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会員の皆様、日々の青年会議所活動お疲
れ様です。また、10月に置かれましては全国

大会、そして次年度への準備もありお忙しい
日々を過ごしていると思います。

緊急事態宣言もあけて、少しずつですが日
常の生活が戻ってきました。そして、青年会議
所活動も少しずつ従来の姿に戻って行くと共
に、今回の新型コロナウィルスの件で身に付
いた力を生かして素晴らしい活動を展開して
いきましょう。

本年度も残り僅かとなってきました。新しい
仲間が増え、青年会議所にも新しい風が吹い
ています。その一方で青年会議所を卒業され
る7名の方もいます。もう残り僅かな期間しか

ありませんが、卒業生から吸収できる事はし
て自身の成長に繋げていって下さい。
残り2ヶ月、会員全員で心をひとつに頑張り
ましょう。



活動報告

10月6日（火）に、人財開発委員会の
もと、10月公開例会がWEBにて開催
されました。
講師に横山博昭先生をお招きし、
「持続可能な組織を目指して」をテー
マにご講演いただきました。
組織を構成する一人ひとりが組織を
おもい、行動できる人財を開発する
ことができるよう、今後行動していき
ましょう！

10月11日（月）に後期新人研修が
WEBにて開催されました。

3名の後期新人を迎えての研修で、
セレモニー時の発表練習や服装・プ
ロトコルなどの規定等を学びました。

まだわからないところも多いと思い
ますが、今後もいろいろな研修があ
りますので一緒に頑張りましょう！

10月22日（金） 近鉄賢島カンツリー
クラブ、23日（土） ＮＥＭＵ ＧＯＬＦ
ＣＬＵＢにて2021年度松阪ＪＣじゃが
いもクラブ10月三重県内遠征を執り
行わせていただきました。
初日の優勝者は久保芳秋先輩、二
日目の優勝者は現役の三宅菜月君
でした。そして、二日間の総合優勝
は田中克征先輩でした！
参加された皆さん、2日間おつかれ
さまでした！

✦10月公開例会

✦じゃがいもクラブ10月遠征

✦第1回後期新人研修



会員インタビュー

今後の活動予定

11月 13日（土） 11月じゃがいもクラブ 伊勢カントリークラブにて
11月 30日（火）第2回後期新人研修 WEBにて

名前：大西 啓太郎
JC歴：2021年後期入会
勤務先：株式会社大西縫工所
業 種：製造業
生年月日：1985年12月25日

・JC入会のきっかけは？
→異業種の同世代の志の高い方と出会いたかった為。

・JCの活動の中で興味を持った事はなんですか？
→同じ目標に向かって協力し合い、活動を行う事で、非常に深い交友関係を築かれている点。

・入会してどのような成長をしたいですか？
→巻き込み力を身に付けリーダーシップ力を高める。

・JC入会のきっかけは？
→自分を変えるきっかけを探している時に、現正会員さんにお誘いを頂いたのがきっかけです。

・JCの活動の中で興味を持った事はなんですか？
→お祭りイベント、じゃがいもクラブ、船。

・入会してどのような成長をしたいですか？
→人間的な成長や会社経営者としての成長など。

・JC入会のきっかけは？
→会社の上司から声をかけてもらったのがきっかけです。

・JCの活動の中で興味を持った事はなんですか？
→自身の成長と同じ地域における同年代との繋がりです。

・入会してどのような成長をしたいですか？
→人間力、指導力といった観点で自身を成長させたいです。

名前：藤田 龍士
JC歴：2021年後期入会

勤務先：株式会社ユタカ開発
業 種：不動産業
生年月日：1987年8月28日

名前：中西 弘樹
JC歴：2021年後期入会
勤務先：株式会社三十三銀行

業 種：金融業
生年月日：1988年2月1日
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公益社団法人 松阪青年会議所

公益社団法人松阪青年会議所 2021 年度 新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応と活動方針 Vｅｒ．17
【期 間 ： 12 月 31 日迄】

