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第５３代理事長
坂野　益也

青年会議所とは…
青年会議所とは、「明るい豊かな社会」をつくることを共通の理想として集まり、その
為に様々な活動をしている２０歳から４０歳までの青年の団体です。５２年の歴史を持
つ半田青年会議所は、現役正会員数４５名とＯＢ４２５名で構成されています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈２０１６年１月現在〉
  皆さんが日常生活、社会生活の中で、まちのために「何かやりたい・やってみたい」
と思った時に、現在は様々なＮＰＯや団体があります。その中でも、青年会議所は活動
の内容を限定せずに、政治・経済・教育・まちづくり・青少年育成・地域防災など、常
にまちの課題に目を向け、時代に即した活動を行っています。 半田青年会議所は、１９
６５年に設立され、半田市・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町を活動エリ
アとし、この地域の発展に努めています。

【メディアを通じた情報発信】 【国際交流の機会提供】

【青少年の育成事業】 【地域の魅力を発信するまちづくり事業】

「これが情報を制する鍵だ」
～みんなで盛り上げよう、次世代のインフォメーションテクノロジー～

「遊んで学んで世界の輪！」
～世界はこんなに近かった！体験してみよう国際交流～

「未来への灯火」～キャンドルナイト２０１５～

ホームページやＳＮＳを使い、いかに効果的に情報を発信するかを学ぶ
ことを目的として公開例会が開催されました。１００名の一般参加者と
共に、個人、地域、ビジネス、国際へと繋がる情報媒体の活用方法や有
効活用方法を学びました。

「学びの旅にでよう！」～知多半島の魅力再発見の旅～

家庭・学校・地域が協力し、地域全体で子ども達を育てるという意識を
高める必要があると考え、他人の為に積極的に行動できる人材を育成す
る事を目的に事業を開催しまし
た。半田ＪＣの活動エリアで地
域の特色を活かした体験や見学
をもって学びました。小学生６
０名と一泊二日の学びの旅へ行
って参りました。

住民・行政・各種団体の連携を強化する事を目的に、新美南吉記念館と
矢勝川堤防沿いを会場にまちづくり事業を開催しました。第１部は子ど
　　　　　　　　　　　　　　　　　もフリーマーケット＋職業体験、
　　　　　　　　　　　　　　　　　第２部は矢勝川堤防沿いに２００
　　　　　　　　　　　　　　　　　０個のキャンドルを並べて、地域
　　　　　　　　　　　　　　　　　の魅力を幻想的に演出するキャン
　　　　　　　　　　　　　　　　　ドルナイトを開催しました。地域
　　　　　　　　　　　　　　　　　への関心を高めて頂くことが出来
　　　　　　　　　　　　　　　　　ました。

異なる文化や価値観の違いを知
り、実際に海外の方と交流する
ことで世界を身近に感じて頂き
、今後も国際交流への積極的に
参加する意識作りを行う目的で
開催されました。当日は小学生
６０名と一緒に大きな世界地図
を完成させました。

公益社団法人半田青年会議所

半田青年会議所の活動内容

青年会議所は、人は「人」の為ならば１２０％の力を発揮できるものとし企業活動、奉仕活動問わず、

「人生において最高の仕事」にあなたが全身全霊を持って打ち込めるよう同じ志を持つ多くの仲間と集える場所です。

ＪＣ三信条・・・

　個人の修練　社会への奉仕　世界との友情
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創立　　　　１９６５年　　　　　　　　　　会員数　　　　４５名（２０１６年１月現在）　

活動エリア　半田市・阿久比町・東浦町　　　年会費　　　　１３０，０００円

　　　　　　南知多町・美浜町・武豊町　　　　　　　　　　入会年度は月割

対象者　　　満２０歳以上４０歳未満の品格ある青年

〈平成１７年入会〉 〈平成２４年入会〉

信頼できる仲間ができること

です。青年会議所では、目的

を共有し、共に切磋琢磨する

ので、会員同士が深い絆で結

ばれる機会が多くあることが

魅力です。

この地域において５０年以上

もの間、この地域を良くする

ことを真剣に考え活動し、率

先して行動できる多くの人財

を送り出してきた歴史である

と考えます。

ＪＣでの一つひとつの経験は

些細な事かもしれません。し

かし、それは必ず「自分の成

長」として返ってきます。周

囲から与えられるだけでなく

、与える側へ立ってみません

か？自己成長が一番の魅力だ

と思います。

半田青年会議所の魅力は、

「教学相長」にあると思いま

す。様々な事業活動を通じ、

半田のみならず日本中の同世

代の仲間と共に、助け合い、

学び、成長することができま

す。

可能です。時間は作るものな

ので、段取り良く仕事ＪＣ家

事育児をこなすことは、料理

と同じ。いかに効率よく行動

できるかだと思います。３人

の子育てしながら家族の協力

に感謝し奮闘している毎日で

す！

入会して良かったことは、多

種多様な業種の方と知り合う

ことが出来たことです。気か

付けば多くの仲間と充実した

時間を過ごしています。

〈平成２６年入会〉

Ｑ．入会して良かったことはなんですか？

□半田青年会議所の魅力について

Ｑ．育児との両立は可能ですか？

〈平成２５年入会〉

〈平成２４年入会〉 〈平成２３年入会〉

半田ＪＣメンバーからのメッセージ

半田青年会議所　概要
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研修講座について

入会基準について

◇受付基準

　・対 象 満２０歳以上４０歳未満の品格ある青年

◇研修講座の申込み受付

　・受付期間 ２０１６年１月１日 (月 )～４月１８日 (月 )

