


公益社団法人半田青年会議所

地域 青年会議所 (ＪＣ) とは
とつながる。

  明るい豊かな社会の実現を同じ理想とし

次代の担い手たる責任感を持った２０歳か

ら４０歳までの指導者たらんとする青年の

団体です。

青年は、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その居

住する地域の青年会議所に入会できます。

全国６９５の地域に約３万５０００人の会員

を擁し、世界的にも約１３４の国及び地域に

約１７万人の会員が活躍しています。

人
ＪＣＩ三信条

がつながる。人と

新しいあなたを発見

　ＪＣとは、何かを与えてくれるところでは

なく、積極的に参加することであなた自身が

何かを掴み取る場所です。

大切なのは参加することに対しての目的意識

や心の持ち方です。

ＪＣ活動は地域社会とのつながりを大切に考

え”まちづくり”を仲間と共に実現させるこ

とを主においています。

社会活動において先頭に立って行動しよう

とするためには、本気になって自己を訓練し

教育することや、自分の受ける苦労を乗り

越えるところに自己啓発の意味があります。

私たち世代だからこそ出来る“まちづくり”

があるはずです。一緒に活動しませんか？

ＪＣには様々な業種の人間が目的を持って

集まっています。あなたとの出会い、きっと

一生の財産になること間違いありません。
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第５４代理事長
青木　孝太

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。５３年の歴史を持

つ半田青年会議所は、現役正会員数４２名とＯＢ４３４名で構成されています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈２０１７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。

公益社団法人半田青年会議所

ＪＣ三信条・・・

　個人の修練　社会への奉仕　世界との友情

    拡大委員会　　　　　　　　　　　　　委員長　曽根 香奈子

  人財育成委員会　　　　　　　　　　　委員長　新美 清

地域愛育成委員会　    　　　　　　　委員長　加藤 大将

    総務委員会　         　　　　　　　委員長　市野 文彦

まずは、我々の活動に対し更なる共感を得るために、日頃の感謝の気持ちを伝
えると共に２０１７年度の活動方針を地域の内外に向け発信し、半田青年会議
所の魅力を多くの人に伝え、会員拡大へと繋げていきます。そして、自らの活
動に誇りを持つことができるＪＡＹＣＥＥを増やし、半田青年会議所の魅力を
この地域の多くの人に伝えていきます。正会員一人ひとりが魅力を伝えていく
ことで、我々の活動や理念に共感してもらい、同じ志を抱き共に活動する仲間
を増やします。

国際的な広い視野を持つ人を育成するために、地域住民の方に外国人との言葉
や文化の違いを理解していただき楽しく学んでもらうことで、国際交流に関心
を持ってもらいます。また、他者を思いやる心と未来を切り拓く行動力と情熱
を持った人を育成するために、未来を自らの手で切り拓く成功体験をしていた
だきます。そして、目的達成の喜びを仲間と共有し、本人に自信を持たせるこ
とで、難局を乗り切るために率先して行動する心と、行動することへの情熱を
育成します。

まずは、この住民に地域の魅力の素晴らしさを知っていただきます。どんなに
素晴らしい魅力があっても、それを知らなければ故郷を愛する気持ちは高まり
ません。地域の魅力を知り、気づいてもらうために、地域の良さを再認識・学
習・体感していただきます。地域の良さを知り、気づくことができれば、その
時に魅力と感じることができます。住民が、地域の魅力に気づき、その魅力を
地域の内外に発信することで、住民の故郷を愛する気持ちを高めてまいります。

我々半田青年会議所とその活動につき、地域社会や住民に認知・浸透させて、
共感者を増やし、半田青年会議所のブランディングを推し進めます。同時に、
各会議・委員会と有機的に連携し、各種法令を遵守し、安定した組織運営を
行うことで、対外事業を担う委員会が、公益に適う質高い事業に専念できるよ
う教導します。

    はんだ山車まつり特別会議　　　　　　議長　水谷 吉孝
今年度、はんだ山車まつり特別会議では、全国各地より集まる多くの人に地域
の魅力を広く発信し、また地域の人にその魅力を再認識していただきます。
そして、第八回はんだ山車まつりの「美」というテーマや「半田の美しい心」
というサブテーマ、イベント運営部の「品格とおもてなしの精神で行動し、来
場者の心に一輪の美しい花を咲かせる」という基本方針を正会員の共通の認識
とし、円滑な情報共有を図り、会議体が強力に牽引することで、正会員を先導
します。

第５５代理事長
森　久人

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。５４年の歴史を持

つ半田青年会議所は、現役正会員数５６名とＯＢ４４２名で構成されています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈２０１８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、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、１９６５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。

