
2015.01

No.604

新春賀詞交換会

～ 年 頭 所 感 ～

第 55 代理事長

吉尾　甲介

　明けましておめでとうございます。皆様方におかれましては輝かしい新年をお迎
えのことと心よりお慶び申し上げます。
　一般社団法人豊岡青年会議所は、本年、創立54年目を迎えることとなりました。こ
れもひとえに先輩諸兄の「英知と勇気と情熱」が詰め込まれた絶え間ない活動と、一
年一年歴史を積み重ねてこられた賜物だと心より敬意を表しますと共に、私自身も
半世紀以上も続く豊岡青年会議所の歴史と伝統をしっかりと引き継ぎ、その責を全
うしていきたいと考えております。
　本年度は理事長スローガンとして、Spirits of the ＪＡＹＣＥＥ 　妥協なき「今」
という言葉を掲げます。我 の々存在意義や創始の志は 50 年前も、10 年前も、そして
今もなお何ら変化はございません。これからを担う私たちも、この地に住み暮らす青
年経済人として、やりたいこと、できること、そしてやらなければならないことをしっ
かりと見据え、過去から多くを学び、敏感に「今」を捉え、歴史ある一年へとつなげて
いきたいと思っております。
　輝かしい未来のために、次代を担う子ども達のために。自分の人生の中に限られた
時間、この豊岡青年会議所で活動する機会を得たのであれば、理想という「今」考え
られる最高の組織を目指し、連綿と受け継がれる誇りある豊岡ＪＣ魂と全会員の情熱

を結集させ、論ずるのみならず、一片も妥協することなく歩みを進めてまいりましょう。「今」を大切に。
　末尾となりましたが、本年も倍旧のご支援、ご協力を御願い申し上げますと共に、本年が皆様方にとりまして、実り
多く素晴らしき年となります事を心よりご祈念申し上げ新年のご挨拶とさせていただきます。

