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新年明けましておめでとうございます。令和３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６４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深く

感謝しております。心から御礼申し上げます。 

 

２０２０年度は新型コロナウイルス感染拡大を受けて、私たちの暮らしや仕事、社会、経

済に大きな影響がありました。そして、近年の地域社会における幅広い課題は、これらの影

響と重なり合い益々加速しています。地域の繋がりが薄く、社会的孤立が進む中では誰一人

取り残さない明るい豊かな社会を創り上げることはできません。刻々と変わりゆく地域課

題への解決が求められる今だからこそ、私たち青年が青年会議所運動に対して、もっと良い

やり方、もっと時代に合った方法があるのではないかと好奇心をもって臨み、変化を恐れず

挑戦することこそが使命であると自覚し、まちに新風を送り込むことが必要です。このまち

に住む全ての人々が笑顔で生きがいを持ち、自ら挑戦し続けることができる社会の実現の

ために率先して運動を展開していきます。 

 

２０２１年度は一般社団法人関青年会議所のスローガンを「和すれば強し」と致しまし

た。関青年会議所には、様々な性格でそれぞれの考え方、色々な能力を持つ会員がいますが、

一人ひとりの熱い想いだけでは団体としてその実力を十分に発揮することはできません。

しかしながら、その一人ひとりが立場の違いや異なる利害を乗り越えて、自己主張をしなが

ら切磋琢磨し、お互いの存在を認め合うことができれば全体のハーモニーを最大限に発揮

することができます。私たちは、このまちを愛する全会員の和をもって最大化された最高の

運動を展開し、明るい豊かな社会の実現を目指して活動してまいります。 

 

 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、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。 