委員会紹介

　拡大委員会　　　　　　　　　　　　　　委員長　芳金　秀展

　青年会議所の運動を地域の隅々にまで伝えるために、正会員一人ひとりの魅力と組

織の魅力を向上させ、青年会議所の理念と活動を伝える会員拡大により、一人でも多

くの仲間を増やすことで、繋がり溢れる地域社会を創造します。

　輝く人財育成委員会　　　　　　　　　　委員長　今野　直紀

　子どもたちの感謝と尊敬の気持ちを育むことで、他者を思いやる心を育成するとと

もに、異文化に触れて体験し学び、国際的な広い視野を育成する。 

　広報渉外委員会　　　　　　　　　　　　委員長　古川　恵子

　共感と賛同を得るために、情報をより解りやすく効果的に発信し、今まで以上に多

くの人の目に触れる機会を増やすことで、地域の幅広い年齢層に私たちの活動内容を

正しく伝えるとともに、信頼できる情報を正確に受け取る能力を身につける。 

　地域の未来創造委員会　　　　　　　　　委員長　伊藤　精崇

　我々が先頭にたち、住民、行政、各種団体、企業との強固な連携体制を築き、共

通の目的をもって取り組み、まちづくりを通して地域の宝を一層輝きあるものにす

る。 

　総務委員会　　　　　　　　　　　　　　委員長　髙木　正幸

　公益性の高い事業活動を継続できる堅固な組織基盤を確保するとともに、社会情

勢の変化に迅速に対応できる柔軟性をも兼ね備える組織運営を行う。 

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。５４年の歴史を持

つ半田青年会議所は、現役正会員数５４名とＯＢ４４２名で構成されています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈２０１８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、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、１９６５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。
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公益社団法人半田青年会議所

　〈今野　直紀〉

私が入会を決意した理由は
自分の成長に繋がると感じた

からです。若くして挑戦する

ことで得られる沢山のメリッ

トも感じました。現在では忙

しくも自分の成長を感じる充

実した日々を過ごしています。

半田ＪＣメンバーからのメッセージ

〉伸明 本浜〈   

ＪＣにいるメリットは仕事をす

る上では経験しないような未知

の経験をできることです。様々

な課題の解決に取組むことで自

分自身の能力を磨き、協力し

あった他のメンバーとは深い絆

ができていくと思います。

Ｑ．20 代での入会は早い？

Ｑ．1 人で仕事をしていますが、メリットは？

〉子恵 川古〈   

私は女性だらけの団体より男

性ばかりに紛れていた方が楽

な性格なので、ＪＣの環境は

心地良いです。女性だからと

特に不利な点もありませんが、

得することも特にないです。

同年代なので話も合うし結束

は固いです。

Ｑ．女性で活動している方もいます！

　〈伊藤 高志〉

地元のお祭り団体や商工会等

から、ＪＣで学んだ事を地元に

落として欲しいと言われます。

ＪＣは幅広い活動を行ってい

ますので、多くを見て学んで

体験して、それを地元に持ち

帰ることで喜んでいただけた

らと思います。 〉里真 原笠小〈  

愛知県内３３青年会議所に所

属する女性会員で構成されて

いる愛知ブロック心愛会とい

うグループがあります。男性

が多い中、女性ならではの視

点で活動できることを模索し、

地域やこの先の自分自身への

糧となればと思っております。

Ｑ．各種団体との掛け持ちはできますか？ Ｑ．女性で活動している方もいます！

〉明俊 藤佐〈 　

できます。多種多様なメンバー

の中で活動することで、時間を

作りみんなで集まり計画をたて

ることによって議論したり、笑

ったり人と人の絆が生まれてい

く瞬間をすごく実感することが

できました。

Ｑ．飲食店をしながらＪＣ活動できますか？

〉展秀 金芳〈   

習うより慣れろ、でも流され

ない。やらない後悔より、

やった後悔というのが１年目

のテーマです。大いに働き大

いに遊ぶ。何事も楽しく、乗

り越えられない壁はやってこ

ないと考え、精一杯活動に邁

進します。

Ｑ．入会して 1 年目！感じたことは？
〉博貴 原榊〈   

ＪＣは４０歳で卒業となります。

若い時だからこそ失敗を恐れず

全力で活動をやってこれたのだ

と思いますし、これまでの経験

を今後の人生に活かしていくた

めにも節目として卒業があるこ

とが重要であると感じています。

Ｑ．卒業があるのですか？

JCはとても楽しいところです。
事業を行うにあたっての準備
では一つ一つが常に全力で真
剣です。
けれどそこに笑顔が必ずあり
ます。
僕はJCに入って何事にも楽し
みながら全力で行うという事
を学ばせてもらっています。

