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２０２０年度一般社団法人関青年会議所 

  理事長    山中 孝浩 

 

新年明けましておめでとうございます。令和２年の新春を迎えるにあたり、謹んでお慶び申し上げま

す。 

本年度、一般社団法人関青年会議所はおかげさまを持ちまして６３年目を迎えることができました。

これも偏に関市民の皆様、私たちの運動にご理解をいただいております賛助会員、そして先輩諸兄であ

らせられる特別会員の皆様のご支援とご協力の賜物であると感謝しております。心から御礼申し上げま

す。 

 

今年で関市は市制７０年目を迎えます。県下で５番目の市として産声をあげ、中濃地域の政治、経済、

文化などの中心都市として発展を遂げてきました。しかしながら私たちを取り巻く環境は人口減少がも

たらす生産性や活力の低下、格差社会の歪みによる子どもの貧困や教育格差、東京一極集中という様々

な問題があり、今後も進むと予想される中、今後の地域をどのようにしていくかは自身がどのように考

え行動するかにかかってきております。このような時代だからこそ青年団体である私たち青年が率先し、

「明るい豊かな社会」の実現に向け、行動を起こしていく必要があります。私たちは目指すべきまちの

未来をしっかりと捉え、明るい豊かな社会を創り上げるために未来を見据えて行動していくことこそが

青年としての使命だと心に刻み、英知と勇気と情熱をもって率先して運動を展開していきます。 

 

２０２０年度一般社団法人関青年会議所のスローガンを「行動力 ～その一歩が希望に満ちた未来を

創る～」といたしました。いかなる時も新たな時代を切り開いてきたのは、その時代を真剣に生き抜い

た人の熱き想いと行動力です。そして、このまちの未来を切り開くのは、紛れもなく現在を生きる私た

ち青年なのです。行動を起こさなければ何も始まりません。私たちは、このまちへの熱き想いと行動力

を最大限に発揮し挑戦していくことで、「明るい豊かな社会の実現」を目指し活動して参ります。 

 

最後になりますが、皆様方の更なるご支援、ご鞭撻をお願い申し上げますと共に、皆様方のご健勝と

ご多幸を祈念申し上げまして、年頭のご挨拶とさせていただきます。 

 



「キセキを未来へ」                      

 

関市長  尾 関 健 治 

 

輝かしい新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げます。 

 本年は、令和の新しい時代に向け、「防災・減災」「ＩＣＴ」「経済・雇用」「教育」「伝統・

文化」の５つの重点課題に取り組んでまいります。特に、防災減災対策では、津保川河川

改修や停電対策をはじめとするハード整備のほか、全自治会を対象とした災害避難カード

の作成、住宅の耐震化支援などのソフト事業もあわせて推進いたします。また、ＩＣＴの

導入により、市役所窓口における手数料等のキャッシュレス化、ＲＰＡによる事務の効率

化、自動運転車両の試行運転など、これまでの行政サービスを刷新し、新たな時代に適合

した住民サービスを進めてまいります。そのほか、刃物のまちの観光・産業・文化の拠点

となる刃物ミュージアム回廊は、着実な整備を図ります。また、児童生徒の給食がより清

潔・安全な環境で作られるよう、新学校給食センターの供用を開始いたします。 

 

 また本年は、市制７０周年・合併１５周年の記念すべき年を迎えます。これまでの軌跡

を振り返り、未来への希望と誇りを醸成するために、「キセキを未来へ」をキャッチフレー

ズとしました。市では、７０の取組・記念イベントを展開する予定ですが、市民の皆さま

はもちろん、市民団体や事業者の皆さま方にもご賛同・ご協力いただき、市全体でこの市

制７０周年を盛り上げたいと考えています。 

今の時代を生きている者の責任として、数多の先達が築き上げてくださったこの関市を、

次の世代に、より良いまちとしてつないでいく新たな決意を胸に、本年も市政運営に全力

投入することを改めてお約束申し上げるとともに、市政に対しましてご理解とご協力を賜

りますことを心からお願い申し上げます。 

 

