


新年のご挨拶 
 

 

 

 

 

新年明けましておめでとうございます。謹んでお慶び申し上げます。 

 

私達、一般社団法人関青年会議所は本年度で発足 66 年目を迎える事となりました。これも 

日頃から私達の活動にご理解をいただいております賛助会員、特別会員、そして地域の皆様のご

協力、ご支援の賜物で御座います。メンバー一同、深く御礼申し上げます。 

 

この数年間でコロナウイルス蔓延により多くの人々が影響を受けてきましたが、事業者も地域活

動も経済活動も同じく、多岐にわたり多大な影響を受け続けてきたのは紛れもない事実です。

2023年になってもコロナウイルスは未だ終息の見えない状況では御座いますが、地域活動も経済

活動もコロナウイルスの蔓延によって停止する事が少なくなり、悪い影響から脱する機会も見えて

きました。 

私達は過去の経験から学んだ事を次への打開策へとつなげていき、本年度は復活の活路を見出

す年として邁進して参りたいと考えております。 

 

2023 年度の一般社団法人関青年会議所のスローガンは「変化を乗り越え、最高の結果に変える」

と掲げさせていただきました。 

変化を恐れて何も変えないスタンスでは時代の荒波に揉まれてしまい、気が付いた頃には取り残

されてしまいます。例え現在上手く稼働している事柄があったとしても、それらは長続きはしないと

いう危機感を感じ、常に変化を求めるスタンスをメンバー人一人が持って青年会議所活動に取り

組んでいきます。 

メンバーと共に頑張って参りますので皆様方のご支援、ご鞭撻をお願い申し上げますと共に、皆

様方のご健勝・ご多幸を祈念申し上げまして新年の挨拶とさせていただきます。 

2023 年も宜しくお願い申し上げます。 



一般社団法人関青年会議所 ２０２３年度 
理事長所信 

理事長 森 有生 
 
はじめに 
 昨今は 1 年周期で目まぐるしい変化が起こります。直近では世界中を脅威に陥れた新型コロナウイルスの影
響がありましたが、３年経った現在でも私たちに影響を与えています。昨年にはロシアによるウクライナ侵攻
が発生し多大な被害を与え続けており、この様な事態が本当に起きているのかと目を疑う程でした。現在の私
たちには戦争という現実は全く想像のできないものになっていますが、それは諸先輩方が辛い過去から学び、
次世代に同じような悲しい経験をさせたくないという強い気持ちが現在の平和な日本を残してくれたからです。
しかし、現実には今もなお紛争を続けている国や地域が多くあります。メディアで報道されていることだけで
無く、平等な目線で物事を考え、そして行動に移していくことが賢明です。 
私たち、関青年会議所は１９５７年に発足し、今年度で創立６６周年を迎えます。私は２０１０年度に入会

し、今年度で１４年目になります。社業に専念するために２００９年に地元に戻ってきましたが、関青年会議
所の事業を通じて多くの先輩方と関わり、色々な経験をさせて頂きました。奇しくも私の社業である祖父が創
業した会社も関青年会議所の発足年と同じ１９５７年に創業しております。いわば、関青年会議所と弊社は同
い年となります。私が社業を愛して尽力をし続けるのと同じように、関青年会議所にも想い入れがあります。
この団体がこの先も繫栄していくよう尽力していきます。 
 
現状を知ること 
 関青年会議所の所属メンバーは、１９７０年代から１９９０年代では常時１００名を超える会員数で推移を
していました。私が入会した２０１０年には６０名程の会員数でしたが、当時は会員数の多さ、そしてまだ２
０代前半で地元に戻ってきて社業に注力し始めたばかりの私には、多くの経営者と関われることが刺激的でし
た。地元の有力企業の経営者や、普通に生活していれば出会うはずの無い方たちと集い、関青年会議所メンバ
ーとして同じ目的に向かって議論し、実践し、実行した事業を振り返ってはまた次に活かすという一連の流れ
が非常に魅力的でした。社業では社長の一声で決まってしまうような事業も、この団体では何度も議論を重ね
なければ実行に移せません。常任理事会や理事会が行われる度に資料を作り直し、時には深夜遅くまで議論を
したこともありました。会員数が多い時には様々な意見が有り、多くの時間を使って議論をすることも度々あ
りました。しかし、現在の会員数は２０名程に縮小しており現状に合わせた時間の使い方、議論の仕方、運営
の方法が求められています。 
私たちの直近の反省点としては時代が変化しているのにも関わらず、やり方を変えていかなかったという過

