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　謹んで、新春のお祝いを申し上げます。皆様におかれましては、華 し々い新年をお迎えのこ

とと心よりお慶びを申し上げます。
 今年の干支は丙(ひのえ)申(さる)です。「丙(ひのえ)」には「形が明らかになってくる」という
意味があり、「申(さる)」には「呻く」を樹木に例え、「果実が固まっていく」という意味があるそう
です。これまでに培ってきた力を発揮し、華のある一年にしたいと思います。
 本年、一般社団法人豊岡青年会議所は、創立 55 周年を迎えることができました。先輩諸氏を
はじめ、多くの地域の皆様の格別なるご協力、ご支援の賜物であり、厚く感謝を申し上げます。
また、大韓民国全州青年会議所との姉妹締結50周年の大いなる節目の年でもあります。国家間
の諸問題に動じることなく、永きに亘り紡いできた民間交流。その中で得られた国際交流の醍
醐味を市民の皆様と共に感じたいと考えています。
 地方創生が叫ばれる中、今一度自分たちの置かれた環境を鑑みて、暮らし方、在り方を見直さ
なければなりません。大枠では 2020 年の東京オリンピック開催までを目処に、本格的な豊岡の
人口増を目指した下げ止まり策を実行しなければならないと考えています。そのために『価値を
共に創るつながりを活性化すること』が必要だと考えています。　　
　8月27日（土）には、公益社団法人日本青年会議所近畿地区兵庫ブロック協議会の第49回ブ
ロック大会をコウノトリ但馬空港にて主管開催をさせていただきます。大会スローガンである

「未来への飛翔、つながりから拡がる兵庫の可能性」を目指し、大会テーマである「絆」を感じて
いただける大会といたします。快晴の大空の下、多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております。
　どんな時代であろうとも、次代のために、歯を喰いしばって先駆ける姿こそ人を魅了する華のある人物であります。未熟ではある
ものの、その責務は気力と体力に満ちた私たち若者にあります。皆様方の倍旧の叱咤激励を賜りますことをお願い申し上げ、また本
年も覚悟をもって豊岡の明るい未来への一歩を全力で進めていくことをお誓い申し上げまして、年頭に際しましてのご挨拶とさせて
いただきます。
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　新年あけましておめでとうございます。ＪＣ生活最終年度に創立55周年実行理事と

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ございます。

　本年度は一般社団法人豊岡青年会議所創立55周年並びに豊岡・全州青年会議所姉妹

締結50周年という記念すべき年であります。このような輝かしき年を迎えることがで

きましたのは、私どもの活動・運動に対して深いご理解とご支援を賜りました地域の皆

さまや、行政・関係諸団体の皆さま、そして何より1961年の創立以来、弛まぬ活動をさ

れ、今日の豊岡ＪＣを築き上げてこられた先輩諸兄のおかげでございます。ここに感謝

と敬意を表するとともに、深く御礼を申し上げます。

　人生というのは人と人の出会いであり、一生の間にどんな人と出会えるかで人生は

決まると思います。まさに人生ってそれだけって気がします。泣いたり、笑ったり、怒っ

たり、感動したり…誰かと時間や空間や感情を共有できる。これほど幸せなことはあり

ません。この多くの人との出会いと機会の創出がある1年間、どうぞよろしくお願いい

たします。

　新年あけましておめでとうございます。私自身、入会して3度目の経験となる周年の

年に第49回ブロック大会実行委員長という大役で迎えることが出来たことに感謝いた

します。この2016年度は人と人、人と地域をつなぎ我々一般社団法人豊岡青年会議所と

地域の方々にとって輝かしい未来への礎となる大会を開催させていただきます。地域

の魅力は勿論のこと、兵庫の魅力を集結させ次代に誇れる魅力へと進化させることと、

この大会で出来るつながりを未来に残せる宝物とすべく活動してまいります。約30名

となったＬＯＭの未来をも左右するこの大会を成功へと導くため精一杯活動いたしま

す。

　新年あけましておめでとうご
ざいます。
　創立55周年を迎える本年、副
理事長という大役を仰せつかり
責任の重さを感じると共に身の
引き締まる思いです。担当委員
会は総務委員会と国際関係委員
会の2委員会です。坂本理事長の
基本方針「華」の文字を心に刻
み、ＬＯＭの為、地域の為に努
力・精進していく所存でござい
ますので、ご指導ご鞭撻の程宜
しくお願いします。

　 本年度、副理事長を拝命致し
ました。入会以来11年間育てて
頂いたことに感謝をし、ＬＯＭ
の仲間を信じ、自らを磨き高め
る努力を行うことで、2016年度
の活動に対し、一所懸命に副理
事長として奮闘してまいりたい
と思います。
　また、会員数は今後2年で危機
的な状況に陥ってしまいます。
会員拡大にも本気で取り組む所
存です。1年間よろしくお願い致
します。