■ はじめに 全国各地で発令された「緊急事態宣言」及び「まん延防止等重点措置」が 9 月 30 日をもって解除され、2 週間が 経過し
よ うとしているなか、全国的に感染者数は減少し、医療提供体制も安定を見せています。 三重県においても、「三重県リバウンド阻
止重点期間」が適用されていましたが、予定通り 10 月 14 日をもって解 除されることになりました。しかし、昨年のように年末年始に掛
けて、「第 6 波」が起こる可能性が示唆されています。 その「第 6 波」を起こさない、起きたとしても小さく抑えるために、私たちは引き続
き、基本的な感染防止対策を継続 していかなくてはいけません。 そこで、松阪青年会議所といたしましては、上記の期間における活動
方針を下記の通りとさせていただきます。な お、今後の状況によっては、県の方針に沿ったかたちで、活動方針は見直しをしていきま
す。
■ 活動方針 ・ 各種会議については、感染防止措置を講じたうえで、会場開催を可とします。 ※会議の参加者と十分に協議し、会場参
加、もしくはＷｅｂ参加を選択できるＷｅｂシステムを併用した ハイブリッド開催を採用するなど、柔軟な対応をお願いいたします。 ・ 例会
及び事業については、「三重県指針 ｖｅｒ．13」（10月15日から適用）に基づいた、適切な感染防止措置が 講じられているか、企画立案
内容を理事会において十分に審査します。 ・ 例会及び事業の計画が審議可決された後に、新型コロナウイルス感染の状況に変化が
あり、審議可決された 企画立案内容では開催が困難と判断した場合には、企画立案内容を再構築し、臨時理事会において再度審 査
します。もしくは、「公益社団法人松阪青年会議所 2021 年度 例会等 開催可否判断マニュアル」に基づき、 中止または延期を判断しま
す。 ・ 各種会議の開催については、「公益社団法人松阪青年会議所 2021 年度 会議運営マニュアル」に沿って開 催します。 ・ 感染拡
大のリスクが高まる大人数や長時間、飲酒を伴う会食は自粛を要請します。 ※少人数や短時間であっても、会話時のマスク着用や向
かい合っての座席を避ける等の対策を講じて下さい。 ・ 体調に異変を感じた場合は例会及び事業、各種会議等への出席を避け、かか
りつけ医等身近な医療機関に 早期に相談して下さい。また、その結果を速やかに専務理事に報告いただきますようお願いします。 ・
ワクチン接種のご検討をお願いいたします。
■ 今後の例会及び事業について ・ 11 月公開例会については、活動方針Ｖｅｒ．16 でご案内させていただきました通り、Ｗｅｂ開催とい
たします。 ・ その他の例会及び事業については、感染防止措置を講じたうえで、会場開催（一部ハイブリッド開催）を予定し ております。
■ むすびに 私たちは、地域の課題の解決に向けて、最善の策を考え、行動することを持続させていく必要があります。会員 全員で
「おもいをひとつに」互いをフォローしあいながら、会員の皆様の安心安全を第一として、この状況を乗り越 えていきたいと思います。会
員の皆様におかれましては、この活動方針にご理解を頂き、何卒、ご協力のほど宜し くお願い申し上げます。

公益社団法人 松阪青年会議所 2021 年度 専務理事 北村 浩文

公益社団法人松阪青年会議所 2021 年度 例会等 開催可否判断マニュアル
■ 目 的 ・ 万全な体制のもとで、青年会議所の運動・活動に臨む姿勢を醸成する。 ・ 昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大を防止
し、松阪青年会議所の運動・活動に対する安心安全を 確保する。
■ 適用範囲 ・ 当マニュアルは、公益社団法人松阪青年会議所の理事会において、審議可決された例会及び事業（以 下、例会等とい
う）を適用範囲とする。
■ 開催可否判断基準 ・ 例会等の事業計画の審議可決後、以下のいずれかに該当したときは、その例会等を中止または延期と する。
① 公益社団法人松阪青年会議所の正会員が、新型コロナウイルス感染症の感染により、入院または 自宅療養となり、例会等の開催
日までに退院または外出許可が見込めないとき
② 例会等の開催 14 日前以降に、公益社団法人松阪青年会議所の正会員が、医師の診断、または濃 厚接触者として保健所の指示
により、ＰＣＲ検査の受診が必要となり、その結果が、陽性であったと き
③ 三重県または松阪市から、イベント開催の自粛要請が発令されたとき

10月6日に開催されました10月公開例会にご出席賜りまして誠にありがとうございました。さて、10月例会では
「持続可能な組織を目指して」のテーマのもと、4月例会での理念作成の重要性及び6月公開例会で学んでいた
だいた客観的思考力を基礎に、理念に基づく計画、目的の設定及び組織に内における自身の立場、役割を客観
的に捉えたうえで、計画を日々の行動へ落とし込むことの大切さについて学んでいただきました。本例会での気
づきを社業又は日々の生活に活かしていただければ幸いに存じます。
また、当委員会としては本例会が最後の担当例会となります。緊張感のいっぱいの4月例会に始まり、6月、10月
と3回の例会を無事開催できましたのも、ひとえに皆様のご支援ご協力の賜物と、委員会メンバー一同、感謝申
し上げます。

人財開発委員会 委員長 竹内 一馬

▶ 前月担当委員会による報告

活動案内
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