去があります。そのもどかしさ故に会員を辞するメンバーも多くいたことは紛れもない事実です。時代は常に
スピードを求められる世の中になっています。私たちも変化をしなければならない時期に突入しており、その
対策が急務です。 
 子供の減少が国の重要課題とされているのと同じように会員数減少は最重要課題です。通年で会員拡大を行う
こととし、同じ志を持った地域の青年経済人を巻き込んでいきます。メンバーと共に限られた時間の中で最大
限の結果を発揮できるような仕組みに変更し、関青年会議所の更なる発展の起点となるように決意を持って取
り組んでいきます。 
 
未来を担う子供たちのために 
 子供たちは、日本の未来を支えていく存在です。それはこの先もずっと続いていきます。 
子供が多くなれば地域も活性化し人口も増えます。様々なニーズも増え結果的には税収も見込めるようになり
ます。本来であれば子供が増えていくような政策を行っていかなければなりませんが、その点は行政や国が担



っています。私たちができることは、子供たちが大きくなって地元を離れて就業した際にも、いずれは故郷に
戻ってきて地元企業で働いたり、地域のために慈善活動等に積極的に参加してくれるような郷土愛を幼少期か
ら育むことです。しかしながら、昨今の新型コロナウイルスの影響により、子供たちの活動は中止や延期とな
る事業が多く、常に被害者になってきました。学校行事もさることながら、部活動やスポーツ活動、地域行事
までもが中止になり、健全な育成ができなかった時期がありました。子供たちには様々な実体験をもとに新た
な可能性を感じて欲しいと願っています。 
それがわんぱく相撲なのか、JC カップなのかは問いませんが普段関わることの無い人たちと時間を共にする

ことにより学べることが多くあります。先の社会情勢が読めないという事情もありますが、本年度も子供たち
と地域を巻き込んだ事業を開催したいと考えております。 
昨年に行った JC カップ in 関やわんぱく相撲の様に、いち早く開催を決定し地域の手本となるように率先し

て事業を行う姿は非常に頼もしく勇敢でした。 
事業が失敗すれば批判もあるかもしれませんが、地元の子供たちのために批判も承知で取り組むような熱い気
持ちがあっても、私は何もおかしいとは思いません。 
冷静に物事を判断し、変化を恐れず果敢にチャレンジしていきましょう。 

 
まちの魅力の再認識と再発掘 
 我々が住む関市は岐阜県の中濃地域に位置し山間に囲まれた地域であり、平成 17 年の合併により 12 の自治
体と隣接する自治体となりました。山間地域であるからこそ良質な焼刃土や水と炭が豊富に得られ、刃物の歴
史は鎌倉時代から始まっています。その歴史は脈々と受け継がれ、先輩諸兄姉のご尽力により今では世界三大
刃物産地と言われるようになりました。そのような魅力的な歴史がある町であるにも関わらず、情報発信が少
ないために関市民にすら認知度の低いまちの魅力も多く存在しているのが現状です。私もこのまちに長年住ん
でいますが、幼い頃はまちの魅力について考えることはありませんでした。今では小学生からまちの魅力を学
ぶ授業が行われるようにはなってはいますが、まちづくりを行う団体として、改めてまちの魅力を認識する必
要が有り、まだまだ情報発信が出来ていない魅力を再発掘し地域の方々に伝えていく必要性があるのではない
でしょうか。地域のために、そして地元愛を育んで頂くためにも、まちの魅力の再認識と再発掘を行い、情報
発信し鎌倉時代から続いている関市の歴史を次代に伝えていきます。 
 