　新年あけましておめでとう
ございます。
　入会して12年目を迎える最
終年度の2016年度、監事の大役
を仰せつかりました水口と申
します。今後ＬＯＭを牽引して
いくメンバーへ伝えられるこ
とは、自分自身が経験してきた
こと。その全てを的確に伝えて
いくことと、私が考える監事と
しての役割を精一杯全うさせ
ていただく所存です。一年間宜
しくお願い申し上げます。

　本年度専務理事という大役
を仰せつかりました。責任ある
この職務を拝命し、身の引き締
まる思いです。我々は地域に必
要とされる団体であり続ける
と共に、地域で必要とされる人
にならなければいけないと思
います。本年は兵庫ブロック大
会豊岡大会を通じてＪＣ活動
の発信を行い、その後も地域で
必要とされる豊岡ＪＣそして
ＪＡＹＣＥＥであり続けるた
め職務を務めて参ります。一年
間宜しくお願い致します。

創立55周年実行理事

田中　利明

専務理事

田岡　聖司

ブロック大会

実行委員長

大石　聡正

監事

水口　達雄

副理事長

和田　章太郎

2016 年度　新理事・役員の紹介と抱負

副理事長

中島　丈裕
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2016 年度　新理事・役員の紹介と抱負

今年一年
よろしく

お願い致します。

指導力開発委員長

細川　太郎

総務委員長

髙岡　正博

国際関係委員長

小中　弘幸

　創立55周年という節目の年に
総務委員長を拝命し、責任の重
さに身の引き締まる思いです。
本年度は55周年と同時に大韓民
国全州青年会議所姉妹締結50周
年、そして第49回ブロック大会
豊岡大会を主管致します。それ
らの事業を成功に導くべく円滑
なＬＯＭ運営を行い、要の委員
会として役割を果たせるよう精
一杯努めて参りますので、皆様
のご指導ご鞭撻を宜しくお願い
申し上げます。

　本年度、財務担当理事を仰せ
つかり、身の引き締まる思いでご
ざいます。会計に関しては不慣
れなことが多く、至らぬ点がある
かと思いますが、ＬＯＭの財務
管理をしっかりと遂行できるよ
う最善を尽くしたいと思います。
ＯＢ諸兄、現役メンバーの皆様
からのご指導ご鞭撻はもちろん
のこと、円滑な会計処理が行え
るように、ご協力よろしく願い致
します。

　このたび、一般社団法人豊岡
青年会議所と大韓民国全州青年
会議所との姉妹交流50周年目の
委員長という大役を務めさせて
頂きます。諸先輩方が築いてこ
られた歴史を振り返るにつれ、
過去の歴代委員長の栄光に恥じ
ないようにと気を引き締めると
同時に、このような機会を頂けた
ことは本当に幸せなことだと痛
感しております。
 若輩者ではございますが、この
類まれなる交流の成果を地域に
還元できるような事業を開催し
たいと考えております。日々邁進
して参りますので、何卒ご指導
ご鞭撻のほど宜しくお願い致し
ます。

兵庫ブロック協議会

顧問

吉尾　甲介

ＪＣＩアジア太平
洋開発協議会
議長補佐

浜田　裕一郎

　入会から12年目である最終年
度に、兵庫ブロック協議会に顧問
として出向することとになりま
した。これまで豊岡青年会議所で
培われた自分自身の「ＪＣの価値
観」を存分に生かし、ブロック会
長をサポートしながら魅力ある
ブロック協議会になるよう務め
て参る所存でございます。セクレ
タリーと共に、楽しみながら、学
び多き年としたいと考えていま
す。一年間宜しくお願い致しま
す。