新春の門出にあたり、皆さまのご健勝とご多幸を祈念申し上げ、年頭の挨拶といたしま

す。 



                
関商工会議所 

会頭  坂井 勇平 

 新年おめでとうございます。 

 貴青年会議所の皆様方におかれましては、昭和三十二年の創立以来、多方

面にわたる事業にたゆまぬ情熱と熱意をもって取り組まれ、社会貢献を推進

されてこられましたことに、深く敬意を表する次第でございます。 

さて、世界はＡＩ、ＩｏＴ技術等々が急速に進歩する、いわゆる「第四次

産業革命」の真っ只中にあり、従来の企業運営、生活様式が大きく変革する

時代を迎えています。 

また、国内においては人口減少、少子高齢化による人手不足から、企業で

は働くことに対する概念そのものを見直す「働き方改革」を通じて、大胆な

改革を迫られる時代でもあります。 

このような状況において、企業および地域がいつまでも元気で在り続ける

為には、新たな発想による価値観を創出する“イノベーション”こそが、   

企業の発展ひいては地方創生に繋がると考えております。 

その中で、貴青年会議所におかれましては、地域活性化の担い手として  

各種事業に積極的に取り組まれておりますことに、深く敬意を表するしだい

でございます。これからも、皆様の若さ溢れる新しい発想で経営力を磨き、

お互いに切磋琢磨し協力し合いながら、豊かで明るい社会を築き上げるため

の“イノベーション”を興されますことをご期待申し上げます。 

関商工会議所といたしましても、地域経済総合団体として企業の生産性向

上や、確かな利益率を上げる為の経営支援等に取り組み、英知を結集して更

なる意識改革を図りながら会員目線に立ち、会員の皆様に役立つ「活力ある

開かれた商工会議所」を目指して参る所存でございます。 

そして絶えず変革していく時代を、貴青年会議所の皆様と共に手を携えて

乗り越えて参りたいと考えております。 

結びに、貴青年会議所様のより一層のご発展、並びに皆様方のご健勝、  

ご多幸を心から祈念申し上げ、新年のお祝いの言葉といたします。 



     
 

一般社団法人三方五湖青年会議所 

2020 年度 理事長 吉田 篤史 

 

 

 新春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配

を賜り、厚く御礼申し上げます。 

1991 年の友好ＪＣ締結以来、当青年会議所に対しての心温かいご指導・ご鞭

撻を賜り重ねて御礼申し上げます。 

昨年は関東・信越・そして東北を襲った記録的な豪雨による甚大な災害が起こ

り心痛めた出来事もあれば、世界ワールドカップラグビー大会がこの日本の地

で開催され、日本代表チームの国籍は皆違えど、日本国のためにまさに「ワンチ

ーム」になって戦い抜きベスト 8 まで躍進した姿に感動し、そして元号が令和

に変わり新しい天皇・皇后陛下が即位された記念すべき年でもありました。 

そして本年は、いよいよ東京オリンピックが日本の地で開催されます。 

一生の記憶に必ず残るであろう、一大イベントの目撃者になれる幸せを感じる

とともに、 

東京オリンピックの熱気に負けないよう、我々三方五湖青年会議所も地域のた

め、そして地域の宝である子供たちのために精一杯精進してまいります。 

本年も一般社団法人関青年会議所様におかれましては、山中理事長のもとス

ローガン「行動力～その一歩が希望に満ちた未来を創る～」を全メンバーが行動

で示され、岐阜県中濃地域を明るく豊かに変革していかれる事と確信しており

ます。 

結びに一般社団法人関青年会議所の益々のご発展と会員の方々のご健勝・ご

多幸をご祈念申し上げ、新年のご挨拶と致します。 



 

2020年度 一般社団法人氷見青年会議所 

理事長 中西 務 

 

 新年あけましておめでとうございます。 

本年も一般社団法人関青年会議所の皆様のおかげで希望溢れる新年を迎えるこ

とが出来ました。また、平素より私たち一般社団法人氷見青年会議所の運動、

活動にご理解とご協力を頂き厚く御礼申し上げます。 

 本年度、一般社団法人氷見青年会議所は『享受」～仲間と、家族と共に～を

スローガンに掲げさせて頂きました。青年会議所に身を置いているからこそ出

会える最高の仲間、自身を成長させてくれる機会、青年会議所運動、活動を通

して感じることが出来る楽しみは、青年会議所からの恩恵であることをメンバ

ー全員が胸に持ち楽しみながら行動する姿は新たな仲間を引き寄せ、家族から

も力強く背中を押してもらえる存在となることで明るい豊かな社会の創造へと

繋げてまいります。 

 関青年会議所との交流は「海の子山の子児童交歓会」の事業からだとお伺い

しております。当時の事業風景の写真を拝見させて頂き、笑顔あふれる子供た

ちがそこに居ました。子供たちの豊かな成長を願い繋がったご縁が今も尚続い

ていることに心から感謝申し上げます。関青年会議所と氷見青年会議所がお互

いに愛する故郷のために、友好 JCとしてお互いに切磋琢磨し共に頑張っていき

ましょう。 

 最後に、山中理事長のもと、２０２０年度すべての事業の成功と皆様方のご

活躍、そして一般社団法人 関青年会議所の益々の飛躍をご祈念いたしまして、

年頭のご挨拶とさせていただきます。 



 