地域を盛り上げる青年経済人として 
 私自身も地元である関市に本社を構えて社業を行っておりますが、業務の中で出会う経営者は私よりも目上
の方が多く、若い経営者が減少していると感じています。同世代の青年経済人が少ないのは悲しい事態であり、
地域経済にとっても良い事態ではありません。私自身が関青年会議所に入会した時、多くの青年経済人が会員
として所属していましたが、時が流れるにつれて同世代の青年経済人が増えることはありませんでした。一つ
の事例として、事業承継が上手くいかず地元に帰ってこない、または地元で社業に努めているがまだまだ事業
承継まではいかず、いつの間にか青年としての時代を通り越してしまう場合等が考えられます。様々な事情で
問題を抱えている地域経済ですが、まず私たちができることは、所属している会員同士で切磋琢磨し、社業に
も良い影響を与え事業拡大や利益改善に繋げていくことです。 
会員同士の業種は様々ですが、経営者としての悩みは同じようなものを抱えています。 

お互いの悩みや弱みを共有することで、改善策や打開策を見出せるようなお互いに良い影響を与え続ける関係
性でありたいと思います。まずは社業で成果を出すこと、そして関青年会議所の活動でもその経験値から良い
ムーブメントを起こし切磋琢磨していきましょう。その後に、同調してくれる仲間が増えていくことを望んで
います。 
 
 



結びに 
私は関青年会議所に入会し、色々な経験をさせて頂きました。事業を通じて意見で衝突する事や、喜びを分

かち合ったこともありました。多くの先輩と後輩が出来て、自分自身の人脈も広がりました。所属LOMを飛び
出せば、岐阜ブロックや東海地区ではまた違う感覚を持つ JC メンバーと知り合うことも出来ました。この大き
な団体に所属する事で、普通にしていれば知り合わなかったはずの人たちと出会うことができたのは私にとっ
て人生の大きなアドバンテージになっています。この団体を通じて成長させて頂いたと感じることが多いので
すが、それに反して会員数が減少しているというのは悲しい事実として真摯に受け止めています。少なからず、
今のままの関青年会議所では現状を打開することはできません。以前と同じような運営では一人当たりの所要
時間がかなり多くなってしまい、次年度に引き継いでいくことができなくなっています。今のままでは会員が
疲弊し、モチベーションの低下に繋がります。この状況を打開するには、現状を知り、今やれることに重点を
置きスピード感を持って関青年会議所を運営し、結果を出していくことです。私は社業の繁栄と同じように関
青年会議所の繁栄を強く望んでいます。 
今年は変化の始まりです。次世代に良い影響を与えられるように大切なメンバーと共に挑んでいきます。 

私たちがまちに良い影響を与えることができれば、関青年会議所も社業も繁栄し、そして地域経済にも良い影
響を与えることができると信じています。 
変化を恐れず、限られた時間の中で最大限の結果を出していきましょう。 



 

新年のご挨拶 

 

関市長 尾 関 健 治 

 

新たな時代に向け、さらなる飛躍を 

 

輝かしい新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。 

 本年も、「日本一しあわせなまち関市」の実現を目指し、市民の皆様とともにまちづくりに邁進

してまいります。 

 さて昨年は、円安、物価高騰の厳しい状況が続く中、市民生活を守り経済を活性化させるため、

生活困窮者や子育て世帯への支援事業やプレミアム付商品券事業などに力を注いできました。 

 また、感染防止対策に取り組みながら、本市では刃物まつりや市民花火大会などのイベントをコ

ロナ禍以前と同規模で開催し、まちに活気が戻りつつあることが実感できた１年でもありました。 

  