　昨年6月のＡＳＰＡＣよりＡＰＤ

Ｃ ＳＡ(アジア太平洋開発協議会　

議長補佐)としてＪＣＩ（国際青年会

議所）への出向をしております。アジ

ア太平洋地域においてＪＣの無い国

や未開発の国に出向き、その国の発

展の為に活動致します。ＡＰＤＣは

主に国家青年会議所の設立と国家青

年会議所への教育を主としたＪＣＩ

の組織で、任期がＡＳＰＡＣからＡ

ＳＰＡＣまでという少し変わった組

織です。ＡＰＤＣ担当国は多岐にわ

たり現在はミャンマー、カンボジア、

タイ、ベトナム、ブータン、東ティ

モール、ニュージーランドが主な対

象国です。引き続き本年度も6月のＡ

ＳＰＡＣまでしっかりと勤めを果た

していきたいと思っております。

　最終年度に豊岡ＪＣの指導力開発

委員長を拝命させて頂くことになり

ました。今ただ、その重責に身の引き

締まる想いです。入会から6年、これ

までに学び、教えて頂いた気風を新

会員3名にしっかりと伝え、リーダー

としての礎を築いてもらえるよう、

共に学び、教えていきたいと思いま

す。委員会メンバーと一丸となり、誠

実で強い心を持ったＪＡＹＣＥＥを

育成できるよう頑張りますので、一

年間何卒宜しくお願い致します。

財務担当理事

岡本　重義

　昨年度に引き続き、本年度も
監事の大役を仰せつかることと
なり大変身が引き締まる思いで
あります。私自身も想いの詰まっ
た最終年度の年となりますが12
年間在籍させて頂き、先輩方よ
り学ばせて頂いた大切なものを
少しでもＬＯＭに還元できるよ
う全身全霊精一杯邁進して参り
たいと思います。一年間、どうぞ
宜しくお願い申し上げます。

監　　事

福井　喜宏
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≪一般社団法人豊岡青年会議所 2016 年度 組織図≫

一般社団法人豊岡青年会議所2016年度上部団体出向者

≪日本ＪＣ関係出向≫

≪兵庫ブロック関係出向≫
＜会議＞

＜委員会＞

ＪＣＩアジア太平洋開発協議会議長補佐
日本ＪＣアジアネットワーク確立委員会兼務委員

顧問
日本ＪＣ連携推進会議議員
財務規則審査会議議員
日本創造委員会委員
日本の姿確立委員会委員
兵庫アカデミー委員会委員
ブロック大会運営委員会委員
顧問セクレタリー

吉　尾　甲　介
小　西　晴　久
岡　本　重　義
中　島　丈　裕
細　川　太　郎
佐　藤　幹　也
和　田　章太郎
尾　嶋　伸　介
宮　脇　昌　至

浜　田　裕一郎

　　　　（○：特別委員会）
　　　　（◎：委員会に所属）

◎坂　本　高　洋副部会長
◎久保田　一　三 〃 尾　嶋　伸　介

◎佐　藤　幹　也 委　員 宮　脇　昌　至

◎大　将　伸　介部会長
◎小　林　千　晶 理事長セクレタリー 秋　山　博　規 イベント部会 ◎池　垣　睦　生副部会長

〃 佐　藤　幹　也 イベント部会

大懇親会部会 ◎三　輪　直　亮

※創立55周年記念事業統括

部会長
渉　外　室 〃 杤　谷　達　彦 〃 三　輪　直　亮 〃 高　井　雅　信 大懇親会部会

委　員 鼻　登　徳　仁 〃 小　林　千　晶
〃 久保田　一　三 〃 浜　田　裕一郎 〃 飯　田　雄　樹

委　員 大　将　伸　介
副委員長

式典部会 ◎若　宮　顕　仁副部会長

池　垣　睦　生 副実行委員長 ◎杤　谷　達　彦
式典部会 ◎鼻　登　徳　仁部会長

〃 谷　原　　　寛

副委員長 若　宮　顕　仁 副委員長 坂　本　高　洋
財務担当 岡　本　重　義 委　員 小　西　晴　久

総務委員会 国際関係委員会 指導力開発委員会 ○兵庫ブロック大会実行委員会

委 員 長 髙　岡　正　博 委 員 長 小　中　弘　幸 委 員 長 細　川　太　郎 実行委員長 　大　石　聡　正

田　中　利　明 中　島　丈　裕 和　田　章太郎 大　石　聡　正

理　事　長
坂　本　　　裕

専務理事
田　岡　聖　司

創立55周年実行理事 副理事長

一般社団法人豊岡青年会議所　2016年度委員会組織図

総　会

監　事 理　事　会
水　口　達　雄

直 前 理 事 長
福　井　喜　宏

吉　尾　甲　介

副理事長 兵庫ブロック大会実行委員長

　　　　　　　　　テーマ

　　　　　　　　　 「絆」

　　　　　　　　スローガン

 「未来への飛翔、つながりから拡がる兵庫の可能性」

　　　　　　　　大会マーク

第49回ブロック大会豊岡大会
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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54年8月5日

