
まちのため　人のため　未来のためにまちのため　人のため　未来のために

私たちと一緒に活動しませんか？私たちと一緒に活動しませんか？

大澤 匠之輔大澤 匠之輔

㈱ヘイワード㈱ヘイワード
保険屋保険屋

浮穴 智彦浮穴 智彦

㈲玉川車体㈲玉川車体
車屋車屋

青野 耕士 浅海 裕也 阿曽 淳也 阿部 大輔青野 耕士 浅海 裕也 阿曽 淳也 阿部 大輔

㈱今治冠婚葬祭互助会 浅海設備工業㈱ 阿曽畳店 ㈱アバンギャルド・クリエイティブ
葬儀屋 水道屋 畳　屋 デザイン屋
㈱今治冠婚葬祭互助会 浅海設備工業㈱ 阿曽畳店 ㈱アバンギャルド・クリエイティブ
葬儀屋 水道屋 畳　屋 デザイン屋

上脇 良太上脇 良太

㈱上脇㈱上脇
タオル屋タオル屋

越智 雄一越智 雄一

㈱桜井㈱桜井
アパレル屋アパレル屋

樫田 仁志樫田 仁志

第一電化㈱第一電化㈱
家電屋家電屋

上地 貞之上地 貞之

越智今治農業協同組合越智今治農業協同組合
協同組合協同組合

越智 加代越智 加代

RILAKKUMARILAKKUMA
飲食店飲食店

菊地 晴香菊地 晴香

㈱菊銀製瓦㈱菊銀製瓦
瓦屋瓦屋

菅 瑞樹菅 瑞樹

居酒屋
是食是食
居酒屋

黒川 泰伸黒川 泰伸

永井剛税理士事務所
計算屋
永井剛税理士事務所
計算屋

窪田 愛弓窪田 愛弓

VeryVery
飲食店飲食店

渡部 高史渡部 高史

やきとり ういち
やきとり屋
やきとり ういち
やきとり屋

渡辺 仁渡辺 仁

タイヤショップ渡辺
タイヤ屋
タイヤショップ渡辺
タイヤ屋

寺尾 諭寺尾 諭

㈱テラオ㈱テラオ
薬屋薬屋

廣川 怜史廣川 怜史

廣川海事・行政事務所
代書屋
廣川海事・行政事務所
代書屋

檜垣 友佑檜垣 友佑

檜垣蒲鉾㈲檜垣蒲鉾㈲
蒲鉾屋蒲鉾屋

西部 祥平西部 祥平

西部社会保険労務士事務所西部社会保険労務士事務所
労務士屋労務士屋

西原 孝太郎西原 孝太郎

第一印刷㈱
印刷屋
第一印刷㈱
印刷屋

新居田 直新居田 直

にいだ花店にいだ花店
花屋花屋

新居田 拓也新居田 拓也

西越建設㈱
建設屋
西越建設㈱
建設屋

丹下 大輔丹下 大輔

石井オアシス・ケアサービス㈲石井オアシス・ケアサービス㈲
営業屋営業屋

神野 健治神野 健治

㈱神野正文商店
ガス屋
㈱神野正文商店
ガス屋

玉井 宏玉井 宏

玉井塗料㈲玉井塗料㈲
塗料屋塗料屋

武田 繁親武田 繁親

武田ブロック
ブロック屋
武田ブロック
ブロック屋

砂田 真由子砂田 真由子

VIP LOUNGE PiAGETVIP LOUNGE PiAGET
飲食店飲食店

神道 裕介神道 裕介

㈱西田自動車
車屋
㈱西田自動車
車屋

廣田 純一廣田 純一

㈱ヤヨイ写真館㈱ヤヨイ写真館
写真屋写真屋

山岡 太郎山岡 太郎

たちばな海運㈲たちばな海運㈲
海運屋海運屋

山本 晋平山本 晋平

㈲山本商店㈲山本商店
フランジ屋フランジ屋

八木 健吾八木 健吾

八木健吾公認会計士事務所八木健吾公認会計士事務所
計算屋計算屋

八木 俊之八木 俊之

八木産業㈲八木産業㈲
鉄工屋鉄工屋

白石 隆志白石 隆志

白石隆志税理士・行政書士事務所
計算屋
白石隆志税理士・行政書士事務所
計算屋

白石 匡亮白石 匡亮

東冷㈱
油屋
東冷㈱
油屋

白川 享白川 享

白川木工㈲
木工
白川木工㈲
木工屋

近藤 浩之近藤 浩之

KTIグループ㈲糸山タクシー
タクシー屋
KTIグループ㈲糸山タクシー
タクシー屋

﨑山 裕太﨑山 裕太

㈱﨑山組
建設屋
㈱﨑山組
建設屋

吉本 悠太郎吉本 悠太郎

㈱三光産業
タオル屋
㈱三光産業
タオル屋

六郎面 あゆみ六郎面 あゆみ

ラルジュラルジュ
飲食店飲食店

黒瀬 太樹黒瀬 太樹

吉田建設㈱
建設屋
吉田建設㈱
建設屋

無限の可能性へ
新たなるチャレンジ!!

