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　自分とは異なる様々な価値観を持った会員が互いに磨き、高め
あえる機会に恵まれている青年会議所は「人生最後の学び舎」と
も呼ばれています。
　このまちを構成するのは人であり、私たち１人ひとりです。
2017年度の盛岡青年会議所は、この地域の明るい未来の為に、
このまちを「我がこと」と自分のこととして考え、行動をおこして
参ります。20歳から40歳までの貴重な青年期だからこそ、様々
なことを学ぶ必要があるのです。私たちは互いを磨き合い一緒に
行動する仲間を募っております。あなたの価値観を活かしながら、
私たちと共に地域を明るく照らしていきましょう。
　皆様のご入会、心よりお待ちしております。

　青年会議所は『修練』『奉仕』『友情』という三信条のもと、『明るい豊かな社会』
の実現を目指し、世界各国で活動しております。青年会議所には品格のある青年
であれば、人種、国籍、性別、職業、宗教の別なく、自由な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。理事長をはじめ
すべての任期は原則的に単年度制であり、１年ごとに様々な役職を経験すること
で、会員は豊富な実戦経験を積むことができます。そして、その自己修練の成果を
個々の活動にフィードバックさせる事が可能です。
　『明るい豊かな社会』を築きあげるため、地域で活動されている方々との交流や
情報交換を通して市民意識変革運動を推進する団体、それが青年会議所です。

姉妹締結を結んでから今年で49年の
節目になります。国際的な交流を経験
し多くの外国人と友情を深めること
ができるのも、JCならではの貴重な
機会です。

野球部2012年全国JC野球大会 東北予
選出場 (準優勝で惜しくも全国大会ならず)

2010年第26回全国JCサッカー選手権大会 
藤枝大会 準優勝
2014年第30回全国JCサッカー選手権大会 
盛岡大会 ベスト4

●例会について
毎月１回例会を開くようになっています。JC 活動及び各個人の報告を行う場で
あります。また、会員同士の意見交換や、懇親を図る場でもあります。1953年創設

一般社団法人格取得

●その他の活動

2017年
創立65周年

　青年会議所の運動は、さまざまな事業の開催を通して、リーダーとして必要な
技術の習得と向上を図り、そして今以上に地域を活性化するために、ビジネス、
個人、地域社会、国際性の４つの（機会の）領域に展開されます。
●ビジネス･･･ 異業種交流・マネージメント能力の向上・同業者との提携・情報交換
●個　 人･･･コミュニケーションスキル・リーダーシップ能力の向上。時間管理、

人間関係構築、創造性の育成
●地域社会･･･各種事業企画とそのリーダーの経験、地域社会調査、グループ

ワーク経験、地域社会とのかかわり
●国 際 性･･･国際的プロジェクトの経験、姉妹青年会議所交流、国際会議の

経験、国際事情への精通、他国の人々との友情

　◆ 盛岡青年会議所の歴史と事業紹介

JC（Junior Chamber＝青年会議所）とは
〜明るい豊かな社会の実現〜 JC運動を通して得られる機会

盛岡さんさ踊り (継続事業 まちづくり
事業の代表 盛岡青年会議所は主催団体の一つ)

全国会員大会 盛岡開催

野球部 サッカー部

羅東國際青年商會と姉妹締結。
以後交流事業に至る

（継続事業 国際交流事業の代表）

1968年
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盛岡市、盛岡商工会議所と共に主催団体として運
営しております。一般参加できる花車を全開催日
運営し一般の方のさんさ踊りパレードを体験でき
る場を提供しております。

1月の京都会議から始まり岩手県内、
東北、全国そして世界大会といった
各地の青年会議所メンバーと交流の
機会があります。写真は盛岡で開催
された全国会員大会の様子。

衆院選公開討論会

青年会議所では、政策本位の選挙実
現を目指しております。政治的、宗教
的に中立である青年会議所の特徴を
生かし、すべての候補者に公平、中
立な討論会を実施しています。

「地球市民の森」外山森林公園の巣箱清掃
（継続事業まちづくり事業の代表)

1994年に盛岡で開催された全国会員大会を
記念し、外山森林公園にてブナの木千本の記
念植樹が行われ、そのエリアを地球市民の森と
名付けました。その翌年巣箱が設置され、毎年
巣箱の清掃活動を行っています。

公益社団法人日本青年会議所と一般社団法人日本サッ
カー名蹴会が 共催で行う少年少女サッカー大会です。
国際的に最も盛んなスポーツとされるサッカー を通じ
て、地域の未来に希望をもたらす人材を育むとともに、
大会を通して地域の活性化 に貢献しています。