新年のご挨拶



一般社団法人関青年会議所　２０２１年度理事長所信

２０２１年度理事長　田中　雄貴

【はじめに】

２０２０年、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、日本国内では東京オリンピック・パ

ラリンピック、関市内でも刃物まつりなど全てのイベントの開催が延期や中止となりました。そ

して、関市でも発症者が確認され、集団感染も発生し、私たちの生活は一変しました。この度の

感染症により罹患された方々には心よりお見舞い申し上げます。また、医療従事者はじめ、感染

拡大防止にご尽力されている多くの皆様とそのご家族の皆様には心より敬意を表すと共に深い感

謝を申し上げます。

【全ての始まりは人との出会いから】

「関市と出会えて本当によかった」

愛知県にて生を受け、結婚を機に関市に移り住み８年が経った今、私は心の底からそう感じてい

ます。関市が魅力溢れるまちであるとともに、関青年会議所と出会ったことで先輩方が取り組ん

でこられたまちづくりへの情熱や想いを知り、誰かのために行動しようという感情が私の中で着

実に育っているのです。これは青年会議所で積極的に活動する中で、多くの人との出会いによっ

て成長させていただいたためだと確信しています。今、私の人生を振り返ると成長の機会といえ

る多くの出会いがありましたが、私は一つひとつの出会いの大切さに気付くことなくその機会を

無駄にしてきたように思います。しかし、入会後の多くの出会いは、一つひとつ積み重なる「和」

の経験となり私にとって心地の良いものばかりでした。そして、仲間に支えられてきた中で、積

極的に行動するほど自身の成長へと繋がっていきました。移り変わる時代の中で、本質的には変

わることなく、既成概念に囚われずに活動していくことは容易ではありませんが、全力でまちづ

くりに取り組んでこられた先輩方に対し、敬意と感謝の念を忘れることなく、常に前向きに「和」

を志し、その時代に即した挑戦を行っていく団体で在り続けます。

人との出会いこそ全ての始まりであり、まちづくり活動はその出会いが幾重にも連なり一つの形

が出来上がります。明るい豊かな社会の実現に向かって、そして新しい出会いに巡り合うために、

全てに「和」をもって活動を行っていきましょう。

【未来のためのまちづくり】

　SDGs については日本青年会議所も改訂されたＪＣ宣言文の中で持続可能な社会に触れており、

関青年会議所でも昨年より SDGs の普及に向けて活動を開始しました。実際に活動していく中で、

青年会議所の全ての運動は本質的に SDGs の達成と繋がりがあることを実感しています。一方、

SDGs の目標は幅広く、地球規模という印象が強いため何から始めればよいか分からないと難しさ

を指摘する声もあります。しかし、難しいからと何もしなければどうなるのでしょうか。私が想

定する最も深刻な事態は、私たち大人の不作為の結果が私たちの世代ではなく、子どもたちや孫、

そしてまだ見ぬ世代が生きていく時代に生じてしまうことです。私たちが何もしなければ、この

関市でも今よりも厳しい未来が待っています。そうならないためにも私たちは今、行動する必要

があります。



これまでの活動により関市中で SDGs が広く認知されつつある今、市民が SDGs への理解と興味を

さらに深めることで、より一層身近なものとすることができます。誰一人取り残さないという

SDGs の理念は、言い換えれば誰でも行動することができるということです。例え、一つひとつの

行動は小さくとも、全ては幸せな未来である持続可能な社会へと繋がっていることに気付くこと

から始まります。そうすることで、自分自身が解決すべき問題を見つけ、その解決に向かって努

力できる市民は自ずと増えていきます。SDGs を通じて幸せな未来のために心を合わせてまちづく

りを行っていきましょう。

【青少年の健全な成長を】

　２０２０年は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて全国の学校が休校となり家庭での教

育が続きました。オンライン授業の導入によって子どもたちが学ぶ環境は保たれましたが、少子

化や核家族化など子どもたちを取り巻く環境の変化も重なり、子ども同士で触れ合い、高め合う

時間は益々減少しています。さらに、学校の再開後も多くの行事やイベントが中止となり、子ど

もたちの大切な成長の機会が失われています。

学童期に子ども同士で競い、時には協力しながら高め合う時間や目標へ向かって挑戦する体験は、

競争心や自立心を育み精神的な成長へと繋がります。しかし、その機会が減少している現状では、

将来の夢や希望へ向かって挑戦することに不安を覚え、今後も挑戦し続けていく中で、立ちはだ

かる困難を前に挫けてしまうのでないでしょうか。何かへの挑戦は必ず成功するとは限りません

が、長い人生の中では避けて通ることができず挑戦しなければならない時がやってきます。時に

は悔しい想いで涙を流すこともあるかもしれません。だからこそ、その経験から学び、もう一度

挑戦することの大切さを伝えていくことが必要です。子どもたちが何度でも立ち上がることがで

きる強い精神力を持った大人に成長するために、貴重な経験ができる機会を提供していきましょ

う。

　

