
理事長挨拶 （広報誌）2022年1月号

新年明けましておめでとうございます。公益社団法人松阪青年会議所2022年度 理事長を仰せつか
ることになりました北村浩文です。
平素は、公益社団法人松阪青年会議所の運動に対しまして、格別なるご支援とご理解を賜り、心より
感謝申し上げます。

私たち公益社団法人松阪青年会議所は、本年度のスローガンを「自信と誇りを胸に～自らの行動で
可能性を切り拓こう～」と掲げせて頂きました。
2020年に突如現れた新型コロナウイルス感染症は、世界中で猛威を振るい、私たちの生活様式はも
とより、青年会議所運動においても多大な影響を与え、この2年間は多くの制約・制限があるなかでの
活動となっています。しかしながら、これまで先輩諸兄姉が繋いできて頂いた「まちへのおもい」そして、
「明るい豊かな社会を創造する」という理念は不変です。

私たちはその歩みを止めることなく、様々な工夫をしながら、改めて、会員全員が「自分たちの活動は
必ずまちの発展に寄与しているんだ」という『自信』と、「松阪青年会議所で活動していること」に『誇り』
を持って、正会員が一丸となり、まちの方々と共に、笑顔溢れる松阪の創造に向かって、青年会議所
活動に邁進していくことをお誓い申し上げます。
結びになりますが、公益社団法人松阪青年会議所の運動にこれまでと変わらぬご支援とご理解を賜
りますことをお願い申し上げますと共に、皆様にとって素晴らしい一年となりますことをご祈念申し上げ、

理事長の挨拶とさせて頂きます。

公益社団法人松阪青年会議所
第68代理事⾧
北村 浩文
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１月例会開催のご案内

日 時：2022年1月8日 15時30分～
※15時00分 受付開始

場 所：松阪商工会議所 第一研修室（3階）
松阪市若葉町161-2

公益社団法人松阪青年会議所
2022年度 1月例会 趣意書

総務室 室長 山端 兼匠
総務委員会 委員長 福森 知弥

―『初志貫徹』―

松阪青年会議所は、先輩諸兄姉から自信と誇り、歴史と伝統を受け継ぎ、67年のもの長き
に渡り運動をしてまいりました。これらは昨今の社会情勢の変化に負けず、発展し続けてい
かなければならないものであります。ですが、青年会議所活動を共にする同志は減少の傾
向にあります。一人ひとりの担いが大きくなっている中、組織の力を最大限に発揮するため、
より強固な組織づくりを目指して主体性を持って活動していく必要があります。会員同士のコ
ミュニケーションですら取りにくくなった昨今、会員拡大をしても組織としての団結力や魅力
に欠けていては、その存在意義が保たれることはないからです。

この度の1月例会では、新体制となった2022年度の会員の皆様が一堂に会する初めての場
であり、本年度理事長の掲げるスローガンの発表を行います。本年度スローガンを理解する
ことにより、一人ひとりに組織での役割を自覚して頂きます。そして、ご用意させて頂きます
目標設定パネルに委員会スローガンと共に、1年間の目標を3人1組となり共有をして頂きま
す。本年度目標を自身だけのものとし個人目標に留まるのではなく、委員会を越えての目標
の共有により、集中的に会員を意識した目標設定をして頂きます。年間の目標設定により本
年度活動に対して活動意欲を高めて頂いたあとも、3人1組での目標共有により引き続き、
帰属意識と会員間での信頼関係を築いて頂きます。委員会スローガン発表後、組単位での
目標発表をして頂き目標設定パネルに記載頂きます。本例会を通じてより信頼関係を築く重
要性に触れて頂くと共に、活動意欲を高め、自信と誇りを持ち、2022年度の青年会議所活
動を邁進する士気を高めて頂きたいと思います。

最後になりますが、新年のご多忙な時期に早い時間からの例会となりますが、総務委員会
メンバー全員で、記憶に残る、学びある例会を設営できるよう努めてまいりますので、皆様
のご支援ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

1月例会趣意書

総務委員会 委員長
福森 知弥 君
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1月例会タイムスケジュール