小田井懸神社にて
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　新年明けましておめでとうございま

す。2014年度は格別のご支援ご協力を賜

り、無事に2015年度へバトンを繋ぎ渡す

ことが出来ました。心から御礼申し上げ

ます。本年度はＯＢの立場ではあります

が直前理事長として与えられた職務を

全うさせて戴きたく存じます。豊岡ＪＣ

で学び得た時間に感謝をし、少しでも恩

返しが出来ればと強く考えております。

　吉尾理事長率いる、2015年度豊岡ＪＣ

に対しても変わらぬご厚情を賜ります

ように心からお願いを申し上げます。一

年間宜しくお願い申し上げます。

　新年明けましておめでとうございま

す。創立55周年という大きな節目を翌年

に控えた本年、副理事長という大役を仰

せつかり、その重責に身の引き締まる思

いです。

　担当いたします指導力開発委員会で

は「確りと本質を理解すること」、会員拡

大特別委員会では「結果を出すこと」を

考え、任務を遂行していく所存です。

　一年間宜しくお願いいたします。

　新年明けましておめでとうございま

す。

　本年度、吉尾理事長のもと、副理事長

という大役を仰せつかり身の引き締ま

る思いと共に職務の難しさと責任の重

大さを痛感しております。

　総務委員会と国際関係委員会を担当

させていただきます。委員会運営のサ

ポートと事業の成功を目指し、微力なが

ら精一杯頑張っていく所存でございま

す。メンバーの皆様には何かとご迷惑を

お掛けしますが、一年間どうぞご協力の

程お願い致します。

　あけましておめでとうございます。こ

の度、副理事長という大役を仰せつか

り、改めて身の引き締まる思いです。は

じめから達成可能な目標に取り組むこ

とは、ＪＣの中では罪ではないかと思っ

ています。

　全てに犠牲を伴うこの団体で、ふんば

り、豊岡のまちを明るくする、そして終

生の友を得る。より魅力ある青年の集ま

る団体となり、危機が目の前に迫る会員

拡大に結び付ける一年にしたいです。

2015年度も引き続き、宜しくご指導、ご

協力をお願い致します。

　伝統ある一般社団法人豊岡青年会議

所の第24代目の専務理事を拝命し、職務

の重責を日に日に感じております。

　常に先を考えて行動することを心掛

け、妥協することなく理事長の思いを達

成できるよう若輩ではございますが精

一杯職務を務めさせて頂きます。

　自らに厳しく、仲間を信じ活動して参

ります。

　どうぞ一年間よろしくお願いします。

　本年度、任期2年目の監事をＯＢとい

う立場で仰せつかります。昨年、監事と

いう大役を与えた頂いた機会で学ばせ

て頂いた経験を基に、歴史ある一般社団

法人豊岡青年会議所の気風や伝統が希

薄化しないよう見守りながら時代に即

した活動が行えるよう引き続き役割を

全うして参ります。

　一般社団法人豊岡青年会議所の更な

る発展のために、微力ではございますが

精一杯貢献させて頂く所存でございま

すので、本年度もよろしくお願い致しま

す。

　会員数が35名を下回り、個人の負担が

増大する中、豊岡ＪＣも何かを変えてい

く、又、変わっていく岐路に立っている

と思います。しかし絶対に変えてはなら

ないものがあります。その一つに、先輩

諸兄が築き上げられ、豊岡ＪＣの気風と

して今に受け継がれる「厳格さ」がある

と思います。

　10年間在籍し学んできたことを、しっ

かりと後輩に伝え残し、厳格に会の運営

を監査して参る所存でございます。何卒

ご指導、ご鞭撻の程、宜しくお願い申し

上げます。

　2015年度、吉尾理事長の下、総務委員

長という大役を仰せつかり、その責務の

重さを感じ身の引き締まる思いです。総

務委員会は円滑なＬＯＭ運営を行う為

に活動していきますが、それだけでなく

ＬＯＭメンバーの模範となって力強く

組織を牽引していきたいと思います。

　まだまだ分からないことだらけです

が、「ＬＯＭの要」となれるよう精一杯活

動していく所存でございますので、皆様

のご指導ご鞭撻を賜りますようよろし

くお願い申し上げます。

直前理事長

二方　道正

副理事長

水口　達雄

副理事長

小西　晴久

副理事長

大石　聡正

専務理事

三輪　直亮

監　　事

峰高　秀和

監　　事

福井　喜宏

総務委員会

細川　太郎

2015 年度　新理事・役員の紹介と抱負
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2015 年度　新理事・役員の紹介と抱負

