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感謝の心を以て、誠を尽くそう ～限りなき可能性を信じて～
覚悟をもって挑戦し続けよう ～限りなき可能性を信じて～
終わりなき「恩」のやりとりから生まれる夢と笑顔溢れる「やまがた」の実現
宿命に従い運命を切り開く ～愛するやまがたのため、大切な人のために～

ご 挨 拶
公益社団法人山形青年会議所
２０１８年度 第６３代理事長

平素より、公益社団法人 山形青年会議所の運動
に対し、深いご理解と温かいご支援を賜っており
ます事に心から感謝申し上げます。私は第６３代
理事長を務めます近藤英雄と申します。今年１年
間どうぞよろしくお願い致します。
昨年、山形青年会議所は、市民の皆様をはじめ、
行政や関係諸団体、各地会員会議所の皆様にご協
力をいただきながら、これまで先輩諸兄が紡いで
こられた価値ある歴史と伝統を受け継ぎ、６０周
年提言「ＢＲＩＤＧＥ」のもと、未来へ繋ぐ架け
橋を描くために様々なことに果敢にチャレンジし
て参りました。本年もまたこれまで積み上げられ
た多くの輝かしい功績に感謝するとともに、新た
な歩みを進めて参ります。
２０１８年、山形青年会議所は「宿命に従い運
命を切り開く～愛するやまがたのため、大切な人
のために～」のスローガンのもと、今地域から求
められることは何か、今地域に必要なことは何か
ということをしっかりと見定め、これからの未来
に向けて我々ＪＣにしかできない運動やまちづく
りを展開して参ります。
山形の夏の風物詩として多くの市民の皆様に支
持され発展してきた山形大花火大会は、本年で３
９回目を迎えます。これまで共に育み続けてきた
皆様とともに、今後も持続可能で且つ市民参加型

近 藤 英 雄

として進化する大会を目指し、未来の山形を見据
えた魅力溢れる大会の創造へと繋げて参ります。
近年少子高齢化が進み、ＡＩやＩｏＴといった技術
革新が進んできております。今一度この山形のも
つ環境資源や歴史的・文化的資源を再認識し、愛
郷心を育みながら、これからの地域の未来を担う
子どもたちの育成や山形の新しい価値を見出すこ
とのできるまちづくり事業を実施して参ります。
また、会員の資質向上と組織向上に向け、国内外
に広がるネットワークを活用し、多くの人との出
会いや様々な機会のもとで幅広い経験を積み、品
格をもった行動力のあるリーダーを育成して参り
ます。そして、年々会員数が減少している中で、
私たちは地域のまちづくりを担う団体として、よ
り効果の高い事業を継続的に展開し続けるために
も、５年先、１０年先の組織を見据えた会員拡大
活動を行って参ります。
結びに、明るい豊かな社会の実現を目指すこと
は、我々青年の使命であります。２０１８年山形
青年会議所、１０６名の全メンバーで、この愛す
るやまがたのため、そして大切な人のために「信念」
と「覚悟」をもって、６３年目の活動・運動に邁
進して参ります。本年も引き続きのご指導、ご鞭
撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げ
ます。

http://www.yamagatajc.or.jp
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２０１８年度 正副常任理事監事紹介

理事長

直前理事長

近藤 英雄

武田 靖裕

監

事

監

事

地域創造グループ
副理事長

千歳

監

望

事

人財開発グループ
副理事長

交流推進グループ
副理事長

資質向上グループ
副理事長

総務グループ
専務理事

手塚 孝樹

庄司 安宏

荒井 要雄

岩田 雄治

花火大会特別委員会
特別委員長

花火大会特別委員会
本部長

地域創造グループ
常任理事

人財開発グループ
常任理事

井上 大樹

小林 伸太郎

狩野 慎一郎

堀野 卓美

茂木 政樹

安藤 太一郎

長谷川 晃一

交流推進グループ
常任理事

資質向上グループ
常任理事

総務グループ
常任理事

総務グループ
財政局長

総務グループ
事務局長

半田 直樹

落合 康弘

庄司 哲也

兼子 和伴

髙橋 将史

２０１８年度 委員長・部会長 紹介

地域創出委員会
委員長

次世代開発委員会
委員長

会員拡大委員会
委員長

後藤 寛典

向田 竜也

清野

総務情報委員会
委員長

花火大会特別委員会
部会長

三浦 真守

浦山

高

衛

会員交流委員会
委員長

岡崎 広一郎

花火大会特別委員会
部会長

花火大会特別委員会
部会長

白田 圭一

丹野 一史

渉外支援委員会
委員長

鈴木

純

花火大会特別委員会
部会長

星

雄介

資質向上委員会
委員長

齋藤 源太
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２０１８年度 各委員会事業説明
地域創造グループ

