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morioka junior chamber incorporated

◆ JC（Junior Chamber =青年会議所）とは ～明るい豊かな社会の実現～

JCは『修練』『奉仕』『友情』という三信条のもと、『明るい豊かな社会』の実現を理想とし、世界各国で活動していま
す。JC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、自由な個人の意志によって入会で
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。また、JCの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、会員は豊富なトレーニングの機会や実戦経験を積む
ことができます。つまり、日常の活動の場を通して個々の能力をより良く開発し、さらにはまちの成長に繋がり『明る
い豊かな社会』を築きあげるため市民意識変革運動を推進する団体、それがJCです。

◆ JCプログラム ～的確なトレーニングと実戦経験：ビジネス・個人・地域社会・国際～

ＪＣプログラムは、リーダーとして必要な技術の取得とその向上を図り、そしてＪＣ活動のメリットを社会に還元する
ために、ビジネス・個人・地域社会・国際の４つのプログラムで構成されています。

●異業種、同業者との交流・情報交換
●コミュニケーションスキル・リーダーシップ能力向上、時間管理、
チーム作り、人間関係構築、創造性の育成、セミナーの開催

ＪＣには多種多様な業種のメンバーが在籍しております。メン
バー間で様々な情報を交換、共有し、そして意見を交わし合う
事でビジネスの成長につながります。

さまざまな役職及びプロジェクトリーダーとしての手腕を開発
するための多くの機会を提供し、各個人がその潜在能力を十
分に開花させるのを助けます。

●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

●国際的プロジェクトの経験、姉妹ＪＣ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

地域の経済繁栄、環境保護、子供たちの未来に重点をおき、
地域社会に建設的に関わる機会があります。

国際的協力・平等・平和の必要性をはっきりと自覚できます。
世界的な諸問題を理解し、深く関与するための数多くの機会
があります。
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◆ 盛岡青年会議所とは

盛岡青年会議所は、１９５３年に全国で３８番目に創立され今年で創立６６年目を迎えます。当会議所は、
多様な会員で構成されています。

盛岡のみならず広域圏で勤務する
会員も所属しているほか、特定の
業種に偏らず様々な業種の会員が
所属しています。また、日本国内に
ある青年会議所の中でも女性会員の
割合が多く、男女区別することなく
活躍できる機会があります。



◆一般社団法人 盛岡青年会議所 ２０１８年度会員名簿
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◆ご入会までの流れ

