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青年会議所のご案内
青年会議所とは？
　青年会議所（ＪＣ）とは、「明るい豊かな社会づくり」のために、まちづくりを始めとする様々な活動を行っている市民団体です。ＪＣは、男女問わず２０歳
から４０歳までの、ひと、まち、地域、国、世界を愛し活動できる人で構成されています。現在、全国各地約７００の地域に約３万３千人の会員が活動してお
り、また世界でも１２８の国と地域に、約１５万人以上の会員が国際的なつながりを持って活動しています。
　青年会議所における様々な実践トレーニングを経験した会員の活動分野は広く、ＯＢも含め各界で社会に貢献しています。たとえば国会議員をはじめ、知事、
市長、地方議員などの人材を輩出するなど、日本のリーダーとして活躍中です。
 

私たちの所属する公益社団法人豊橋青年会議所

はじめよう、あなたからはじめる豊かな「未来」

青年会議所の入会資格

青年会議所の理念

　公益社団法人豊橋青年会議所は、１９５１年に全国で１７番目の青年会議所
として設立されました。以来、我がまち「豊橋」のために文化、経済、環境問
題など、様々な角度からまちづくりを考え、実践してまいりました。会議所内
部だけでなく、広く市民の方々や行政の方々にも働きかけ、豊橋技術科学大学
の誘致に貢献したのを始め、近年では環境に対する関心の高まりから「穂の国
森づくりの会」や「多米の里山づくりを楽しむ会」、「とよはしまちなかスロー
タウン映画祭実行委員会」の設立に関与するなど、数多くの事業を行ってまい
りました。
 

　青年会議所には、品格のある青年であれば、個人の意思によって入会できますが、２０歳から４０歳までという年齢制限を設けています。これは青年会議所
が、青年の真摯な情熱を結集し、社会に貢献することを目的に結成された青年のための団体だからです。会員は４０歳を超えると現役を退かなくてはなりませ
ん。この年齢制限は青年会議所の最大の特徴であり、常に組織を若々しく保ち、果敢な行動力の源となっています。
 

綱　領

ＪＣ宣言
日本の青年会議所は希望をもたらす変革の起点として
輝く個性が調和する未来を描き社会の問題を解決することで
持続可能な地域を創ることを誓う 

われわれＪＡＹＣＥＥは社会的、国家的、国際的な責任を自覚し
志を同じうする者相集い力を合わせ青年としての英知と勇気と情熱をもって
明るい豊かな社会を築き上げよう 

私たちは三信条をもとに活動しています。

コフィー・アナン、ジョン・Ｆ・ケネディ、ビル・クリントン、リチャード・ニクソン、ロナルド・レーガン、チャールズ・リンドバーグ（飛行家）、
ビル・ゲイツ（マイクロソフト創業者）、麻生太郎、小渕恵三、菅直人、小泉純一郎、中曽根康弘、鳩山邦夫、鳩山由紀夫、森喜朗、市川團藏（歌舞伎役者）、
犬丸一郎（元帝国ホテル社長）、岩波雄二郎（元岩波書店会長）、牛尾治朗（ウシオ電機創業者）、黒川光朝（虎屋会長）、梁瀬次郎（元ヤナセ会長） 、
坂田藤十郎（歌舞伎役者・人間国宝）、塩川正十郎、千玄室（茶道裏千家前家元）、高須克弥（高須クリニック院長）、堤清二（元セゾングループ代表）、
鳥居信一郎（元サントリー社長）、服部禮次郎（元セイコー名誉会長）、平尾昌晃（歌手）、森稔（元森ビル会長）、越本隆志（元ＷＢＣ世界フェザー級王者）