地域創造グループ

花 火大会特別委員会

地域創出委員会

（１）第３９回山形大花火大会の企画・実施に関する事項

（１）１０月例会の企画・実施に関する事項

（２）持続可能な山形大花火大会実現に向けての企画・実施
に関する事項

（２）政策提言に関する事項

（３）８月第１・第２・第３例会の企画・実施に関する事項

（４）災害支援活動に関する事項

（３）広域まちづくり協議会に関する事項

（４）８０年代スキー復活実行委員会への支援

人財開発グループ

人財開発グループ

次世代開発委員会

会員拡大委員会

（１）５月例会の企画・実施に関する事項

（１）会員の拡大に関する事項

（２）次世代育成に関する事項

（２）７月例会の企画・実施に関する事項

（３）国際連合協調活動（ＳＤＧｓ）に関する事項

（３）新入会員事業の企画・実施に関する事項

（４）ビューティフルコミッションへの支援活動

（４）永続的に発展していくためのＬＯＭの創造に関する事項

（５）山形リトル・シニアリーグへの支援活動

交流推進グループ

交流推進グループ

会員交流委員会

渉外支援委員会

（１）新春賀詞交歓会式典並びに祝賀会に関する事項

（１）９月例会の企画・実施に関する事項

（２）１２月クリスマス家族例会の企画・実施に関する事項

（２）山形ＪＣ活動の取材・記録管理に関する事項

（３）山形ＪＣシニアクラブとの交流に関する事項

（３）海外姉妹ＪＣとの交流に関する事項

（４）日本ＪＣじゃがいもクラブへの支援活動

（４）各種大会・対外事業の渉外活動に関する事項

（５）国内姉妹ＪＣとの交流に関する事項

資質向上グループ

総務グループ

資質向上委員会

総務情報委員会

（１）２月・４月・６月例会の企画・実施に関する事項

（１）１１月卒業例会の企画・実施に関する事項

（２）アワードに関する事項

（２）総会・例会・理事会運営に関する事項

（３）ＪＣＩ 地域創出委員会
ＡＳＰＡＣ山形大会５周年記念式典・祝賀会
委員長

（３）広報・発信に関する事項

の開催準備に関する事項

千歳
望
（４）キッツビューエルクラブへの支援活動

（４）庶務活動に関する事項
（５）ＬＯＭ内褒章に関する事項

（５）お古紙ください協議会への支援活動

総務グループ

財 政 局

総務グループ

事 務 局
（１）本会議所の円滑な運営に関する事項
（２）会議運営の補佐業務並びに連絡調整に関する事項
（３）その他

（１）事業予算・決算の審査に関する事項
（２）コンプライアンスの審査に関する事項
（３）公益法人維持に関する事項
（４）その他
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/ 出 / 向 / 者 / 紹 / 介 /
【国際青年会議所

アジア太平洋開発協議会】

この度、ＡＰＤＣへ開発担当役員（ＤＯ）として２０１７年ＡＳＰＡ
Ｃ ウランバートル大会から２０１８年ＡＳＰＡＣ 鹿児島大会までの
任期で出向させていただいております。 私の担当国はＪＣＩ Ｖｉｅ
ｔｎａｍで「７ヶ国１１人」のメンバー活動し、現在は新たなＬＯＭ
の設立及びセネターゴルフ誘致に向けた調査・活動をしております。
今学んでいること、感じたことを山形ＪＣに還元できるよう「最高に
楽しみながら」頑張って参ります。

開発担当役員

髙橋 将史
入会年度：平成 25 年
勤 務 先：㈱高橋陶商

【公益社団法人 日本青年会議所】

公益資本主義推進委員会 委員

阿部 則裕
入会年度：平成 28 年
勤 務 先：阿部則裕法律事務所

本年度、公益社団法人日本青年会議所国際グループ公益資本主義推進委員会に、委員として出向
させていただいております。
公益資本主義推進委員会は、いわゆる「三方良し」の精神性をもつ商いすなわち、全てのステー
クホルダーの利益を追求する企業活動が実践される持続可能な社会の構築を目指して活動する委員
会です。主な活動としましては、京都会議におけるフォーラム並びに海外及び国内における推進事
業を予定しております。１年間よろしくお願い致します。