【会員の資質向上】

近年、メンバーの資質向上に対する機会は、事業活動や委員会活動を通じて得た経験と、岐阜ブ

ロック協議会のアカデミー事業が主でした。経験豊富なメンバーが多数在籍していた時代は若手

メンバーへのフォローも行き届いていましたが、現在では経験豊富なメンバーは少なくなってい

ます。このような中で、今後も私たちが時代に即した挑戦を行っていくための最大の鍵は人材育

成であると考えます。そのために、積極的に青年会議所の人材育成プログラムである出向やセミ

ナー研修、各地の青年会議所メンバーとの交流の機会などを活用していきます。青年会議所の本

質を理解し、知識を身につけることでＪＡＹＣＥＥとして、さらには組織として成長することが

できます。そして、メンバー全員が志を一つにして進んでいけるよう経験豊富なメンバーは青年

会議所で培った経験を、在籍年数の短いメンバーに大いに伝えていきましょう。先輩方が残され

た言葉を他のメンバーと共有することで、自身の新たな学びや気付きへと繋がることでしょう。

この時期の生き方が今後の人生に大きな意味をもたらすことは多くの先輩方がその背中で示して

くれています。積み重なる経験と成長との繋がりに気付き、全てのことに前向きに行動できるメ

ンバーへと成長してほしい。そのためにも、メンバー一人ひとりが積極的にその手を伸ばし、多

くの成長の機会を自ら掴み取りにいきましょう。



【やり遂げる会員拡大】

　関青年会議所は６３年という永きに亘り、明るい豊かな社会の実現を目指し運動を発信し続け

ています。先輩方がまちと誠実に向き合いながら運動を続けてこられたことで、現在の関青年会

議所は行政及び市内の各団体との協働ができており、まちからの信頼をいただくことができてい

ます。そして、これからも団体としてまちに対する発信力を今までのように維持し、さらなるま

ちの発展を目指し運動を展開していくためにも、同志となる仲間を更に増やしていかなければな

りません。

　会員拡大はメンバー全員が取り組むべき課題です。全員が「組織全体で行っていく」という使

命のもと、情熱を持って取り組まなければなりません。青年会議所は経営者と言われる人間だけ

に入会が許された団体ではなく、品格のある青年であれば全員に入会資格が与えられています。

だからこそ、新たな出会いを求めて、既成概念に囚われることなく積極的に声がけを行いましょ

う。また、他の青年会議所や他団体での成功事例も参考にしながら、新しい手法についても積極

的に議論していくことも必要です。新たな仲間と青年会議所運動を共にすることで、その胸には

まちのためにという想いが必ず芽生えていきます。そして、まちのことを想う心を持った青年が

増えていくほど、このまちの活性化に繋がっていくのです。特別会員の皆様にもご指導とご協力

を仰ぎ、関青年会議所が有する関市全体のネットワークを活用して新たな出会いを増やしていき

ましょう。

【むすびに　～「和」を成すメンバーへ～】

　「青年会議所活動を仕事や家庭の時間を割いてまでする意味があるのか」と問われることがあ

ります。青年会議所活動ではまちづくりに焦点が集まることが多いですが、まちづくりに大切な

ことは人との出会いであり、事業を構築し実行する中での自己成長です。つまりひとづくりであ

り、全てはあなたのためなのです。職場や家庭の協力を得ていただいた貴重な時間はまちのため

だけに使用しているのではなく、あなたの成長に確実に繋がっています。だからこそ、仕事で成

果を発揮でき、家庭では大きな愛情で家族を包んでいくことができるのです。折角、この時期に

青年会議所と出会い、成長する機会を得ているのだから、現状に満足することなく多くの人と出

会い、多くの経験を積んでほしい。そして、その出会いと経験をもって活動することがあなた自

身の成長であるのだと信じてほしい。メンバー全員がそう信じることができるように私も覚悟を

持って行動してまいります。

変わりゆく地域課題への解決が求められる今だからこそ、過去の成功体験を追い求めるのではな

く、もっと良いやり方、もっと時代に合った方法があるのではないかと、好奇心をもって臨み、

変化を恐れず挑戦することが、まちに新風を送り込むこととなり活性化へと繋がります。挑戦し

続ける中で、時に迷うこともあるかもしれませんが、私たちには同志と呼べる仲間がいます。同

志と想いを一つに重ね合い、知識と経験を共有し、全てに「和」をもって一歩ずつ進んでいこう。

まだ見ぬ自分のために、このまちの未来のために。



「人・まち・暮らしを豊かに」

   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。

   さて、昨年、本市は市制施行７０周年、そして合併１５周年という記念すべき年を迎えました。市民

の皆様とともに７０年の節目を迎えられ、新たな未来へ向かって確かな一歩を踏み出せたことに喜びを

感じています。また、市出身の歌手・ＬｉＳＡさんが、日本のみならず、全世界で注目を浴びるアーティ

ストとして、大きな飛躍を遂げられたことは、私たちにとって大変嬉しいニュースとなりました。

   全国に広がった新型コロナウイルス感染症は、市民生活に大きな影響を及ぼし、地域経済に深刻な打

撃を与えました。市では、市民生活・事業者支援策など緊急措置を講じたほか、感染拡大防止の呼びか

けを行ってまいりましたが、未だ収束には至っていません。今後も、市民一人ひとりが意識して、私た

ちにできる感染防止策を実践していくことが大切です。

   本年は、「人」、「まち」、「暮らし」を豊かにするため、「防災・減災」、「ＩＣＴ」、「地域経済」の３つ

の課題について、重点的に取り組んでまいります。

防災意識向上のための事業や河川改修・土砂災害防止対策などの推進、市民サービスの向上・行政運営

の効率化を目的としたＩＣＴの活用、働く場を創出するための、積極的な企業誘致と関市ビジネスサポー

トセンターによる起業支援などの取組を行ってまいります。

　そして、本年は、いよいよ刃物ミュージアム回廊の拠点となる地域交流施設「せきてらす」、新・刃

物会館がオープンします。「日本一の刃物のまち」の歴史や魅力を広く発信するとともに、多くの観光

客が訪れ、そして市民の皆様にも親しまれ賑わう場所になることを期待しています。

   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、皆様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。