Training修 練 個人への修練
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社会への奉仕

Service

豊橋のまちづくりが、
あなたの「人間力」向上に繋がります。

仲間との絆、
自己の成長のために

豊橋のまちのために

　豊橋ＪＣでは、リーダーシップ開発を目的に、さまざまな事業や活動を通じて独自のセミ
ナープログラムを実施しています。組織運営に必要な能力の習得に繋がるトレーニングや効
果的なプレゼンテーション方法の習得に繋がるトレーニングなど、常に実践的なトレーニン
グを行い、仲間と共に能力の向上と絆を育んでいます。
 

　人々の様々な気持ちが響きあって初めて動き出すまちづくり。豊橋ＪＣは、理
想のまちづくりを実現させるために多くの皆さんの生の声を伺い、その声をもと
に様々な活動をしてまいりました。そして、新たな時代を切り拓くべく、今まで
以上に皆さんと密接に、これからの豊橋のまちづくりを考え、行動していきたい
と思っています。
 

奉 仕

『公益社団法人豊橋青年会議所２０１０年代運動指針』
（２０１６年改訂版）

１．地域主権社会を見据えた運動
　（１）一人ひとりの主体的な貢献による自立した地域の創造

　（２）市民の政治的関心向上を目指す意識醸成運動の推進

　（３）地域連携のしくみを活かした社会づくりの推進

２．市民協働によるまちづくり運動
　（１）まちづくり運動を推進する人財の育成

　（２）郷土愛に基づく文化的価値の創造と地域経済の振興

　（３）自然環境と都市環境の両立を目指すまちづくり

３．次世代育成教育運動
　（１）地域連携を活かした社会性と生き抜く力の醸成

　（２）グローバルな視点を持ったリーダーの育成

　（３）世代を通じた日本人としての「誇り」を伝承

ホームページ YouTube Facebook

Instagram LINE 公式アカウント

▲ ２０２０年度　１０月合同例会　第２章
「未来の TOYOHASHI に向けて」～ひととまちを繋ぐ豊かな架け橋２０２０～

▲２０１９年度　７月例会
テーマ「将来を担うひとづくり」

▲ ２０２１年度　第４９回通常総会▲ ２０２１年度　５月例会　「今こそ学ぶチーム力の可能性」▲ ２０１９年度　３月例会
～テクノロジーを駆使して、あなたの未来を切り開こう～



Friendship友情 地域の友情

豊橋青年会議所メンバーの紹介
自分のスキルアップを目指している人！ビジネスのネットワークを増やしたい人！
仲間づくりをしたい人！豊橋のまちが好きな人！青少年育成に興味がある人！ＪＣでしか出来ない
「まちづくり」のために、あなたもメンバーになってみませんか？

