員 夏目 唯 (有)メガネのジンノ

委員 蟹江 直矢 (株)たつえ

幹事 小島 美弥子 明治安田生命保険相互会社

幹事 中野 元気 (有)中野築炉

委員長 清水 龍太郎 (株)Adwill

委員 村瀬 大地 (株)RDプラント

委員 蟹江 廉士 (株)人形のかに江

委員 今野 雄次郎 今野塗工

委員 鈴木 聖享 保険業

幹事 菊政 直哉 K's インテリア

委員長 溝口 淳美 特定非営利法人ATWORLD

副委員長 阿知和 宏樹 阿知和建装

委員 松田 隆司 三誠(株)

委員 渡部 祐太 アクサ生命保険(株)

委員 石田 孝徳 (学)名古屋石田学園

幹事 山本 美希 YOSA PARK Sea

幹事 木村 譲二 トライクレスト(株)

出 向 者 紹 介

2021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ので、是非一度

参加してみてください。先輩諸氏が紡いでき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参ります。
会員増強委員会

委員長 清水 龍太郎

2021年愛知ブロック協議会グローバルイノベーション創出委員会委員長という身の丈以上の大役を仰せつかり、

大変身の引き締まる思いです。海外でのビジネスマッチング開催やブロック大会メインフォーラムの開催などの

事業で海外を身近に感じていただき、見識を広げてもらいます。

国際の街 愛知の創造へ！

● 公益社団法人 日本青年会議所

［持続可能なビジネス推進委員会］

委員：川上 俊之、石田 孝徳

［ユーラシア共創委員会］

委員：鈴木 聖享

● 知多5JC連絡協議会

［知多半島委員会］

顧問：川上 俊之

委員：佐藤 弘幸、加古 雅士、新垣 浩助

● 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］

委員：野々山 聖祐、山本 美希、小島 美弥子、山口 陽平、木村 譲二、永井 達也

中野 元気

［ブロック大会運営委員会］

委員：前田 健司、安藤 康之、野崎 莉穂

［グローバルイノベーション創出委員会］

委員長：松田 隆司

総括幹事：渡部 裕太

運営幹事：小野 久仁陸

会計幹事：近藤 輝宗

松田 隆司

会 員 募 集 に つ い て

我々、東海青年会議所も本年度で53年目を迎えることができました。昨年は新型コロナウィルスの影響で、例年とは違

う活動を余儀なくされ、思うような活動を行うことができませんでした。しかし、コロナ禍でも行うべきことを行うこ

とが青年会議所であると思います。本年も皆さまのご期待に添えるよう精一杯頑張っていく所存でございますので一年

間よろしくお願いいたします。
事務局

事務局長 川添 地芳

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

E-mail/tokaijc@ma.medias.ne.jp

http://www.tokaijc.sakura.ne.jp
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