 さて、本年からは、第５次総合計画・後期基本計画による５年間のまちづくりをスタートさせま

すが、その中でも人口減少対策は、最優先課題としてこれまで以上に取組を進めます。 

特に、若者の雇用の場の確保や結婚を望む人の支援、女性が輝く活躍支援、そして、子育てしや

すい環境を充実させるなどの施策を展開していきます。 

次に、地域経済の活性化と新たな時代に対応するために、企業のＤＸ推進や事業の承継を支援し、

強い産業基盤づくりに取り組みます。 

また、巨大地震の発生や自然災害に対応するため、更なる防災対策の強化を推進し、自助・共助

のための条例「防災基本条例（仮称）」の制定を進めます。 

さらに、昨年「ゼロカーボンシティ」を宣言した本市では、市民の行動変容を促すとともに事業

者・団体の脱炭素の取組を支援することで、カーボンニュートラルの実現を目指します。 

施設整備では、市立図書館本館に多目的室などを新設するほか、富岡保育園舎の建て替えに伴い、

富岡小学校留守家庭児童教室を併設する複合施設として整備を進めます。 

「新たな時代に向け、さらなる飛躍」を目指し、市長として常に先頭に立って戦略的に事業を推

進していきます。 

本年も市政に対しまして、市民の皆様のご理解とご協力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。 

 

 



新年のご挨拶 
 

 

関商工会議所 

会頭  鈴木 良春 
 

 

 

 

 

 

新年おめでとうございます。 

夢と希望に満ち溢れた、輝かしい２０２３年の年をお迎えになられた事

と、お慶び申し上げます。 

昨年は関商工会議所活動に対しまして一方ならぬご支援、ご協力を賜わ

り誠にありがとうございました。 

さて、昨年２月２４日に勃発したロシアとウクライナ戦争により、世界

の安全保障、エネルギー安全保証、食料安全保障等々大きく一変する事件

が起こり、私達の生活も音を立てて揺り動かされる事態に陥りました。 

また３年が過ぎても未だに収束が見えて来ない新型コロナウイルス感染

症、歴史的円安や物価高騰など幾つもの課題を抱えて新年を迎えました。 

迎えました新年、関青年会議所では第６６代 森 有生 理事長を迎えら

れ、会員一同新たな気持ちでスタートされた事と存じます。若人ならでは

の発想と行動力を持って、多いに研鑽と挑戦に歩みを止めないで進んで行

って欲しいと思います。 

会員皆様の大きな理想を掲げ、地域社会の為、各々の企業発展の為、そ

して皆様自身の為に全力で立ち向かって走り続けて頂きたい。青年会議所

会員時代の年代が、人生で一番充実した時代だと思います。少々道が外れ

ても、必ず戻す事が出来ます。勇気と自信を持って力強く取り組み、進ん

で欲しいと願っています。 

また、多田幸泰直前理事長におかれましては、昨年一年間ご苦労様でし

た。今年度も直前としての立場でご活躍される事と思いますが、この後は

後進の良きアドバイザーであり、昨年の経験と反省を踏まえ、将来の関青

年会議所像を森理事長と力を合わせ会員の方々と共に大きくグランドデ

ザインを描き、その方向に邁進飛躍して頂きたいと願っています。 

今年度も関青年会議所の一層の発展と会員各位のご多幸、ご繁栄、ご活

躍を心よりお祈り申し上げ、新年に寄せるご挨拶とさせて頂きます。 



 

新年のご挨拶 
 

 

一般社団法人氷見青年会議所 

2023年度理事長 堂尻 智嗣 
 

 

 

 