指導力開発
委員長

鼻登　徳仁

理想の未来創造
委員長

手塚　将之

国際関係委員長

池内　資倫

　本年度国際関係員会委員長を仰せつ

かり、その責任の重さに身の引き締まる

思いでございます。本年度国際関係員会

は、全州青年会議所との姉妹締結50周年

を翌年に控え、その交流の意義を見つめ

直すと共に、更なる友情を育み深めて参

ります。初理事ということもあり、なに

かと不慣れな点等が多くご迷惑をお掛

けするかと存じますが、精一杯頑張らせ

て頂きます。

　皆様のご指導ご鞭撻のほどを宜しく

お願い申し上げます。

　2015年度指導力開発委員長を仰せつ

かり、この度3名の新会員をお預かりす

ることとなり大変身の引き締まる思い

です。本年度は、青年会議所運動の原点

を学び、これまで先輩諸兄が築き上げて

こられた気風や豊岡ＪＣ魂に触れる機

会から、メンバー一人ひとりが、時流に

あった明確な志を持ったＪＡＹＣＥＥ

となるよう、新会員と共に委員会一丸と

なり精一杯活動させて頂く所存です。

　何卒、皆様のご指導ご鞭撻のほど宜し

くお願い申し上げます。

　2015年度理想の未来創造委員会委員

長を拝命し、活躍の場を頂いたことに感

謝すると共に、責任の重さと難しさを

日々痛感しております。本年度理想の未

来創造委員会は、地域に生活の中心を置

き、地域と共に発展を遂げてきた我々市

民が主体となってまちづくりに取り組

み、愛するふるさとを次代へとつなぐ確

かな一歩となるよう活動して参ります。

　最終年度に悔いを残さぬよう精一杯

務めさせて頂きますので、皆様方のご指

導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上

げます。

55周年準備
特別委員長

杤谷　達彦

日本ＪＣ
ＪＣＩ関係委員会

副委員長

浜田　裕一郎

近畿地区協議会
誇れる近畿確立
委員会委員

和田　章太郎

　新年あけましておめでとうございま

す。55周年準備特別委員長を拝命し、そ

の重責に身の引き締まる思いです。一般

社団法人豊岡青年会議所は2016年に創

立55周年を迎えると共に兵庫ブロック

協議会第49回ブロック大会主管いたし

ます。地域そしてＬＯＭにとって2016年

が輝かしい未来への礎の年となるよう、

委員会メンバーと力を合わせて準備を

進めて参ります。

　一年間全力で活動して参りますので、

ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致しま

す。

　本年度、公益社団法人日本青年会議所

ＪＣＩ関係委員会に副委員長（ＶＣ）と

して出向させていただくことになりま

した。この貴重な機会を与えていただい

た豊岡青年会議所に心より感謝を申し

上げます。日本ＪＣ国際グループのＶＣ

という重責を重く受け止め、職務分掌を

全うすると心に決め、励む所存です。

　豊岡、また日本の名に恥じない職務遂

行が果たせるよう一年間努めて参りま

す。この一年を通してこの豊岡の地に何

かが持ち帰られるよう邁進してまいり

ます。

　公益社団法人日本青年会議所近畿地

区協議会誇れる近畿確立委員会に出向

させて頂きます。出向という機会を頂い

た事に感謝すると共に、近畿各地青年会

議所より集う仲間との新しい出会いに

胸を踊らせ、一般社団法人豊岡青年会議

所の出向理事として奮闘したいと思い

ます。自分の成長はもとより、学んだ事

をＬＯＭに活かして行きたいと考えま

す。

　入会以来11年目をむかえますが、2015

年度も思い出に残る年になるよう活動

してまいります。

会員拡大
特別委員長

中島　丈裕

　この度、会員拡大特別委員会委員長を

仰せつかり、歴史と伝統ある豊岡青年会