公益資本主義推進委員会会計幹事

落合 康弘

公益資本主義推進委員会委員

千歳

望

入会年度：平成 25 年
入会年度：平成 23 年
勤 務 先：㈱東北仮設サービス 勤 務 先：㈱千歳建設
道徳教育推進委員会 委員

総務委員会 委員

手塚 孝樹

庄司 哲也

入会年度：平成 23 年
勤 務 先：弁護士法人手塚・
橋本法律事務所

入会年度：平成 25 年
勤 務 先：㈱庄司ストアー

国際会議支援委員会 委員

国際会議支援委員会 委員

狩野 慎一郎

茂木 政樹

入会年度：平成 22 年
入会年度：平成 24 年
勤 務 先：㈱バイパスホンダ 勤 務 先：AIG 損害保険
㈱山形支店

国際会議支援委員会 委員

アジアアライアンス構築委員会 兼務員

松本 和丈

髙橋 将史

入会年度：平成 28 年
勤 務 先：㈱安全ガラス

入会年度：平成 25 年
勤 務 先：㈱高橋陶商

【公益社団法人 日本青年会議所 東北地区協議会】

総務広報委員会 副委員長

細江 大樹
入会年度：平成 26 年
勤 務 先：倉岡法律事務所

私は、入会 5 年目にして初の東北地区出向をさせていただくこととなりました。
総務広報委員会では、東北地区協議会の役員会議運営、議事録作成、各種大会での東北地区ナイ
トの設営など、重要な担いを担当させていただきます。
出向という貴重な機会をいただけるのは、諸先輩方が築き上げてきた山形ＪＣの歴史や実績、現
役メンバーの支えがあってのことです。そのことを胸に刻み、この 1 年間を他の地区出向メンバー
と共に精一杯務め上げて参ります。

会務担当副会長

事務局次長

総務広報委員会 幹事

庄司 安宏

奥山 竜士

大沼 慧奨

入会年度：平成 22 年
勤 務 先：㈱ Paddle

入会年度：平成 25 年
勤 務 先：ジブラルタ生命保険㈱

東北青年フォーラム運営委員会委員 東北青年フォーラム運営委員会委員 東北青年フォーラム運営委員会委員 東北ゼミナール委員会 委員

荒井 要雄

入会年度：平成 28 年
入会年度：平成 17 年
勤 務 先：㈱山形銅鉄設備工業 勤 務 先：TS プラザマネジメント㈱

小林 伸太郎
入会年度：平成 24 年
勤 務 先：㈱アイン企画

黒澤 利道
入会年度：平成 19 年
勤 務 先：テルス㈱

田村 貴史
入会年度：平成 28 年
勤 務 先：㈲田村不動産

【公益社団法人 日本青年会議所 東北地区 山形ブロック協議会】

アカデミー委員会 委員

荒井 竜弥
入会年度：平成 29 年
勤 務 先：㈱弥五兵衛

この度出向の機会をいただきました。私の目標は、これを機に近くに住む方々と連携をとり、そ
こで出会った仲間たちが所属するＬＯＭの良い部分や、地域に対する活動から得るものを学ぶ事です。
そして、私自身山形ＪＣでの成功例や運動を伝播し、なにかしらのヒントを得てもらうえるような
密な情報交換を実践したいと思っております。
これから１０年以上続くであろう青年会議所活動に於いて、この経験が数多く生きてくることを
信じ、精一杯頑張ります。1 年間どうぞ宜しくお願いします。
副 会 長

やまがた連携運動推進委員会 副委員長

やまがた連携運動推進委員会 委員

やまがた創生委員会 委員

手塚 孝樹

井上 大樹

松田 大和

伊藤 香織

入会年度：平成 28 年
勤 務 先：㈲東洋建装

入会年度：平成 29 年
勤 務 先：山形市議会議員

入会年度：平成 23 年
入会年度：平成 24 年
勤 務 先：弁護士法人手塚・ 勤 務 先：㈱ I T C
橋本法律事務所
ブロック大会運営委員会 幹事

アカデミー委員会 委員

アカデミー委員会 委員

アカデミー委員会 委員

安部 誠司

井田 貴士

原田 英明

半田 将樹

入会年度：平成 28 年
勤 務 先：And on office

入会年度：平成 29 年
勤 務 先：土地家屋調査士
井田貴士事務所

入会年度：平成 29 年
勤 務 先：㈱フーツラ

入会年度：平成 29 年
勤 務 先：㈲半田組

やまがた創生委員会 委員

向

香織

ブロック大会運営委員会 副委員長

半田 直樹

入会年度：平成 28 年
入会年度：平成 21 年
勤 務 先：㈱トラベルパートナー 勤 務 先：㈱ ZENITH
事務局補佐

井上

学

入会年度：平成 29 年
勤 務 先：㈲義井住建
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会員拡大PR
会員拡大委員会