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。 

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。昨年は創立50周年という大きな節目に

多大なるご支援を頂きましたこと、重ねて熱く御礼申し上げます。 

本年度は「有り難し！！」をスローガンに掲げさせて頂きました。近年で

は私たちの価値観は大きく変わり、当たり前の日常が当たり前でなくなった

今、個人の価値観や生活様式を改めて考える良い機会となり、今よりも幸せ

で充実した日々を過ごしたいという思いは、多くの方が感じているはずで

す。幸せの感じ方は、人それぞれ異なると思いますが、誰しもが幸せに生き

たいと思う中で、今ある当たり前は、当たり前でないと気づき、自分に起こ

る様々なことに対して感謝の気持ちを持ち、どんなことに対しても前向きな

気持ちを持てることは大切なことです。この地域に住み暮らす私たちが、氷

見でしか味わえない自分なりの幸せを見出し、いきいきと活躍する人財を増

やし、幸の連鎖を次世代に繋げていきます。 

 関青年会議所と氷見青年会議所が協力し、それぞれの地域で変わりゆく地

域課題を解決していくための活動を共創していくことで、目指すべき明るい

豊かな社会の実現へと歩みを進めていけると確信しております。友好JCとし

て互いに切磋琢磨し、共に歩みを進めていきましょう。 

最後に森理事長のもと、一般社団法人関青年会議所のすべての事業の成功

と皆様の益々のご活躍、そして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。 

 



 

新年のご挨拶 

 

一般社団法人三方五湖青年会議所 

2023 年度理事長 植中 敬二 

 

 

 

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。 

昨年当青年会議所は創立 45 週年を迎え、これまで関わり支えてくださ

った方々へ感謝と敬意をお伝えするべく 1年間邁進してまいりました。お

かげさまで無事 45 周年記念式典・懇親会・記念事業を終える事が出来ま

した。これもひとえにこれまで支えてくださった皆様のお力添えによるも

のだと感謝いたします。 

本年は、「継続」～輝き続けるために～をスローガンに掲げ、50 周年に

向けて策定した活動方針「主体・挑戦・発信」を基軸により一層輝けるよ

う運動を展開していきます。先が見えない時代だからこそ地域のリーダー

である我々が明るい夢を持ち、輝く希望を抱き、地域の為に活動・運動を

拡大してきます。 

貴青年会議所におきましても森理事長を筆頭に、メンバー一丸となり時

代に即した運動を展開され地域をより明るく、より豊かに変革していかれ

る事と確信しております。歴史と伝統ある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ますます増えていくことを切に願っております。 

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。 

 

 



２０２２年度総会実施事業 

 

１月１１日 １月例会 ２０２２年度定時総会 事務局・総務委員会 

１月１１日  ２０２２年度理事長所信表明会 事務局・総務委員会 

２月１４日 ２月例会 岐阜会議 事務局・総務委員会 

３月２５日 ３月例会 中青会合同例会 事務局・総務委員会 

４月３日 ４月例会 JC カップ in 関 JC カップ in 関実行
委員会 

５月２２日 ５月例会 第３６回わんぱく相撲関場所 わんぱく相撲関場
所実行委員会 

６月１日 ６月例会 セレモニー例会及び長期政策連絡会議 事務局・総務委員会 

６月５日  わんぱく相撲岐阜ブロック大会 わんぱく相撲関場
所実行委員会 

７月１日 ７月例会 ２０２２年度臨時総会 事務局・総務委員会 

９月２２日  理事セミナー 事務局・総務委員会 

１０月１日 １０月例会 食べて学ぼう山間地域 社会開発委員会 

１０月２９日～ 
３０日 

 第３７回わんぱく相撲男子全国大会 わんぱく相撲関場
所実行委員会 

１２月３日 １２月例会 卒業証書授与式 社会開発委員会 

１２月２７日  ２０２２年度臨時総会 事務局・総務委員会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２０２２年後期・２０２３年度前期 

新入会員紹介 

 

 山村 雄太 

昭和６０年５月２７日 

NPO 法人セブンシーズ 

 

 

 

 常川 紘也 

             平成３年１１月１２日 

             (株)サンテイ 

 

 

 

 安藤 雅哉 

              昭和６３年５月３日 

              (株)安藤鋼材 

 



在籍メンバー紹介 

名古路 健 森 有生 山中 孝浩 多田 幸泰 山田 信之 

新海 宏太 土屋 健太 田中　雄貴 丹羽　智彦 西村 健太

浦田　悠宇 加藤　大輝 亀井　一輝 佐藤　孝昭 北瀬　茂樹 

秋元　光輝 若生　幸也 森本　祐矢 大石　将也 



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。
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