相原　 幸生 情報紙游悠 近藤　 　麗 近藤歯科クリニック 千田　 裕司 メットライフ生命㈱ 又川　 統一 ㈱G O G A K

明石　 航太 ジブラルタ生命保険㈱ 齋藤 慎太郎 ㈱岩電 千葉　 俊祐 (医)遠山病院 社会福祉法人光の園 松久　 大三 ㈲ハッピーライスいわて丸福

浅沼　 智之 浅沼土地家屋調査士事務所 坂本　 敏也 カリス 千葉　 絢子 岩手県議会議員 松政　 里玖 ㈱リクルートライフスタイル

安部　 茂樹 プルデンシャル生命保険㈱ 佐々木 昭雄 花兵衛 千葉　 隆治 ㈱岩手日報社 松本　 恭史 プルデンシャル生命保険㈱

阿部　　 俊 レスポンスアビリティー(同) 佐々木 絵見 トラストテック㈱ 塚原　 孝一 トヨタカローラ岩手㈱ 松本　 陽吉 銀河アクア

池野　 利彦 ㈱木津屋本店 佐々木 基樹 M .S .P 津田　 徳明 ㈱白ゆり 三浦　 　崇 ㈲カネマン

石井　 優宇 ㈱日本デスコ 笹川　 亮輔 ㈱アパートナー 土樋　 　梓 土樋パルス㈱ 緑川 　貴洋 ㈱岩手ホテル&  リゾート

泉　　 直樹 ㈱山の家 佐藤　 研吾 ㈱ザ会計事務所 照井　和弘 照井商事㈱ 宮野 　祐樹 ㈱東北工商

伊藤 淳之介 ㈱盛岡総合ビルメンテナンス 佐藤　 卓道 ケア･ツール㈱　㈲三栄 照井　　 仁 盛岡ベース㈱ 宮野　 裕輔 盛岡ターミナルビル㈱

内山 佳奈子 積水ハウス㈱ 佐藤　 　透 エクナ㈱ 豊岡　 　淳 盛岡市役所 宮脇　 沙紀 住友生命保険相互会社

内山 宏太郎 ㈱うちやま 佐藤　 美夏 日本生命保険相互会社 鳥居　 　誠 ㈱イワテブライダルセンター 村上 　千尋 住友生命紫波支店

遠藤 　大介 セントラル法律事務所 佐藤　 礼奈 盛岡芸妓 長瀬　智也 協積産業㈱ 村山　 　出 ユニオン広研㈱

遠藤 　大輔 ㈱タカヤ 雫石 貫太郎 ㈲大典堂印刷 中野 美知子 ㈲アライブ 本宮 　貴浩 ㈱うららか

大和田 祐輔 モバイルコミュニケーションズ㈱ 菅原　 一法 ㈱カガヤ 中村 　悠太 名鉄観光サービス㈱ 安田　 　勉 ㈱サンメディカル

小笠原 　優 ㈲凮月堂 菅原 　直紀 テリーパーク 成瀬　　 肇 ㈱田清 山内　 圭介 ㈱カヴァーロ

岡本　 佳也 大同生命保険㈱ 杉澤　 伸洋 ㈱ヒラトヤ 箱石 　武久 松栄商事㈱ 山口　 　穣 山口歯科医院

加藤　 正和 ㈱コンシェルジュAP 鈴木 俊太郎 鈴木俊一事務所 箱崎 　　渡 城西歯科クリニック 山口　 雄司 日産プリンス岩手販売㈱

鎌田 　修司 ㈱serious 鈴木　 美穂 ㈱真珠苑ホールディングス 波紫　 裕司 平和観光開発㈱ 吉田　 宗作 サイドリンクス

神山　 光司 ㈱ZEN 髙橋　 数馬 (宗)盛岡八幡宮 橋本 正太郎 ㈱銀河農園 吉田　 将太 ㈱岩清水園芸

川村 　卓也 ㈲ハッピーライスいわて丸福 高橋 久美子 (合)R axia 服部　 　達 ㈲ビック・エム 吉田　 光晴 岩手中央青果㈱

川村　 芳仁 オイスターマルシェ 髙橋　　 潤 ㈱コスモ通信システム 花立　 浩輔 ㈱ハナプロ 吉原　 裕子 C H A R LY 'S  B A R

川村 　善弘 川村商事㈲　㈲すノ家商事 髙橋　　 潤 盛岡粋酒場がむしゃら 坂東　 　学 ㈱坂東木材 渡邉　 貞幸 (一社)東北電気保安協会

菊地 佳小里 ㈱兼平製麺所 田貝　 裕之 田貝石材 日影　 直人 ㈱日盛包装 渡邉 　里沙 ㈲秀吉

菊池　 智也 ㈱ハウスM 21 多田　 直之 東京海上日動火災保険㈱ 東　　 倫之 岩手マツダ販売㈱

久慈　 美幸 ㈱東和本社 橘　　 友和 盛岡競馬場 藤澤　 　平 ㈱ふじさわ

工藤　 逸也 ㈱大翔興業 立花　　 唯 ㈱佐藤興産 藤澤　 達彦 ㈲藤澤物産

工藤　 　尚 ㈱盛高商店 谷藤　 大樹 ㈱橋市 藤原　 大修 (宗)盛岡八幡宮

栗谷川 昌彦 連合岩手 田畑　　 恵 LO U IS  C IN D E R E LLA  藤原 由香理 ㈱東海日動パートナーズ東北

小林　 康志 プルデンシャル生命保険㈱ 田向　 康人 ㈱志百家 北條　　 宏

小谷地 麻里 ㈱振興設備設計 田屋舘 真留久 明北産業㈱ 細川　 里佳 ㈱8A

一般社団法人盛岡青年会議所
〒020-0024 盛岡市菜園2丁目6-6 三栄ビル3F

TEL 019-651-3778 FAX 019-654-4476

●入会資格

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

●入会申込

①入会申込書をご記入のうえ、顔写真２枚(カラー５㎝×５㎝・男性はスーツ着用・女性は正装)と共に提出
②理事またはＪＣ在籍歴２年以上の正会員２名の推薦

●入会金と会費

①仮会員費10,000円/月 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)

●正会員承認までのＳＴＥＰ

仮会員の期間に ①理事長面接 ②例会(月１回開催する例会に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して頂き、理事会承認を経て正会員承認となります。
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・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 例 会

◆所属会員の声

名 前 神山 光司

会社名 ㈱ＺＥＮ

入会年度 ２０１７年度

青年会議所に入会して1年でも、様々な活動に
参加すればするほど、同世代との出逢いと成
長をたくさん得られる貴重な場です。

●昨年度の新入会員 ●お子様を持つ女性会員

名 前 千葉 絢子

会社名 岩手県議会議員

入会年度 ２０１６年度

3人の子どもを育てながらのJC活動ですが、メ
ンバーに支えられながら事業に携わることが
出来ました。皆さんに会える事を楽しみにして
います。

名 前 小谷地 麻里

会社名 ㈱振興設備設計

入会年度 ２００９年度

JCは女性が活躍できる組織です。男女の別な
く機会が提供され、私も常任理事という役割も
務めています。多くの仲間と日々の成長を感じ
ることが出来ます。

●常任理事会員

東京海上日動火災保険㈱
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