令和３年１月１日

謹賀新年

関市長　 尾 関 健 治



新年のご挨拶

関商工会議所

会頭　坂井　勇平

   新年おめでとうございます。

　関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、世界はコロナ禍により未だ不安定な状況にあります。また国内においても感染拡大は

長期化すると思われ、従来の生活様式や企業経営が大きく変革する急速なパラダイムシフトの

中、早急なデジタル化が求められています。

   その様な観点から、企業は困難な局面を変革のチャンスと捉え、新たな発想による価値観を

生み出すイノベーションを高める必要があると考えています。つまり、今までと同じような考

え方、価値観、手法では、企業は生き残ることが大変難しい時代を迎えていると言えます。

   この様な大変厳しい状況の中、関青年会議所様におかれましては、ＳＤＧｓが示す持続可能

な社会の実現を目指すため、各種事業に積極的に取り組まれておられます。これからも、皆様

の若さ溢れる新しい発想で経営力を高め、豊かで明るい社会を築き上げる活動をされますこと

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コロナ対策支援に取り組みつつ、

企業の生産性向上や確かな利益率を上げるための経営支援等に取り組み、「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、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、関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、ご多幸を心からご祈

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

２０２１年度理事長　国川　晃君

   新春を寿ぎ、謹んで御祝詞を申し上げます。皆様におかれましては、希望に満ちた新年をお迎えのことと拝察申し上げます。また平素

より当青年会議所に対しまして格別のご高配を賜り、交流を続けさせて頂いておりますことに、厚く御礼申し上げます。

　現在、新型コロナウィルスが世界中で猛威を振るっています。世界が変わったといっても過言ではありません。日本国内の移動でさえ

自由に出来ず、感染者への風評被害には強い悲しみを覚えました。ＪＣ運動を展開しようにも集まること自体が困難な状況で、事業の再構

築を余儀なくされました。しかし、この現実も必ず乗り越えられます。そして、その際、中心的な存在となりえる団体、それが我々青年

会議所であると私は確信しております。これまでも地域を多くの困難が襲いました。２０１８年の関市の豪雨災害は記憶に新しく、貴青

年会議所が支援活動で復興に大きな力を発揮されました。我々は困難の度に持てる力を発揮し大きな役割を担い、地域の再生に貢献して

きました。新型コロナウィルスにおいても同様です。激動の時代だからこそ、我々青年が強くしなやかな志を持ってリーダーシップを発

揮し、地域を引っ張っていきましょう。我々青年会議所にはその力があります。貴青年会議所と友好ＪＣであることを改めて誇りに思う

とともに、これまで以上に交流が深まり、互いに成長し合える機会が今後増えていくことを切に願っております。

　本年、当青年会議所は　「創」～思考の中に未来がある！描き創るこれからの三方五湖～　をスローガンに掲げ、メンバーと共に邁進い

たします。「１０年後はどうなっているだろう？」ではなく「１０年後をどうしたいか？」を考え「１０年後にはこんな地域にする！」と

いう積極的な思考と当事者意識で未来を切り開いてまいります。時代の変化を敏感に察知しそれを未来につなげる、つまりビジョンを描

けるのは、我々青年会議所であると私は確信しております。

　結びに貴青年会議所並びに関市の皆様のご健勝とご多幸を心より祈念致しまして、新年のご挨拶とさせて頂きます。

一般社団法人　氷見青年会議所

２０２１年度理事長　坂下　明生君

   新年あけましておめでとうございます。

   輝かしい希望に満ちた新年を健やかにお迎えのことと、お慶び申しあげます。

   昨年は新型コロナウイルスの影響もあり、これまで続けていた交流の機会を得ることができない中で、互いにそれぞれが地域の中でで

きることを試行錯誤しながら考えさせられる一年であったかと思います。

本年度、一般社団法人氷見青年会議所は、「全部いい！」という言葉をスローガンに掲げました。様々なことの変化が急速に進む現代に