２０１９年度新入会員の紹介 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

【名前】村瀬 旭平 
【生年月日】1983 年 10 月 31 日 
【会社名】関信用金庫 
【趣味】なし 
【コメント】 
青年会議所活動を通じ、成長していきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 
 

 

【名前】亀井 一輝 
【生年月日】1985 年 9 月 16 日 
【勤務先】日本利器工業株式会社 
【趣味】 
【コメント】 
 メンバーの平田君に熱心に勧誘されたため

入会しました。青年会議所活動を通して多くの

人と触れ合いたいと思います。 

 

 

 

【名前】佐藤 孝昭 
【生年月日】1990 年 11 月 22 日 
【会社名】株式会社 オートライン 
【趣味】キックボクシング 
【コメント】 
青年会議所にてリーダーシップを学び、同じ

理想を目指す仲間を見つけるために活動し

ていきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 

 

 



名称 代表者名 所在地・住所

足立　雅彦　㈱日の丸 足立　雅彦 関市小屋名1233-2

石井　栄二 石井　栄二 関市下有知5974-9

尾関けんじ事務所 尾関　健治 関市東田原1097

杉浦　孝志　㈲杉浦保険事務所 杉浦　孝志 関市市平賀345-3

土屋　淳 土屋　淳 関市山田871-34

名称 代表者名 所在地・住所 名称 代表者名 所在地・住所

㈾浅野屋呉服店 浅野　欽一郎 関市本町3-28 ㈱公益社 東谷　好司 関市西本郷通3-2-9

㈲味の孫六 田中　徹 関市小瀬1355-3 鮨　紺乃 近藤　賢一 関市南出12-1

あぶり亭 小原　多香子 関市南出23-10 ㈱斎藤プラスチック工業所 斎藤　康彦 関市肥田瀬648-6

伊佐地司法書士事務所 伊佐地　英俊 関市小瀬2350-3 ㈱坂井 花と緑のサカイ・葬儀の坂井 坂井　一三 関市千年町1-29

泉味 土井　繁美 関市旭ヶ丘3丁目2-10-105 ㈱酒井田工務店 酒井田雅一 関市下白金15

㈲伸孝工業　磯蔵 米澤　朝子 関市平成通り2-22 桜井運輸㈱ 桜井　義高 関市山田1065-2

(株)魚國 河村　亘啓 関市兼永町19  ㈱佐竹産業 佐竹　安広 関市東福野町6-21

㈲ウカイ利器 鵜飼　茂樹 関市寿町2-3-25 ㈱サン・ストラッセ 広瀬　貴久 関市倉知516番地

梅寿し 那須　等 関市関口町2-1-1 三和住宅設備㈱ 加藤　浩二 関市倉知3027-1

㈱エドランド工業 久保　公司 関市下有知3846-1 GENE-RATE 西村　朋也 関市東日吉町5

㈱オーエス 大須賀　敏 関市西田原135-4 ㈱シズテック 堀部　哲夫 関市池尻1909-1

㈲大澤刀剣 大澤　竜一 関市桜本町2丁目20番地の2 中華料理　しょうりゅう 本田　昇司 関市平和通2-18

太田塗料㈱ 太田　尚文 関市南出23-15 ㈱しんかい 新海　正美 関市平和通2-3

㈱大野ナイフ製作所 大野　武志 関市下有知4164-1 ㈱新東建設 加藤　照彦 関市東新町4-99-2

奥田刃物㈱ 奥田　光雄 関市肥田瀬345-28 居酒屋　甚八 山口　裕壽 関市兼永町21

㈲小栗金物店 小栗　哲治 関市栄町3-8-30 シンワ菱油㈱ 足立　明弘 関市小瀬2823

長村金属㈱ 長村　義次 関市稲口956-10 ㈲須甲紙器 須甲　修介 関市鋳物師屋5-8-41

㈱オザワコーポレーション 小澤　啓二 関市西本郷通2-4-1 鈴木刃物工業㈱ 鈴木　良春 関市西田原235

株式会社ＣＡＬＭ 太田　博 関市北福野町2丁目6-20 日本料理　須多゛ 須田　正明 関市本町8-18

カイインダストリーズ㈱ 遠藤　宏治 関市小屋名1110 スナック　イブ 神谷　信宏 関市西本郷通1-8

海鮮やじゅらく 石田　俊二 関市日之出町2-16 青協建設㈱ 各務　剛児 関市倉知3204-4

鰻料理角丸 大野　泰睦 関市東門前町21 関印刷㈲ 山田　美穂子 関市本町3-8