かけがえのない仲間と
ＪＣでしか出来ない豊橋の
「まちづくり」のために・・・

安形　祐一   （株）Ｒａｇｌａｎ  　　　　　鈴木　英明 （株）エスエスケイ  
朝倉　健五  朝倉鈑金塗装  　　　　　武田　圭祐  （有）タケダ 
朝倉　悠太 日本ガスコム（株） 　　　　　　　　　  田中　英司 中部ガス不動産（株）
姉川　哲也 トーヨーホーム（株） 　　　　　田中　孝宗 （株）ニューライフフジ
天野　正樹 ゼネラルワーク 　　　　　　　　　  田邊　健介 フラワーハウスたなべ
飯田　郁恵  （株）サンプル 　　　　　　　　　  谷口　真崇 タニアロイ（株）
井川　詳裕 いがわ宅建士事務所（株） 　　　　　内藤　貴教 （株）サンアグリフーズ
幾田　知興  （株）ジェラートサンタ                                 中迫　甲太郎 ほぐし堂グループ
石田　和基  （同）プリスクリエーション 　　　　　中島　由盛 中島農園
市川　勝丸  （有）鳥市精肉店 　　　　　　　　　  中根　貴弘 　　      ヒカリ・レンタル（株）/（株）ヒカリファミリール
伊藤　皓                    かんとう工業（有） 　　　　　　　　　  長浜　弘枝 （株）丸長
伊藤　慎悟 ＩＡＡ 　　　　　　　　　　　　　　中村　太佑 （株）中幸建設
井上　圭佑 パワーシステムサービス（株）   中村　瑠美 ビオラス
入山　光 　　　　   （株）CoCo エンターテイメント   那須　隆行 ミライ行政書士法人
岩﨑　大輔  （弁）柴田・中川法律特許事務所   夏目　和也 豊橋商工信用組合
大谷　誠 　　　　   （株）東海メディアクリエイト   鳴海　友也 ナルミロジスティクス
大塚　明善 大塚電機 　　　　　　　　　　　　　    波多野　智紀 （同）Next lnnovation
大野　浩継 ミナト生コン（株） 　　　　　　　　　  林　晃司　 （株）Thanksgiving
大羽　孝典  （株）オオバ 　　　　　　　　　  林　太造  （株）フレイズ  
大林　亜依 Ｈｏｒａｎｇ－ｉ　　　　　　　　　　  林　佑介                    （株）アイエフピー
大林　由昇 ワイエスライン（株）　　　　　　　　　彦坂　俊光 三河ミクロン（株）
小川　峰弘 小川エンジニアリング 　　　　　平野　大輔 カクテルバー　ミスト
尾崎　佳邦 豊橋信用金庫 　　　　　                   平野　達也 （株）マキタ電機
印貢　寛貴 洗髪屋ニューラム 　　　　　　　　　  平松　大地 （株）平松食品
尾前　達也  （司）おまえ事務所  　　　　　深見　耕史 丸善深見建装（株）
表　厚至   　　　　ミニトマト農家 　　　　　　　　　  福岡　孝往 長屋法律事務所
小柳津　好史  （有）オヤイズ塗装  　　　　　藤澤　健史 （株）きてん
金田　敦雄 清和物産（株）　　　　　　　　　             藤野　希依 名豊観光（株）
神尾　翔 　　　　 シースカイ（株） 　　 　　　　　船瀬　大輔 大起建設（株）
川西　恭弘  （有）川西種苗店 　　　　　　　　　  古池　もも （株）東雲座カンパニー
川村　茂樹 川村商事（株） 　　　　　　　　　  本田　佑輔 松屋地所（株）
小林　鋼平 Maison　de　Viola 　　　　　　　　　  牧野　純也 社会保険労務士牧野事務所
齋竹　裕子 第一生命保険（株）  　　　　　松井　健朗 至福のもみほぐし専門店和みの千手
斉藤　久義  （株）ＴＡＴＳＵＩＣＨＩ 　　　　　松井　基益 マツイ（株）
佐々木　啓允 佐々木繊維（株） 　　　　　　　　　  松尾　篤 　　　　  結婚相談所Ｃｈｅｅｒｓ
佐藤　和哉 アクサ生命保険（株） 　　　　    丸山　敬太郎 （株）中部白アリ
志賀　智加良 架け橋不動産（株）　　　　　　　　　    水澤　康文 松屋ハウジング（株）
芝本　昇基 東洋綿業（株） 　　　　　                   嶺田　達也 （株）ミネタ住宅設備
柴山　慶臣 ＭＩＴＡＫＡ　　　　　　　　　               三輪　昌輝 （株）サン
白井　孝治 蒲郡信用金庫 　　　　　　　　　  望月　計利 （有）ケイエムテック
白井　勝 　　　　  （株）毎日ガード 　　　　　　　　　  森下　篤志 （株）エミシア
杉浦　真紀 Renatus chou　chou 　　　　　森下　広光 エイトサイド（株）
杉本　剛啓 （有）トミヤ 　　　　　　　　　  矢原　裕史 （有）ヤハラ工業
鈴木　健嗣 （株）大仙 　　　　                       山本　左近 （医）さわらび会
鈴木　俊充 豊川信用金庫 　　　　　　　　　  渡部　將太 ＪＦｗｏｒｋｓ