おいて、過去から引き継がれてきた想いを大切にしながらも、会員それぞれが自分自身と向き合い、新たな挑戦や様々な経験から高めた

人間性を行動に移し、多様な価値観を受け入れ認めることができる高い人間力が今私たちに必要とされていると考えます。会員一人ひと

りが柔軟な発想を持ち、大きく姿を変えていく世の中の変化を楽しみながら、地域の若者と共に活気溢れる氷見の実現に向かって行動し

てまいります。

   「和」という言葉のあるとおり、関青年会議所と氷見青年会議所が協力し、それぞれが愛する故郷のために地域の皆様と共に手を取り

合い、変わりゆく地域課題を解決していくために活動し続けることが、私たちが目指す明るい豊かな社会の実現に繋がっていくと思いま

す。友好ＪＣとして互いに切磋琢磨し、共に頑張っていきましょう。

   最後に田中理事長のもと、すべての事業の成功と皆様の益々のご活躍、実りある素晴らしい出会いが数多く訪れる一年となりますこと

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。



コロナ禍における２０２０年の実施事業

２０２１年の実施予定事業

本年度 SDGs 推進委員会では SDGs を学び考え発信していくことを目標とし、事業を展開
してまいりました。
４月例会では SDGs の基礎を再確認するべく、メンバーとともに SDGs を学ぶ事業を計画
しました。残念ながら新型コロナウィルス感染拡大の影響を受け、事業自体は急遽中止
となりました。ですが、基礎を今一度固めるため SDGs に関する動画を作成し配信しまし
た。改めて SDGs について考えるきっかけができたと感じています。
８月例会では SDGs と社業の関わりあい、そして SDGs を社業に活かすためのノウハウを
学んでいただく事業を行いました。事業を構築するにあたり、Youtube を利用してのオ
ンライン配信を計画しました。講演内容は事例を交えながら、SDGs と社業がどう繋がり、
発展していくのかなどの多くの学びを得ることができました。
１１月例会では、SDGs を広く関市に発信し SDGs というものに触れる、知っていただく
ための事業を行いました。メンバーにそれぞれが現在取り組んでいることをプレゼンテ
ーション形式で発表していただきました。また本例会では、「きららくらぶ」に尾関市長
と山中理事長の対談記事を掲載させていただきました。より多くの市民が SDGs に触れ、
取り組みを始めていくための第一歩となる事業となりました。
最後に事業にご協力いただいた皆様にこの場をお借りして御礼申し上げます。
一年間、本当にありがとうございました。

SDGs 推進委員会　委員長

丹羽　智彦

次世代育成委員会　委員長

森　有生

担当月 例会名 担当委員会 

１月 
定時総会 総務委員会 

理事長所信表明会 事務局 

２月 岐阜会議 事務局 

３月 中青会合同例会 総務委員会 

４月 会員の資質向上を目指す例会 事務局 

５月 挑戦する心を育む例会 青少年開発委員会 

６月 わんぱく相撲岐阜ブロック大会 青少年開発委員会 

７月 臨時総会 総務委員会 

８月 ８月例会 ＳＤＧｓ委員会 

９月 会員の資質向上を目指す例会 事務局 

１０月 SDGsを広く発信していく例会 ＳＤＧｓ委員会 

１１月 １１月例会 事務局 

１２月 
今年を振り返り、活動の重要性を再認識する例会 青少年開発委員会 

臨時総会 総務委員会 

 

総務委員長

浦田　悠宇

本年度の総務委員会は、全ての事業に関わることができる委員会としての役割を理解
した上で委員会運営を行ってまいりました。
例年にない新型コロナウイルス感染症の流行という状況の中ではありますが、全ての
総会、理事セミナー共に対面で開催をさせていただくことができました。私自身初め
て委員長として一年を過ごさせていただく中で準備をしてきた事業が延期や中止と
なってしまい、大変残念に思います。
長期政策連絡会議を開催し、将来を見据えて課題や問題点について話し合い、準会員
制度や女性会員の産休制度が策定されました。制度が出来たことはスタートに過ぎま
せん。次年度以降、これらを活かしてメンバー一丸となって活動してきたいです。
最後となりますが、総務委員会の活動にご協力いただきました山中理事長とメンバー
の皆様、そして土屋専務理事や西村事務局長には心より感謝申し上げます。また、何
より委員会運営を支えてくださいました委員会メンバーには大変感謝しております。
１年間本当にありがとうございました。