議所が、更に力強く活動を進めていくた

めにも、会員の拡大は最も重要な責務で

あることを再認識すると共に、絶対に拡

大を成功させなければならないという

強い思いでいっぱいです。

　本年度は、副理事長、各委員会の委員

長が委員会メンバーという布陣で会員

拡大に向かわせて頂けることと、その意

味を確りと考え活動いたします。一年間

どうぞよろしくお願いいたします。

財務担当理事

若宮　顕仁

　2015年度、吉尾理事長のもと初理事と

して財務担当を拝命致しました。入会4

年目であり、また、会計に関しては不慣

れな事が多く、日々学ばせて頂いており

ます。大事な予算を預かる身として、Ｌ

ＯＭが円滑に運営できるよう、そして、

先輩諸兄が築きあげてこられた一般社

団法人豊岡青年会議所の名に恥じぬよ

う精一杯努力し、職務を全うさせて頂く

所存でございます。

　皆様のご指導ご鞭撻のほど、宜しくお

願い申し上げます。
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（○：特別委員会）

〃 手　塚　将　之 〃 髙　岡　正　博

〃 秦　　　　　斎

〃 久保田　一　三

〃 小　林　千　晶

〃 中　島　丈　裕

〃 杤　谷　達　彦

〃

〃 大　将　伸　介

〃

小　中　弘　幸

〃

副 委 員 長
（理事長セクレタリー）

副　理　事　長
理 事 会 担 当

副委員長

委　　員

委 員 長

委　　員

田　岡　聖　司

小　西　晴　久

和　田　章太郎

副　理　事　長
理 事 会 担 当

小　西　晴　久

副　理　事　長
例　会　担　当

水　口　達　雄

財務担当理事 若　宮　顕　仁

総務委員会

委 員 長

池　垣　睦　生

井　藤　伸　二

坂　本　　　裕

髙　岡　正　博

岡　本　重　義

田　岡　聖　司

久保田　一　三

〃

小　林　千　晶副委員長

〃

坂　本　高　洋

〃

委　　員 小　林　博　文

〃

〃

〃

〃

〃宮　脇　昌　至

2015年度一般社団法人豊岡青年会議所委員会組織図

総　　会

〇 55周年準備特別委員会

委 員 長池　内　資　倫 中　島　丈　裕

理　事　会

委 員 長 鼻　登　徳　仁 委 員 長 杤　谷　達　彦

大　石　聡　正

手　塚　将　之委 員 長

専務理事

三　輪　直　亮

細　川　太　郎

理想の未来創造委員会

尾　嶋　伸　介

〃〃

副委員長 岡　本　重　義

委　　員 田　中　利　明

〃

委　　員

〃

三　谷　順　也

副委員長副委員長

佐　藤　幹　也

坂　本　高　洋

池　垣　睦　生〃

監　　事

福　井　喜　宏

浜　田　裕一郎

秋　山　博　規

峰　高　秀　和

国際関係委員会

直前理事長

二　方　道　正

理　事　長

吉　尾　甲　介

〃

大　石　聡　正

池　内　資　倫

鼻　登　徳　仁

細　川　太　郎

指導力開発委員会 〇 会員拡大特別委員会

兵庫ブロック協議会

監査担当役員

田中　利明

≪2015 年度一般社団法人豊岡青年会議所 委員会組織図≫

2015年度一般社団法人豊岡青年会議所上部団体出向者

≪日本ＪＣ関係出向≫
≪近畿地区関係出向≫
≪兵庫ブロック関係出向≫
＜会議＞

＜委員会＞

ＪＣＩ関係委員会副委員長
誇れる近畿確立委員会委員
監査担当役員
日本ＪＣ連携推進会議議員
財務規則審査会議議員
兵庫未来創造委員会副委員長
兵庫アカデミー委員会委員
ＪＣ運動発信委員会委員
ブロック大会運営委員会副委員長
　　　　　〃　　　　　委員
監査担当役員セクレタリー

浜　田　裕一郎
和　田　章太郎
田　中　利　明
中　島　丈　裕
細　川　太　郎
手　塚　将　之
鼻　登　徳　仁
若　宮　顕　仁
杤　谷　達　彦
池　内　資　倫
大　将　伸　介

