
一般社団法人 盛岡青年会議所

◆会員（110名）の構成

◆ JCを通して、得られる機会

異業種交流、マネージメント能力の向上、同業者との情報交換・連携ビジネス

個 人

地域社会

国 際

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

地域の経済・環境・子供の未来に重点をおいた建設的な事業の企画と設営

国際プロジェクトの経験、世界および姉妹JCメンバー・他国の人々との交流

◆ 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。

●業種 様々な業種で活躍しています。

●職場内の役職 あらゆる立場の会員が所属しています。

●男女比 全国695の青年会議所の中でも、女性会員数の多い青年会議所です。

２０１９年度 入 会 案 内 書
Junior Chamber International Morioka

20名 17名 15名 14名 13名 7名 7名 7名

3名

2名

2名

2名

1名
卸売業，小売業 サービス業（生活関連、娯楽、公務も含む） 金融業，保険業

建設業 宿泊業，飲食サービス業 医療，福祉
製造業 不動産業，物品賃貸業 情報通信業
農業・林業 学術研究，専門・技術サービス業 電気・ガス・熱供給・水道業
教育，学習支援業

33名 33名 21名 17名 6名

従業員 代表者 代表権のない取締役員 管理職 その他

91名 19名

男性 女性



◆一般社団法人 盛岡青年会議所 ２０１９年度会員名簿

◆ご入会までの流れ

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20歳から満39歳まで 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、証明写真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

相原　幸生 情報紙游悠 佐藤　透 エクナ㈱ 箱崎　渡 (医)広仁会 城西歯科クリニック
明石　航太 マニュライフ生命保険㈱ 佐藤　史知 佐藤電機工業㈱ 橋本　正太郎 ㈱銀河農園
浅沼　智之 ㈱M-Works 佐藤　美夏 日本生命保険(相) 服部　達 ㈲ビック・エム
安部　茂樹 プルデンシャル生命保険㈱ 佐藤　礼奈 盛岡芸妓 花立　浩輔 ㈱ハナプロ
阿部　俊 レスポンスアビリティー(同) 菅原　一法 ㈱カガヤ 坂東　学 ㈱坂東木材
池野　利彦 ㈱木津屋本店 菅原　直紀 (一社)スポーティブ岩手 日影　直人 ㈱日盛包装
石井　優宇 ㈱日本デスコ 杉澤　伸洋 ㈱ヒラトヤ 東　倫之 岩手マツダ販売㈱
伊藤　淳之介 ㈱盛岡総合ビルメンテナンス 鈴木　俊太郎 鈴木俊一事務所 藤澤　平 ㈱ふじさわ
岩舘　尚 ㈲駒龍 鈴木　七恵 第一生命保険株式会社 藤澤　達彦 ㈲藤澤物産
内山　佳奈子 積水ハウス㈱ 鈴木　美穂 ㈱真珠苑ホールディングス 藤澤　知明 ピュア㈱
内山　宏太郎 ㈱うちやま 鈴木　良 カフェバー　ネヴィス 藤原　大修 (宗)盛岡八幡宮
遠藤　忠寿 ㈱遠忠 田貝　裕之 田貝石材 北條　宏 ㈱保険ギャラリーいわて
大和田　祐輔 モバイルコミュニケーションズ㈱ 髙橋　数馬 (宗)盛岡八幡宮 米谷　猛 (福)ワーク小田工房
岡本　佳也 大同生命保険㈱ 高橋　久美子 ファイテンショップ盛岡店 又川　統一 ㈱GOGAK
長部　雄一 Liberta 髙橋　潤 ㈱コスモ通信システム 松浦　直人 昭和レンタリース盛岡㈱
神山　光司 ㈱ZEN 髙橋　潤 ㈱F&I 松本　恭史 プルデンシャル生命保険㈱
川村　卓也 ㈲ハッピーライスいわて丸福 多田　直之 東京海上日動火災保険㈱ 松本　陽吉 銀河アクア
川村　芳仁 オイスターストーリー牡蠣亭 橘　友和 橘友和厩舎　調教師 三浦　崇 ㈲カネマン
川村　善弘 川村商事㈲／㈲すノ家商事 立花　唯 ㈱佐藤興産 緑川　貴洋 盛岡グランドホテル
菊地　佳小里 ㈱兼平製麺所 谷藤　一徳 谷藤地所㈱ 宮　慧 ㈲アイドカ
菊池　智也 ㈱ハウスM21 谷藤　大樹 ㈱橋市 宮野　祐樹 ㈱東北工商
久慈　美幸 ㈱東和本社 田向　康人 ㈱志百家 宮野　裕輔 盛岡ターミナルビル㈱
工藤　静香 PHILIA 田屋舘　真留久 明北産業㈱ 宮脇　沙紀 住友生命開運橋支部
工藤　逸也 ㈱大翔興業 千田　祐司 メットライフ生命㈱ 向井　誠 マルセイ建設㈱
栗谷川　昌彦 連合岩手 千葉　尚子 ㈲アイドカ 村上　千尋 住友生命紫波支店
小谷地　麻里 ㈱振興設備設計 塚原　孝一 トヨタカローラ岩手㈱ 村山　出 ユニオン広研㈱
近藤　麗 近藤歯科クリニック 津田　徳明 ㈱白ゆり 本宮　貴浩 ㈱うららか
今野　洋介 ㈱ウインドクロス 土樋　梓 土樋パルス㈱ 安田　勉 ㈱サンメディカル
齋藤　慎太郎 ㈱岩電 續橋　志保 ダイナステージ㈱ 山内　圭介 ㈱カヴァーロ
坂本　敏也 ㈱Charis 照井　和弘 照井商事㈱ 山口　穣 山口歯科医院
坂本　雄太郎 ㈱坂本屋 照井　竜馬 サンライズ 山口　雄司 日産プリンス岩手販売㈱
笹川　亮輔 ㈱アパートナー 豊岡　淳 盛岡市役所 吉田　宗作 ㈱Side Links
佐々木　昭雄 ㈱花兵衛本店 鳥居　誠 ㈱イワテブライダルセンター 吉田　将太 ㈱岩清水園芸
佐々木　絵見 トラストテック㈱ 長瀬　智也 協積産業㈱ 吉田　誠 ㈱吉田測量設計
佐々木　航 ㈱航和 中野　美知子 ㈲アライブ 吉田　由佳 心(み)ココロ
佐藤　研吾 いわてローンサービス㈱ 成瀬　肇 ㈱田清 渡邉　貞幸 (一財)東北電気保安協会
佐藤　卓道 ㈲三栄 沼袋　祐也 ㈱岩手日報広告社