第1回 JCカップU-11
少年少女サッカー盛岡フェスティバル

わんぱく相撲盛岡場所開催 
（継続事業、青少年育成事業の代表）

子どもたちにとってただ勝利にこだ
わるだけでなく勝者への賞賛の心、
敗者への思いやりの心、応援してく
れた人への感謝の気持ちを育てる
貴重な場となっています。



　◆ 会員の声

　◆ 一般社団法人 盛岡青年会議所　 2017年度会員名簿

入 会 資 格

入 会 金 と 会 費

入 会 申 込

正会員になるには

①年齢満20歳以上、満40歳未満　②盛岡広域圏に自宅または会社のある方　③青年会議所の趣旨に賛同して頂ける方

①仮会員／月10,000円　②入会金（正会員として正式に入会を認められた時）／30,000円　③年会費／120,000円（分割可）

①所定の入会申込用紙に正しく記入し、事務局に顔写真２枚（カラー５㎝×５㎝・男性はネクタイ、スーツ着用。女性は正装）と共に提出
②理事またはＪＣ歴２年以上の正会員２名の推薦が必要

仮会員の期間に　①理事長面接　②例会（月１回）３回出席　③委員会訪問（３委員会以上）　④オリエンテーション１回出席
①～④の条件を全てクリアすることにより青年会議所を体験して頂き、理事会承認を経て正会員になります。
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例　会

・ 理事長面接出席
・ 委員会訪問（３委員会以上）
・ オリエンテーション１回出席

例　会 例　会

→ →→ →→ →

ご 入 会 ま で の 流 れ

〒020-0024
盛岡市菜園2-6-6 三栄ビル3F
TEL.019-651-3778  FAX.654-4476
E-mail:info@moriokajc.org

http：www.moriokajc.org
今すぐ、アクセス！

盛岡JC 検索
クリック！

相原　 幸生 情報紙游悠
浅沼　 智之 浅沼土地家屋調査士事務所
安達　 智彦 ㈱アダチ
安部　 茂樹 プルデンシャル生命保険㈱
池野　 利彦 ㈱木津屋本店
石井　 　仁 ㈲アイドカ
石井　 優宇 ㈱日本デスコ
泉　　 直樹 ㈱山の家
市川 　優佳 北日本レストラン㈱
伊藤 淳之介 ㈱盛岡総合ビルメンテナンス
内山 佳奈子 積水ハウス㈱
内山 宏太郎 ㈱うちやま
遠藤 　大介 セントラル法律事務所
遠藤 　大輔 ㈱タカヤ
及川 　尚宏 ㈲サイクルショップ松園・サイクルスペースチャリ松
大澤 ちひろ プルデンシャル生命保険㈱
大谷 　陽介 ㈱三協医科器械
大和田 祐輔 モバイルコミュニケーションズ㈱
小笠原 　優 ㈲もりおか風月堂
加藤 　正和 ㈱コンシェルジュ AP
鎌田 　修司 ㈱シリアス
川村 　卓也 ㈲ハッピーライスいわて丸福
川村　 善弘 ライクリフッド㈱
菊地 佳小里 ㈱兼平製麺所
菊池　 智也 ㈱ハウス M21
菊地　 寛考 ㈱ VOLANTE
久慈　 美幸 ㈱東和本社
工藤　 　尚 ㈱盛高商店

栗谷川 昌彦 連合岩手
嚴　　 康祐 ㈱嚴商事
小谷地 麻里 ㈱振興設備設計
近藤　 　麗 近藤歯科クリニック 清水町デンタルクリニック
齋藤 慎太郎 ㈱岩電
佐々木 絵見 トラストテック㈱
佐藤　 圭介 岩手スポーツリンク
佐藤　 研吾 ㈱ザ会計事務所
佐藤　 卓道 ケア ･ ツール㈱　㈲三栄
佐藤　　 透 エクナ㈱
佐藤　 　優 ㈲ナイガイ
佐藤　 礼奈 盛岡芸妓
笹川　 亮輔 ㈱アパートナー
雫石 貫太郎 ㈲大典堂印刷
菅原　 一法 ㈱カガヤ
菅原 　直紀 Terry Park
菅原　 　洋 ビューティーサービス㈱
鈴木 俊太郎 雫石プリンスホテル
鈴木　 美穂 ㈱真珠苑ホールディングス
瀬戸　 樹里 ㈲ JJ プランニング
高橋　 一仁 トヨタ L&F 岩手㈱
髙橋　 数馬 （宗）盛岡八幡宮
高橋 久美子 合同会社　Raxia
髙橋　　 潤 ㈱コスモ通信システム
髙橋 　　潤 盛岡粋酒場　がむしゃら
田貝　 裕之 田貝石材
多田　 直之 東京海上日動火災保険㈱
田中 　功一 ㈱岩手農材