委員長

清野

ＷAＮＴＥＤ

衛
～未来を創る街を考える仲間を求めています！！～

本年度の拡大テーマ「密着！拡大２４時～Ｏｎｅ ｆｏr ａｌｌ，ａｌｌ ｆｏｒ
拡大～」は、仕事中やプライベートといったＪＣ活動以外の時間も拡大情報を捉える
チャンスであるという認識を持ち、メンバーが一丸となって全員で候補者を入会に導
くためにテーマを掲げました。今こそキャピタルＪＣである山形青年会議所のプライ
ドを集結させる時！！皆様からの絶大なる協力を改めてお願い申し上げます。

新入会員候補者セミナーのご案内
【第４回】＜例会参加＞
日時：３月７日（水）19：00 ～（受付18：30 ～）
会場：三友エンジニア体育文化センターエコホール

【第５回】＜シニアの先輩ご講演＞
日時：３月20日（火）19：00 ～（受付18：30 ～）
会場：山形市市民支援センター
高度情報会議室霞城セントラル23 階

【第６回】＜理事長挨拶・JC紹介＞
日時：４月17日（火）19：00 ～（受付18：30 ～）
会場：山形市市民支援センター
高度情報会議室霞城セントラル23階

※時間・場所は変更になる場合が御座います。

【第７回】＜例会参加＞
日時：５月20日（日）19：00 ～（受付18：30 ～）
会場：山形市内会場（詳細は後日お知らせします）

【第８回】＜歴代会員拡大特別会議議長ご講演＞
日時：５月22日（火）19：00 ～（受付18：30 ～）
会場：山形市市民支援センター
高度情報会議室霞城セントラル23階

【第９回】＜例会参加＞
日時：６月12日（火）19：00 ～（受付18：30 ～）
会場：ホテルメトロポリタン山形 ４階 霞城

【第10回】＜レクリエーション＞
日時：６月19日（火）19：00 ～（受付18：30 ～）
会場：山形ファミリーボール

京都会議報告
渉外支援委員会

委員長

鈴木

純

２０１８年度京都会議テーマ『至誠～調和を生
み出し、奇跡を起こそう～』のもと１月１８日～２
１日に開催され、山形青年会議所メンバー４１名で参加し機運士気を高めることがで
きました。日本青年会議所会頭池田祥護君の所信表明では『経済再生・事業創造などの
重点事項を演説し、
「和」の精神をもって調和を生み奇跡を起こそう』と全国の同志に熱
く発信されました。至らぬ点等多々ございましたが、今後ともご指導ご鞭撻のほどお願
い申し上げ、ご報告とさせていただきます。

賀詞交歓会報告と御礼
会員交流委員会

委員長

岡崎

広一郎

去る１月２５日、ホテルメトロポリタン山形に
おいて２０１８年度新春賀詞交歓会を開催致しま
した。約１６０名のお客様をお迎えし、日頃からご
支援をいただいている関係諸団体の皆様や同志である国内外の
ＪＣメンバー、そして敬愛する山形ＪＣシニアクラブの先輩諸
兄に対して、信念を持って地域のために力強く運動を展開して
いく覚悟を発信させていただきました。
足元の悪い中ご参会いただいた全ての皆様に御礼申し上げ、
報告とさせていただきます。ありがとうございました。
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編集後記
本年創立６３周年を迎えた山形青年会議所は、理事長所信・スローガンの元力強くスタートをきることができました。これ
もひとえに、関係諸団体の皆様、敬愛してやまない山形ＪＣシニアクラブ先諸兄の皆様はじめ多くの市民の皆様のご理解とご
協力の賜物と心より感謝申し上げます。これまでの長い歴史のバトンを引き継いでいることを肝に銘じ、愛する郷土やまがた
のためになにができるのかを真摯に考え抜き、青年らしく活気あふれる活動を展開して参ります。広報誌「蔵王」を通じて皆
様にお伝え申し上げて参りますので、一年間皆様のご支援とご尽力を賜れますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

２０１８年２月 ２４日発行 発行責任者 近藤 英雄 編集責任者 三浦 真守 編集 総務情報委員会