本年度は、新型コロナウイルスの影響により当初の計画とは大幅に変更のあった一年間
となりました。
５月例会のわんぱく相撲関場所では前年の末から準備を進めていましたが、今年２月頃
には新型コロナウイルスの影響が加速し、大会開催の雲行きも怪しくなっていきました。
最後まで大会を開催出来るように打ち合わせと準備を行っていましたが、結果的には関
場所、岐阜ブロック大会、そして全国大会も中止となり、子供達にとっても、私達にと
っても悲しい結果となりました。来年度もわんぱく相撲関場所を開催すると思いますが、
開催にあたっての配慮等は今年度の経験が活かせるはずです。来年度のわんぱく相撲で
は、本年の経験を共有して関青年会議所が一体となって取り組みたいです。
１０月例会では中止やオンラインが続く中、リアル開催でセミナーを行いました。クラ
ウドを使ったテクニカルな内容を学び、自社の発展に活かす事は勿論、関青年会議所活
動でも取り組んでいける様な内容でした。
１２月例会の卒業例会では、新型コロナウイルスの影響により開催に賛否両論がありま
したが、厳粛な卒業例会を開催し、卒業生の皆様に安心して卒業していただけるように
最後まで尽力しました。努力の甲斐があって、無事に卒業例会を開催することが出来ま
した。
最後となりますが、ご協力いただきました山中理事長、多田副理事長、そしてメンバー
の皆様には大変感謝をしております。１年間本当にありがとうございました。



新入会員　紹介

２０２１年度　組織図

名前：北瀬　茂樹

勤務先：プルデンシャル生命保険株式会社

生年月日：1989 年 6 月 26 日

趣味：サッカー　ゴルフ

コメント :私が生まれ育った関市の未来
に貢献できるような人間に成
長したいと思って入会しまし
た。

　

監事 　法務・財務担当理事

監事

事務局長 佐藤 孝昭

専務理事

委員長 丹羽 智彦 西村 健太 浦田 悠宇

副理事長

委員長 森 有生 名古路 健 山田 信之 山路 亮太 加藤 大輝

村瀬 旭平 亀井 一輝 北瀬 茂樹

委員長 新海 宏太 名古路 健 山田 信之 山路 亮太 加藤 大輝

村瀬 旭平 亀井 一輝 北瀬 茂樹

浦田 悠宇

土屋 健太

多田 幸泰

事務局

総務委員会

SDGｓ委員会

青少年開発委員会

田中 雄貴総会

小島 祐治

山中 孝浩

理事会 常任理事会

　　　　　　　

理事長

SDGs 委員会

まちへの SDGs（持続可能な開

発目標）の広報・浸透を行う

委員会です。

まちの方に SDGs を知っても

らい、その達成に行動してい

ただけるような事業を行う予

定です。

青少年開発委員会

青少年の健全な育成を目的と

した委員会です。

子どもたちが何事にも挑戦す

ることを学んでいただけるよ

うな例会を設営する予定で

す。

総務委員会

組織の運営や会議の円滑化を

目的とした委員会です。

毎月行われる理事会の資料の

精査や総会の設営を行いま

す。



在籍メンバー紹介

(株 )巧報社

山中　孝浩

伸和建設 (株 )

森　有生

名古路建築 (株 )

名古路　健

多田化成工業（有）

多田　幸泰

(株 )ファンシーランド

山田　信之

土屋司法書士事務所

土屋　健太

(株 )しんかい

新海　宏太

(有 )プライムトラベル

山路　亮太

義春刃物 (株 )

田中　雄貴

(株 )はりせいクリーニング

丹羽　智彦

(株 )シノダ楽器

篠田　晃平

(株 )西村組

西村　健太

(株 )ウラタ薬局　仲町店

浦田　悠宇

（株）新東建設

加藤　大輝

関信用金庫

村瀬　旭平

日本利器工業㈱

亀井　一輝

（株）オートライン

佐藤　孝昭

（入会年度順）



SDGs：Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）とは
2015 年 9月の国連総会で 193 ヶ国が採択した、2030 年を達成期限とした国際目標
であり、課題解決のための共通言語です。

一般社団法人　関青年会議所はSDGsを支援しています。