〈お申し込み方法〉

（公社）今治青年会議所事務局 へお電話ください0898-31-3839
氏名・住所・連絡先をお伺いします。後日、会員開発委員会からご連絡いたします。

2016年度版

入 会 の ご案 内

長野 和博長野 和博

自動車ガラス長野自動車ガラス長野
ガラス屋（車）ガラス屋（車）

南部 吉信南部 吉信

ペンギン代行ペンギン代行
代行屋代行屋

永吉 隼人永吉 隼人

㈱トップ商会
カラオケ機材屋
㈱トップ商会
カラオケ機材屋

富田 浩之富田 浩之

富田産業
タオル屋
富田産業
タオル屋

豊島 龍也豊島 龍也

豊島不動産鑑定㈱豊島不動産鑑定㈱
不動産鑑定屋不動産鑑定屋

鳥井 亮良鳥井 亮良

㈱伊予桜井漆器会館
漆器屋
㈱伊予桜井漆器会館
漆器屋

鳥生 武彦鳥生 武彦

㈲水成工業
水道屋
㈲水成工業
水道屋

伊豫物産㈱
電気屋
伊豫物産㈱
電気屋

伊豫物産㈱
電気屋

公益社団法人
今治青年会議所

Dining&Cafe  mikasaDining&Cafe  mikasa

藤原 德廣藤原 德廣

四国電溶工業㈲
鉄工屋
四国電溶工業㈲
鉄工屋

真鍋 知弘真鍋 知弘

プルデンシャル生命保険㈱プルデンシャル生命保険㈱
保険屋保険屋

真鍋 達紀真鍋 達紀

㈲ダイイチ冷蔵
冷蔵屋
㈲ダイイチ冷蔵
冷蔵屋

村上 艦村上 艦

飲食屋飲食屋
Dining＆Cafe mikasaDining＆Cafe mikasa

行政書士 大澤法務事務所行政書士 大澤法務事務所
代書屋代書屋

越智 敦司越智 敦司

興和電機工業㈱興和電機工業㈱
修理屋修理屋

今 治 造 船 株 式 会 社
愛 媛 信 用 金 庫 今治支店
株式会社　愛媛銀行　今治支店

賛　助　会　員

大澤 広基大澤 広基

中内 健太中内 健太

正岡 荘哉正岡 荘哉

正岡左官正岡左官
左官屋左官屋

湯浅 真人湯浅 真人

SHIPS㈱SHIPS㈱
金融屋金融屋
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郷土愛を胸に、進化を創る先駆けとなれ！郷土愛を胸に、進化を創る先駆けとなれ！
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〒794-0024 今治市共栄町2-1-21-3Ｆ
TEL:0898-31-3839 / FAX:0898-31-3899