掛野製作所 掛野　龍雅 関市柳町27 関運転代行 川部　厚司 関市小屋名1479-2

㈱加藤自動車 加藤　利明 関市西本郷通4-2-38 関観光ホテル㈱ 臼井　泉仁 関市池尻弥勒寺91-2

㈱金田洋鋏製作所 金田　尚之 関市東新町5-901-2 関牛乳㈱ 吉田　宰志 関市観音前41

兼松工業㈱ 兼松　誠司 関市小瀬2255-1 ㈲関さくら（サークルＫ関桜町店） 宮本　志保子 関市東貸上53-5

カフェダイニング　アッシュ 日高　宏一 関市稲口250-1 一般社団法人　関市観光協会 岡田　忠敏 関市若草通3丁目1番地

割烹　関川 伊藤　秀樹 関市栄町5丁目2-16 関自動車合同会社 後藤　明彦 関市平和通り5-9-6

㈱岐裳会　ウェディングコート　ラ・マーレ 橘　篁一 関市塔ノ洞2529-1 ㈱セキシン興業 井上　博文 関市下有知47

Kitchen&Bar Weed 宮尾　清隆 関市中福野町5-12 ㈲関進工業 羽田野　繁 関市一本木町13-2

キッチン　グラート 犬飼　浩臣 関市東山1-4-27 関信用金庫 櫻井　広志 関市東貸上12-1

岐阜信用金庫　関支店 佐橋　毅宜 関市山王通1-3-24 ㈲関電装 渡辺　智幸 関市明生町2丁目2-2

岐阜関カントリー倶楽部 遠藤　宏治 関市山田芳洞1691-1 ㈲関ビーエスタイヤ 桜井　清隆 関市明生町1-1-1

喜好屋 高井　寿法 関市西本郷通7-6-39 関プラスチック工業㈱ 洞田　禮彰 関市明生町2-7-10

くすりの共立 藤井　大輔 関市倉知516番地サンサンシティマーゴ1F ㈲だいえい 高木　登企久 関市山王通2-2-20

グリーン産業建設㈱ 熊谷　栄進 関市倉知3030-7 ㈱大勝建設 加藤　省吾 関市上之保95番地

ケイ・アート 鈴木　悠樹 関市北福野町2-2-39 高瀬林産㈱ 髙瀬　弘隆 関市弥生町3-13-202

名称 代表者名 所在地・住所 名称 代表者名 所在地・住所

賛助会員

賛助法人の皆様



    ２０１９年度理事長回顧       
  

 はじめに関青年会議所２０１９年度の運動に対して、ご理解とご協力をいただきました多くの方々に心より御礼申し上げます。

一年間支えていただき誠にありがとうございます。 

先輩の皆様が６１年間脈々と受け継いできた関青年会議所の伝統と築き上げてきた信頼に大変大きな重みと責任を感じており

ましたが、理事長職でしか経験できない多くのことを経験させていただき、私の人生の中でも特別な一年となりました。令和と

いう時代を迎え、新しいことに挑戦していく気持ちを常に持ち続け、今後も志を高く活動をしていきたいと思っております。 

 本年度はスローガンを「率先励行 ～今と未来を繋ぐために～」として活動をしてまいりました。私たちがまちづくりを行う

上で大切なこと、またリーダーとして大切なことは率先して動くことであります。率先して行動することで周りに運動を伝播さ

せ、運動を拡げていくことが私たちのやるべきことであります。その中で本年度は人と人との繋がり、人とまちの繋がり、まち

とまちの繋がりを大切にしたいと考え事業を構築してまいりました。 

社会開発の分野では、３月に中濃地区の５つの青年会議所メンバーが集まり、関の地で中青会合同例会として、三重県知事の鈴

木英敬氏をお招きし、地域との繋がりを考えることの重要性を学ぶ講演を行いました。鈴木知事は青年会議所の先輩でもありま

したので、行政の立場と青年会議所の立場から三重県で起きた問題や解決策を参考事例として皆で学ばせていただきました。ま

た中濃地区のそれぞれの地域が抱える問題を取り上げ、青年会議所としてどのような運動が求められているかを学ぶことができ、

青年会議所とまちの繋がりの重要性を再認識することができました。 

 ６月には関市公認の包丁大使であります、いけや賢二氏をお招きして料理を通して交流を図り、人と人との繋がりの場の大切

さを感じていただくための事業を開催しました。料理という手法を使って参加者が地域で交流する場を創出するために、助け合

って料理を作り、交流をすることの大切さを学んでいただきました。また、交流後にはいけや氏に講演をいただき、交流の場へ