15：00 集合・受付

15：30 開会の辞 副理事長 小津 雅彦 君

15：31 国歌並びにJCソング斉唱
JCIクリード唱和
JCI Mission並びにJCI Vision唱和
JC宣言文朗読並びに綱領唱和

指導力開発委員会
青少年開発委員会

まつり委員会

15：38 理事長バッチ交換 2021年度 理事長 清水 智成 君
2022年度 理事長 北村 浩文 君

15：43 2021年度理事長挨拶 2021年度 理事長 清水 智成 君

15：46 理事長挨拶 2022年度 理事長 北村 浩文 君

15：50 2022年度スローガン発表 理事長 北村 浩文 君

15：52 執行部移動

15：53 趣旨説明 総務委員会 委員長 福森 知弥 君

15：56 委員会発表 各委員会

17：10 まとめ 総務委員会 委員長 福森 知弥 君

17：13 アンケート回答

17：18 執行部移動

17：19 出向者・委員会報告、連絡事項

17：24 会員所感

17：29 監事講評 監事 川口 達也 君
監事 清水 智成 君

17：35 閉会の辞 副理事長 後藤 禮雄 君

17：36 終了

公益社団法人松阪青年会議所
2022年度 1月例会タイムスケジュール

開催日時：2022年1月8日（土曜日）
15：30～ 17：36

開催場所 松阪商工会議所 3Ｆ大ホール
三重県松阪市若葉町161－2
担当委員会：総務委員会

司会：磯﨑雄太



活 動 報 告
◆２０２１年１２月例会

◆卒業式・事業報告会

2021年最後となる12月例会が開催されました。
年初に掲げた目標に対して、自身の青年会議所活動を振り返ることで、1年を通し得た経験を
次のステージに活かし、飛躍への一歩となる例会となりました。

人数を縮小しての卒業式・事業報告会を開催
いたしました。
2021年度は7名の方がご卒業されました。ご卒
業おめでとうございました！
事業報告会では、松阪青年会議所活動につい
て日頃ご協力を賜っている関係者の皆様に、
動画を交えてご報告させていただきました。



2022年度組織図
2022年度は5つの委員会に加えて、会員拡大会議を設置し、スローガンである「自
信と誇りを胸に～自らの行動で可能性を切り拓こう～」の基、青年会議所活動を
行ってまいります。
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中村将 小津雅彦 清水智成 安田江輝

山端兼匠

中川奈美 平田雄也
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公益社団法人松阪青年会議所 2022年度 委員会配属
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事 業 予 定

1/8（土）
1月例会 ／ 新年式典

1/12（水）
第 1 回地区役員会議

1/15（土）
東海地区三重ブロック協議会
出向者を励ます会

1/19（水）
第 1 回理事会

1/20（木）～23（日）
京都会議

1/27（木）
じゃがいもクラブ 1月例会

1月事業予定



松阪青年会議所活動をＳＮＳでも掲載しております。

Facebook Instagram 公式LINE

TEL:0598-51-8783 FAX:0598-51-3067

新入会員募集中！

青年会議所とは

各地の青年会議所の事を「ＬＯＭ（ロム）」と呼び、年齢は２０歳～４０
歳までとする会員制の団体です。

世界では、１２８の国と地域に活動拠点がおかれ、Junior Chamber 
International(ＪＣＩ.国際青年会議所）として、次世代を担う経済人、社会
活動家を育成する機関となっています。

日本ＪＣの理念は、１９５０年に採択された「明るい豊かな社会」の実現
を理想とし
・個人の修練（トレーニング）
・社会への奉仕（サービス）
・世界との友情（フレンドシップ）
の「三信条」を日々の運動と活動を行うなかで、磨いていきます。

松阪青年会議所ではまちの発展のために日々活動を行っています！

私たちと共に松阪のために活動をしていただける方を募集中です。

＜お申込み・お問合せ先＞
公益社団法人松阪青年会議所
HP ：http://matsusaka-jc.jp/
TEL：0598-51-8783