田畑　　 恵 LOUIS CINDERELLA
田向　 康人 ㈱志百家
田村 智依那 ㈲ホクブプランニング
田屋舘真留久 明北産業㈱
千葉　 俊祐 （医）遠山病院 社会福祉法人光の園
千葉 　絢子 岩手県議会議員
千葉 　雄介 大和リース㈱
千葉　 隆治 ㈱岩手日報社
千田　 裕司 メットライフ生命㈱
塚原　 孝一 トヨタカローラ岩手㈱
津田　 徳明 ㈱白ゆり
土樋　 　梓 土樋パルス㈱　㈱ブルーム
照井 　和弘 照井商事㈱
豊岡　 　淳 盛岡市役所
鳥居　 　誠 ㈱イワテブライダルセンター
中川　 　宏 中川石油㈱
長瀬 　智也 協積産業㈱
中野 美知子 ㈲アライブ
中村　 　学 ㈱いわてアスリートクラブ
中村 　祐紀 ㈲外山商店
中村 　悠太 名鉄観光サービス㈱
成瀬　 　肇 ㈱田清
箱石 　武久 松栄商事㈱
箱崎 　　渡 城西歯科クリニック
波紫 　裕司 平和観光開発㈱
橋本 正太郎 ㈱銀河農園
日野　 尊澄 ㈱ IBC 岩手放送
服部　 　達 ㈲ビックエム

坂東　 　学 ㈱坂東木材
日影　 直人 ㈱日盛包装
藤澤　 　平 ㈱ふじさわ
藤澤　 達彦 ㈲藤澤物産
藤原　 大修 （宗）盛岡八幡宮
藤原 由香理 ㈱東海日動パートナーズ東北岩手支店
北條 　　宏 アクサ生命保険㈱
細川 　里佳 ㈱８A
又川　 統一 ㈱クリエイト
松久　 大三 鶏山あきら
松本　 恭史 プルデンシャル生命保険㈱
松本　 陽吉 銀河アクア
三浦　 　崇 ㈲カネマン
緑川 　貴洋 盛岡グランドホテル
宮野 　祐樹 ㈱東北工商
本宮 　貴浩 ㈱うららか
村上 　千尋 住友生命紫波支店
村上 　秀紀 紫波町議会議員
森　 　理彦 茣蓙九 森九商店
安田　 　勉 ㈱サンメディカル
山内　 圭介 ㈱カヴァーロ
吉田　 　丞 ㈱プロワイズ
吉田　 光晴 岩手中央青果㈱
吉原 　裕子 ラ・ドルチェ・ヴィータ
和久石 澄人 ㈱バウハウス
和村　 浩和 和村住まい相談室㈱
渡邉　 貞幸 （一社）東北電気保安協会
渡邉 　里沙 ㈲秀吉

●昨年度新入会員 ●在籍3年以上の会員 ●常任理事・理事経験者

入会して間もないですが、メンバーの温かいサポート
を受けながらＪＣ活動を経験する事で、自分の環境に
も活かす事が出来ています。

氏　　名　髙橋　潤
会 社 名　盛岡粋酒場がむしゃら
入会年度　平成28年

青年会議所の魅力は、自分の新しい面を発見できる事
だと思います。そして何より、盛岡の事を一生懸命考
えられる事が楽しいです。

氏　　名　大澤　ちひろ
会 社 名　プルデンシャル生命保険株式会社
入会年度　平成28年

今の自分より少し背伸びをして挑戦する事。会社員の
私にとって、様々な役職を経験させて頂いている事は
貴重な財産となっています。

氏　　名　緑川　貴洋
会 社 名　盛岡グランドホテル
入会年度　平成26年

育児、仕事に追われる毎日…支えが足りない私に入会
は無理があったと感じています。でも、優しく温かく、
支えてくれる仲間がいると実感しています。

氏　　名　近藤　麗
会 社 名　近藤歯科クリニック／清水町デンタルクリニック
入会年度　平成25年

私はJCに入会して時間の使い方を学びました。時間
を上手に使うことで、仕事や家庭そしてJC活動にお
いて大変有意義な時間を過ごしております。

氏　　名　髙橋　数馬
会 社 名　（宗）盛岡八幡宮
入会年度　平成24年

入会時は全ての人が歳上で、人生経験が浅い自分に
とっては素晴らし影響を受けました。自分には出来な
いでは無く、やれる！頑張れる！と自信が付きました。
チャンスは自分で掴む物だと学びました。

氏　　名　佐藤　卓道
会 社 名　ケア・ルーツ㈱／㈲三栄
入会年度　平成20年