今年一年
よろしく

お願い致します。

2015 年度　新理事・役員の紹介と抱負

　この度、宮﨑兵庫ブロック協議会会長

（尼崎ＪＣ）の下、監査担当役員として出

向させていただきます。

　ブロックへは5回の委員出向と、2013

年度に財政局長、そして今回で７度目の

出向になります。アンチブロックであっ

た私が、ただの世間知らずであったこと

に気付かされて数年…県下24ＬＯＭの

良い所を吸収しつつ、運営側に携わって

いた時の経験も活かし、然りとした事業

監査や会計監査ができるよう職務を全

うしたいと思います。
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①生年月日

②勤務先・役職

③現住所

④出身校

⑤趣味

⑥自己紹介

①昭和55年7月15日

②ＲＥＸ株式会社　取締役工場長

③豊岡市下陰20-2　ラ・コート303

④日産学園京都自動車工業専門学

校（現　日産京都自動車大学校）

⑤アクアリウム、カメラ等

⑥　2015年度、一般社団法人豊岡

青年会議所に入会させていただ

きました佐藤幹也です。ＲＥＸ

株式会社で自動車関連の仕事を

しています。

　　自己修練の場として、そして

地域社会に貢献できるようにＪ

Ｃでの活動を頑張っていこうと

思っていますのでどうぞよろし

くお願いします。

①昭和56年5月3日

②山陰酒類食品株式会社

③豊岡市泉町10-20

④明治大学経営学部

⑤読書、動画サイト閲覧

⑥　2015年度新会員の秋山博規で

す。時事ニュース検定1級や漢字

検定2級を取得しており、雑学好

きです。

　　微力ではありますが、豊岡Ｊ

Ｃのため地域のために、お役に

立ちたいと思います。

　　皆様、どうぞよろしくお願い

します。

①昭和59年10月19日

②東京海上日動火災保険株式会社   

役職 営業担当

③養父市八鹿町九鹿492-6

④東洋医療専門学校

⑤ゴルフ、読書

⑥　私は今年の6月に代理店研修

生を卒業し独立の予定です。自

分のビジネスの5年後、10年後を

考えた時に足りていないものを

豊岡青年会議所で学ぶことがで

きればと考え入会を決意しまし

た。

　　豊岡・但馬の今後をしっかり

と考え活動させていただきたい

と思います。

あきやま　ひろのり

秋山　博規

さとう　　みきや

佐藤　幹也
みやわき　まさし

宮脇　昌至

ご指導よろしくお願い致します。
12月12日（金）18:00～20:50 総務委員会

於：じばさんTAJIMA5Ｆ豊岡鞄協会ホール

12 月第 1例会

　12月第1例会をじばさん TAJIMA5F鞄協会ホー

ルにて開催した。理事長挨拶では今年一年間の

活動を振り返り、共に活動してきたメンバーに

対して感謝の言葉を述べられるとともに、各委

員会の事業によって伝播された青年会議所活動

の意義を確りと引き継がれていくことを祈念さ

れた。送別会では、6名のＯＢ予定者に感謝楯

を送りその功績を称えるとともにそれぞれのお

別れスピーチを伺い、ともに過ごした時間の流

れを分かち合う機会とした。

（2014年度総務委員会委員長　大将　伸介）

2015 年度　新入会員紹介
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■ 事 業 案 内 ■

■編集後記■

12月12日（金）21:20～22:25 総務委員会

於：辻惣

（2014年度会員交流委員会委員長　尾嶋　伸介）

（2014年度総務委員会副委員長　池内　資倫）

■会員意識改革セミナー 
　～創始の精神を学び会員拡大につなげよう～
   日　時　1 月10 日（土） 17:00～20:00
   場　所　豊岡水道会館2階 大会議室
   ホスト　指導力開発委員会

■京都会議
   日　時　1月22日（木）～25（日）
   場　所　国立京都国際会館

■勉強会「ブロック大会成功への序章」
   日　時　1 月30 日（金）19:30～21:00
   場　所　豊岡水道会館2階 大会議室
   ホスト　55周年準備特別委員会　
■2月第1例会
   日　時　2月13日（金）18：30～21：30
   場　所　じばさんTAJIMA5Ｆ豊岡鞄協会ホール
   講　演　次代へつなぐまちづくり
   講　師　谷岡　慎一氏
   ホスト　理想の未来創造委員会

　大友隆ＯＢ会長をはじめ多くの特別会員、ご夫人、

新会員予定者の皆様にご出席いただき、本年度締め

くくりの事業として年忘れ合同例会～大円環～を盛

大に開催しました。

　オープニングのバイオリンの演奏にはじまり、終

始和やかな雰囲気で進み、ご参加いただいた多くの

方々と現役会員がともに本年度の活動を振り返り、

お互いの労をねぎらい、次年度に向け現役会員の団

結をより深めることが出来ました。現役会員一同、本

年度太く出来た繋がりを大切にして、今後もＪＣ活

動に励んでいきたいです。

おくやみ

■1月 1日（木）太田明英ＯＢの御尊父様がお亡くな

りになりました。謹んでご冥福をお祈りいたします。

■1月 7日（水）今津一也ＯＢの御母堂様がお亡くな

りになりました。謹んでご冥福をお祈りいたします。

Ｏ Ｂ 予 定 者 を 送 る 夕 べ

12月14日（日）18:00～21：00 会員交流委員会

於：西村屋ホテル招月庭 白陽の間

　12月第1例会閉会後に辻惣へ会場を移し、ＯＢ予定者を送

る夕べが開催されました。送別会での感動の余韻が残る中

へ6名のＯＢ予定者が入場し、それぞれが現役メンバーと共

に鍋を囲む席につきました。食事をしながらＯＢ予定者を

現役メンバーが取り囲んで、大いに思い出話に花が咲きま

した。お互いが感謝の言葉や別れを惜しむ言葉を交わし、最

後は恒例のハンドジェットコースターでＯＢ予定者を盛大

に送り出しました。

年 忘 れ 合 同 例 会 ～ 大 円 環 ～
だいえんかん

　新年明けましておめでとうございます。2015

年度一般社団法人豊岡青年会議所は、吉尾理事

長のスローガン「Spirits of the ＪＡＹＣＥ

Ｅ　妥協なき「今」」のもといよいよスタートを

切ります。本年度は総務委員会が歴史ある広報

誌「絆」の発行を担当させて頂きます。

　臆することなく理事長スローガンを掲げ活

動する姿を委員会メンバーで一丸となってお

伝えできるよう頑張らせて頂きますので何卒

よろしくお願い申し上げます。

（総務委員会）
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