②渡辺パイプ（株）　豊岡ＳＣ

③豊岡市戸牧45-2-104

④神戸弘陵学園高等学校　体育科

⑤競馬

⑥　2016年度、一般社団法人豊岡

青年会議所に入会させて頂きま

した谷原寛です。

　　未来の豊岡市との出会い。成

長した新しい未来の自分との出

会い。さまざまな期待を抱き、豊

岡青年会議所の一員として、邁

進して行きたいと思います。

　どうぞ宜しくお願い致します。

①昭和54年12月24日

②高原亭

③豊岡市日高町名色180-1

④関西国際大学　経済学部

⑤ゴルフ、スキー、スノーボード

⑥　この度、一般社団法人豊岡青

年会議所に入会させて頂きまし
た飯田雄樹です。

　　修練を積み上げ、ひとりの人
間として、ひとりの経営者とし
て様々な事を学び、ＪＣ活動や
地域活動の為に前を向いて進ん
でいきたいと思いますので

　どうぞ宜しくお願い致します。

①昭和55年8月10日

②(有)富士光芸社　

　　写真光房らぼっく

③豊岡市千代田町8-23

④ビジュアルアーツ大阪専門学校

写真学科

⑤音楽鑑賞、スノーボード、ロード

バイク

⑥　この度、一般社団法人豊岡青

年会議所に入会させて頂きまし

た高井雅信と申します。中身の

ある40歳を迎える為にＪＣで

様々な経験をして、入会しなけ

れば得られない知識や規律、仲

間を育み、何事も前向きに行動

していきたいと思います。

いいだ　　ゆうき

飯田　雄樹

　たにはら　ひろし

谷原　寛
　たかい　 まさのぶ

高井　雅信

ご指導よろしくお願い致します。

12月11日（金）18:00～20:09 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

　理事長挨拶では、理事・役員をはじめ、各委

員会に感謝の意が述べられ、一年間の労をねぎ

らわれました。送別会での5名のＯＢ予定者か

らの卒業スピーチでは、青年会議所活動にかけ

られた熱い想いとエールをメンバーに送って頂

き、また、メンバーからの送辞は、ＯＢ予定者

の活動の軌跡を辿り、笑いありの楽しいひと時

を過ごすことができました。胸熱く込み上げて

くる想いが漂う中、2015年度最後の第1例会を

開催できたことは、非常に感慨深かったです。

（2015年度総務委員会委員長　細川　太郎）

2016 年度　新入会員紹介
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発行日：平成 28 年 1 月 8 日

住　所：豊岡市幸町 6番 35 号
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■ 事 業 案 内 ■

12月11日（金） 20:40～22：00 総務委員会

於：辻惣

Ｏ Ｂ 予 定 者 を 送 る 夕 べ

　12月第1例会閉会後、送別会の余韻を残したまま会場を辻

惣へ移し、ＯＢ予定者を送る夕べが開催されました。

5名のＯＢ予定者と現役メンバーは共に鍋を囲みながら、ＪＣ

生活で感動した話や苦労した話など思い出話に花を咲かせ

ながら互いに感謝を伝え合いました。

　最後に現役メンバーの一人ひとりのメッセージが書き込

まれた寄せ書きをＯＢ予定者に贈り、恒例のハンドジェット

コースターで別れを惜しみつつも盛大に送り出しました。

（2015年度指導力開発委員会委員長　鼻登　徳仁）

（2015年度総務委員会　若宮　顕仁）

　2015年度の締め括りとしてホテル金波楼にて総勢76名

という多くの皆様にご参加頂き、年忘れ合同例会～一志結

集～を盛大に開催することができました。華やかな雰囲気

に包みこまれたオープニングのオペラ歌手と三重弦楽器

の生演奏に始まり、新会員の迫力あふれる和太鼓、ラッ

キーカードでは、和やかなひと時を楽しんで頂けるよう委

員会一丸となり精一杯努めさせて頂きました。エンディン

グ映像では、本年度の活動を振り返り、お世話になった特

別会員の方々への感謝の念とメンバーが次年度に向けて

志を一つに結集することが出来ました。最後になりますが

ご参加頂いた皆様に心より感謝申し上げます。また、一年

間ご指導ご鞭撻を賜り誠に有難うございました。

指導力開発委員会12月13日（日） 18：00～21：02

於：ホテル金波楼　松籟 

年 忘 れ 合 同 例 会 ～ 一 志 結 集 ～

■新会員セミナー 
   日　時　1月11日（月） 16:00～18:10
   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21日（木）～24（日）
   場　所　国立京都国際会館

■ＬＯＭ役員懇談会
   日　時　2月4日（木） 17:00～19：00
   場　所　ホテル金波楼

■2月第1例会
   日　時　2月12日（金）18：30～21：30
   場　所　じばさんTAJIMA5Ｆ豊岡鞄協会ホール
   講　演　未来を切り拓くＪＡＹＣＥＥとして
   講　師　井　上　顕　滋　氏

■編集後記■

　新年明けましておめでとうございます。2016

年度一般社団法人豊岡青年会議所は、坂本理事

長のスローガン「華～覚悟の先駆け!Go!!55!!!

～」のもと、いよいよスタートを切ります。本年

度も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。

　理事長スローガンを掲げＬＯＭメンバーの

活き活きとした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。

おくやみ

■12 月 15 日（火）西垣勝重ＯＢ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。

■12 月 19 日（土）田中耕一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。