一歩踏み出すことの大切さを理解していただくことができました。 

 １０月には、中学生を対象に関市の伝統文化を学び郷土愛を育んでいただく事業を開催いたしました。子供たちの中には将来

関市をでていくからあまり関係がないと考える子もみえましたが、関市の伝統文化に触れ、関市の現状と今後の関市がどうなっ

ていくかを考えていただく中で、たとえ関市を離れても関市を想い、関市に対して出来ることがあるのだという気持ちを持って

いただけたと思います。 

青少年育成の分野では、本年度もわんぱく相撲関場所を開催いたしました。３４回続く関青年会議所でも伝統のある事業です。

子どもたちには相撲を通じて、勝ち負けだけではなく、礼儀礼節や、強い相手に立ち向かう強い心を育んでいただきました。近

くで見る子どもたちの真剣な姿には心打たれるものがあり、私たち大人も真剣に取り組むことの大切さを再認識させていただき

ました。人の心を動かすのに真剣さに勝るものはないのだと思います。また、今年は男子だけでなく女子の全国大会も行われた

ため、関場所開催後も入賞者の男女は稽古を重ね、全国大会の舞台で戦うという貴重な経験をしていただくことができました。 

指導力経営開発の分野では、時代が求める企業を目指し先を見据えた経営戦略を立てるために二部制で事業を行いました。一

部では株式会社Ｂｉｒｔｈの服部直樹氏にご講演いただき４月より施行された働き方改革関連法などを自社の経営に生かすた

めに学び、二部ではダイドー株式会社ロボット館などを見学し実際に先端の機械やロボット技術に触れ、自社に活かすことがで

きないかを考えました。機械を扱っている会社以外のメンバーでも省人化に対するヒントのある学びのある事業となりました。 

１１月には、福田刃物工業株式会社の福田克則氏にご講演いただき、時代の変化に対応できる柔軟な組織作りをするために自

社での取り組みなどをご紹介いただきました。自社の組織力を高めるために組織の中でのコミュニケーションを活性化させ、働

きやすい環境の中で皆が主体性を持って仕事の出来る強く柔軟な組織を作るために学びを深めることができました。 

本年度は人と人との繋がり、人とまちの繋がり、まちとまちの繋がりを大切に事業を展開してまいりましたが、この繋がりを

維持していく、またはより大きなものにしていくために、引き続き私たちの運動を広く発信していかなければならないと感じて

おります。今後も繋がりを大切にして積極的にまちのため、人のために行動していきたいと思っております。 

最後になりましたが、私が一年間やり切ることができたのも専務理事をはじめ事務局、そして事業を実施してくれたメンバー

の皆様がいたからこそと思っております。関青年会議所メンバーの皆様に心から感謝申し上げ、理事長回顧とさせていただきま

す。一年間ありがとうございました。 

2019年度一般社団法人関青年会議所 

理事長    小島 祐治 



在籍メンバー 



 

２０２０年度事業予定 
開催月 例会・事業等 担当委員会 備考 

１月 
定時総会 総務委員会 ２０２０年度（一社）関青年会議所の事業方針・活動内

容を発表 新年名刺交歓会 事務局 

２月 ２月例会 事務局 岐阜会議 

３月 ３月例会 総務委員会 中青会合同例会（主管：美濃） 

４月 ４月例会 SDGs 推進委員会 SDGｓについて詳しく学ぶための事業 

５月 ５月例会 次世代育成委員会 第３５回わんぱく相撲関場所 

６月 ６月例会 次世代育成委員会 第２６回わんぱく相撲岐阜ブロック大会（主管：関） 

７月 臨時総会 総務委員会  

８月 ８月例会 SDGｓ推進委員会 社業と SDGｓの関わり合いを学ぶための事業 

９月 ９月例会 事務局 ＪＡＹＣＥＥとしての資質向上のための事業 

１０月 １０月例会 次世代育成委員会 青年経済人としての資質向上を行うための事業 

１１月 １１月例会 SDGｓ推進委員会 SDGs を関市内に発信するための事業 

１２月 
１２月例会 次世代育成委員会 卒業例会 

臨時総会 総務委員会  
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