　・書 類　　研修講座参加申込書 １通

◇研修講座

　・日　時      

　　　　　　　 ５月１３日（金）２０：００～２１：３０

            　 ６月１７日（金）２０：００～２１：００

　・場　所 　　公益社団法人半田青年会議所 事務局 ( 住所 :半田市御幸町 1番地 )

　・服　装 　　自由

　・持ち物　　 名刺

　・上記の研修講座の３回全てに出席してください。

　・研修講座終了後に懇親会を開催しますので、合わせてご出席ください。

　・研修講座受講料は無料です。(懇親会は会費をいただきます。)

◇入会の申込み受付（研修講座を受講した方）

　・提出書類

　・入会申込書、推薦状（様式１号）・・・・・ １通

　・身分証明書（役所にて発行するもの）・・・ １通

　・調査表　・・・・・・・・・・・・・・・・１通

　・カラー写真（５×５ｃｍ）＋データ・・・ ・ 各１枚

　提出方法　公益社団法人半田青年会議所に提出してください。（推薦人が持参してください。）

◇入会審査

　・公益社団法人半田青年会議所第７回理事会にて入会審査を実施いたします。

◇入会承認

　・理事会にて入会が承認をされた場合、当青年会議所から通知をさせていただきます。

　　通知を受けた方は７月末日までに、年会費の納入をお願いいたします。

　　年会費が納入されたのち、入会確定となります。

　　例会および総会（臨時総会含む）において入会認定書が理事長より伝達されます。

◇年会費

　・年　会　費　初年度　金６０，０００円（２年目以降の年会費は金１３０，０００円です）

４月１９日（火）２０：００～２１：００
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公益社団法人半田青年会議所 会員紹介

戸嶋　一将 　　（株）アール不動産

新美　清 　　  （株）新美総建                

配川　純一　   （株）配川工業      

羽田　将之 　  （株）羽田建設

服部　聡 　　  ときわ調剤薬局

服部　利吉 　　（有）服部建設工業

浜本　明伸 　　三井住友生命　　　　　　　 

坂野　益也 　　（株）まるは　　　　 

日比　宏大 　　（株）ＪＴＢ中部　

古川　恵子　　 アイリスペットサロン

前田　晃教　　 前田公認会計士事務所

増田　哲也 　　（有）増田新聞舗

間瀬　喜弘 　　（有）榊宗モータース　　　　

松田　功介 　　東洋印刷（株）

三浦　彰久 　　入海神社　　　　　　　

水谷　成利 　　水谷成利司法書士事務所

水谷　吉孝 　　（株）ヤオハルフーズ

森　圭吾       森保険事務所　　　　

森　久人 　　　（有）半田精糧　　　　　　　　

山本　多恵 　　大喜工務店

山本　裕介 　　オグラ電工　　 

山本　悠介 　　ＣＴリング（株）

青井　大輔 　　あおい建設コンサルタント（株）

青木　孝太 　　武豊屋（株）

市野　文彦 　　（有）イチノ損害保険センター

伊藤　高志 　　伊藤高志税理士事務所

伊藤　精崇 　　出亜電気 

岩橋　誠一 　　おそうじ本舗　セントレア店

大岩　直人 　　（株）旭モータース

小笠原　真里 　スワン　バレエ　アカデミー 

岡戸　秀樹 　　（株）岡戸組

小栗　慶太 　　中利（株） 

柿﨑　努 　　　ジャスモックジャパン（株） 

加藤　大将 　　（株）心玉

小西　祐介 　　東海東京証券（株）

近藤　勝美 　　（株）大清工務店

今野　直紀 　　リネックス

榊原　貴博 　　（株）デザインセンターオワリヤ 

榊原　康嗣 　　榊原司法書士事務所

杉本　匡彌 　　ソニー生命保険（株）

鈴木　博文 　　ＨＩＲＯ設備（株） 　　　　　　　　

曽根　香奈子 　（株）武田工業所 

髙木　正幸 　　髙木税理士事務所            　　　　　　

竹内　哲也 　　竹内自動車工業 

竹内　徳秀 　　（株）Ｅｎｇｒａｖｅｒ



チェックリスト：次のうち、当てはまる項目はありますか？

チェックシートの中で、３つ以上のチェックがある方は

是非ご入会をご検討ください。

お問い合わせは

公益社団法人 半田青年会議所　事務局

TEL：０５６９－２１－７１０５

http://handajc.or.jp/

e-mail：info@handajc.or.jp

〒４７５－０８８７　半田市御幸町１番地　知多繊維会館３階

生活に満足感が欲しい

異業種との交流を持ちたい

経営のノウハウを身につけたい

社会貢献に興味がある

向上心は、ある方だ

経営者と知り合いたい

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

人間的に成長したい

何でも話せる仲間が欲しい

仕事に役立つネットワークが欲しい

コミュニケーション能力を向上させたい

家業の後継者である

私は部下を管理する立場である

レ

レ レ レ