E-mail:info@imabarijc.com

公益社団法人 今治青年会議所

ホームページ:http://www.imabarijc.com
検索検索検索今治 J C

　(公社)今治青年会議所は、今から５０年前（１９６６年）に英知と勇気と情熱を持った若きリーダー達によって

創立されました。以来、市民大清掃、シティマラソン、「今治市民のまつり おんまく」の前身である「バリ祭」など、

現在も市民活動として定着した数多くの事業を生み出し、市民に愛され、地域に根ざした運動を展開しています。

また (公社)今治青年会議所の先輩方は、青年会議所活動を通じて、青年経済人として必要な所作やスキル、人脈

を築き上げ、政治や企業経営など多岐の分野にわたり社会の第一線でご活躍されています。

　今年度、私は「郷土愛を胸に、進化を創る先駆けとなれ！」をスローガンに掲げ、真に「豊かで活力ある地域」

の実現に向けてメンバーとともに力強く邁進しています。失敗を恐れず積極果敢に挑戦できる４０歳までの貴重

な青年期に、ふるさとを心から愛する「郷土愛」を胸に刻み明るい豊かな社会の実現に率先して参画することは、

次代の地域リーダーになり得る青年経済人にとって何物にも代えがたい充実した経験を得られると私自身感じて

います。まさに、「まちづくり」の運動や事業を通じて「ひとづくり」に取り組む修練の場であり、仲間と議論し知

恵を出し合い、汗を流す爽快な活動は生涯の同志を得られる機会です。そして、感性豊かな青年期に積極的に様々

な人と出会い、学び、成長する機会を自ら率先して作り出すことで、将来の自分自身の財産になるのです。目まぐ

るしく変化する時代において、これまでの価値観に囚われず、自分の新たな可能性を発見し自己変革をしていく

ことが未来の今治を担う地域リーダーとして必要であり、「ひとづくり」を体得することができる「青年にとっての

最後の学び舎」こそが、まさに青年会議所の神髄と確信しています。

　本年、今治青年会議所は創立５０周年を迎えます。半世紀の大きな節目を迎え、今治青年会議所という舞台から、

ふるさと今治が真の地方創生の実現と希望に満ちたまちづくりに取り組み、共に成長していく同志として一緒に

活動しませんか。今の自分に満足せずもっと自分の器を広げたい、そんな志の高い仲間との出逢いを心よりお待

ちしています。

　今治青年会議所スポーツ
ク

ラブにてボウリング大会を行

ないメンバー間の親睦を深め

ました。このように今治青年

会議所では各クラブ活動があ

り、ほかにも囲碁将棋クラブ

や、ゴルフで交流するじゃが

いもクラブ、バイクでツーリ

ングを楽しむライダースクラ

ブと現役メンバー間のみなら

ずＯＢメンバーとも広く親睦

を深めています。

　青年会議所は40歳で卒業となり、2015年度は昭和50年生まれの4名が青年会議所を卒業しました。毎年卒業式を12月に行い、盛大に卒業生の門出を祝っています。40歳の卒業式で、大の大人が恥ずかしげもなく涙する、そんな強烈な思い出や体験が待っています。

　現在、私たちの住む今治は、『瀬戸内しまのわ２０１４』に
より、全国的に注目されて観光客が増加してますが、サイ
クリング目的などで来た観光客は、しまなみ海道沿線地
域に留まり、その他の地域などに目が向けられていない気
がします。そこで今治青年会議所は鈍川地域にスポット
をあて、地元の短期大学生と一緒に考えたモニターツアーと、夜市・渓谷のライトアップを企
画した『鈍川クリエイトプロジェクト』を開催しました。モニターツアーでは水上で自転車に
乗るレイクリングという新たなレジャーや、マス釣り、トレッキング等をモニター参加者に体
験していただきました。夜市では、あいにくの雨でしたが、約５００名もの方に足を運んでいた
だき、たくさんの笑顔とお褒めの言葉をいただく事ができました。今回の活動は、テレビ・ラ
ジオ・雑誌・ＳＮＳで市内外に広く発信されて、鈍川地域の認知度向上にもなりました。

　今治青年会議所メンバーと、メンバーの家族を
対象に、砥部焼観光センター炎の里にて砥部焼
の絵付け体験を行ない、メンバー間、家族間の親
睦を深めました。

クラブ
活　動 12月例会

卒業式

家族会

　昨今、少子化や核家族化の影響で人と人
とのつながりが希薄になり、対人関係や集
団行動が苦手な子どもが増えているような
気がします。そこで今治青年会議所は、小
学４年～６年生を対象に２００８年から毎年
テーマを変えて行っている『わんぱく！「き
ずな」塾』にて、集団行動に必要な行動力や、
倫理観を子どもたちに学んでいただくことを

目的に、２０１５年度
は、サイクリングと
キャンプを企画しま
した。今回の活動で、
子どもたちと一緒に交通道徳を学んだり、世代を超
えた交流をする事で、私たちも改めて人とのつながり
や、思いやりの心を見つめ直す機会となりました。

　四国独自の伝統文化「お遍路」は、世界各国からも注目され多く
の人が訪れ、日本遺産に認定されています。そこで今治青年会議所は、
「お遍路」に興味を持つ外国人を迎えて今治青年会議所メンバーと共
に今治にある６つの霊場を一泊二日で徒歩にて巡礼することを企画し
た『HENRO ～A journey of the Soul ～』を開催しました。

　活動の様子は、新聞社２社、テレビ局３社に報道していた
だき、多くの市民に「お遍路」が周知でき、「お遍路」への関
心を高めることができました。また参加者には、「お遍路」を
始めることや、地域の文化に誇りを持つ機会にもなりました。
そして、メンバー間や異国の人たちとの心と心のふれあい
により、人と人との繋がりの大切さを改めて感じる事がで
きました。

わんぱく！「きずな」塾

HENRO ～A journey of the Soul～

鈍川クリエイトプロジェクト

公益社団法人今治青年会議所

第51代理事長　西原  孝太郎