〈杉本　匡彌〉

〈熊谷　亮汰〉

〈森　圭吾〉 〈曽根　香奈子〉

　普段の仕事では出会うことのない人達

と出会い、互いに意見しあい、共に苦労

し助け合う中で、自分だけでなく周りの

人たちとともに成長していける場だと思

います。また、ＪＣは決して遊びの集団で

はなく、地元や自分たちの子供の将来を

より豊かにするための活動をする団体だ

と思います。

新入会員から見てＪＣってどんなところですか？

間瀬 理子

入会のきっかっけは？

　私は父親の会社で勤めていますが、

社長の娘という立場で悩んだ時期があ

りました。友人に相談しても理解して

もらえず、会社の人には言えませんで

した。そんな時、ＪＣの女性の先輩と話

しをして気持ちを理解していただき本

当に嬉しかったです。同じ境遇の仲間

が欲しい。その仲間達とたくさんの経

験をして、私自身を成長させたいです。

内田 雄介

前浪 李奈

２０代だからこそ！

　２０代というのは、色々なことにチャ

レンジし、自分を成長させていく時期だ

と思っています。多くの人やものに触れ

、たくさんのことを学びます。それが出

来る１つの手段がＪＣです。同じ年代の

方々が集まり、共に成長していける場で

す。私は自分のやりたいこと、興味のあ

ることをＪＣに繋げて活動していきたい

と思っています。 保田 健太郎

仕事との両立は大変ですか？

　青年会議所入会当初は仕事との両立が

出来るか不安もありましたが、限りある

時間をどう使うかという努力が経験とな

り自己成長に繋がっています。まだまだ

学びのある素晴らしい場所だと思ってい

ます。これからも有効的に時間を活用し、

仕事とＪＣを上手く両立させ、頑張って

いこうと思っています。今でも仕事が第

一です！

今野 直紀

仕事との両立は大変ですか？

　私が入会を決意した理由は自分の成

長に繋がると感じたからです。若くし

て挑戦することで得られる沢山のメリ

ットも感じました。自分の成長を感じ

る充実した日々を過ごしています。

榊原 康嗣

ＪＣは何歳まで活動できますか？

　ＪＣは４０才で必ず卒業を迎えます。

それは、やりたくても４０歳になれば

もうやれないということです。僕は１

０年以上ＪＣをやっていますが、それ

だけ多くの経験を積むことができ、そ

れだけ多くの人との出会いがありました

。ぜひ若いうちにＪＣの入会を考えてみ

てください！

 

女性会員として思うことは？

　青年会議所活動は、どう活動をする

のか、どう活躍をしていくのか、そこ

には女性でしか見えない視点はあると

感じています。

男女関係なく 1人の人として、自分が

試される究極の場がこの青年会議所だ

と思います！

熊谷 亮汰

まだ２０代前半ですが大丈夫ですか？

　ＪＣはとても楽しいところです。

事業を行うにあたっての準備では一つ

一つが常に全力で真剣です。けれどそ

こに笑顔が必ずあります。僕はＪＣに

入って何事にも楽しみながら全力で行

うという事を学ばせてもらっています。

曽根 香奈子

Junior Chamber International Handa



半田ＪＣメンバーからのメッセージ

自分の住む美浜町と知多半島をより一層盛り上げたいと思い入会しました。半田ＪＣのメ

ンバーはこの知多を盛り上げようと頑張っています。この人達となら楽しくこの知多をよ

り良い所になると思い半田青年会議所に入会しました 

青年会議所には出向という制度もあり、愛知県はもとより日本中、望めば世界中に仲間を築

くことができます。行動を起こさなければ何も始まりません。青年会議所には無限の可能性

が秘めています。僕も今では多くの仲間が財産となりました。 

JC 青年の船「とうかい号」では、これまでの 45 年間で約 26000 人の青年が乗船しました。

この研修船では、初めて出会った仲間と共に困難に立ち向かい、乗り越えていく力を培い、

人生の糧としていただきます。 

私の住んでいる南知多町は、現在人口も減少し町の活気も無くなりつつあります。ＪＣ活動

の中でたくさんの人々と出逢い、刺激を受け自己啓発し、地域の為に何ができるのか今一度

考えたいと思い入会に至りました。 

ＪＣの魅力！

　もちろん入会できます！ただ入会したて

で、わからない点も多いのですが、青年会

議所で学ぶことは必ず仕事でも活きると思

います。会社も応援してくれていますし、

経験したことを持ち帰ることも必要ですし

、人脈を拡げて営業にも活かしていきたい

と思っています。坂巻 直輝

企業としてのメリットはありますか？

　青年会議所は会員間のビジネスを目的と

した団体ではありませんが、人間関係が築

かれた結果、業種によってはビジネスに、

発展するケースもあります。

大岩 友和

南知多町から入会しました！

　私の住んでいる南知多町は、現在人口も減

少し町の活気も無くなりつつあります。ＪＣ活

動の中でたくさんの人々と出逢い、刺激を受

け自己啓発し、地域の為に何ができるのか今

一度考えたいと思い入会に至りました。

 岩川 文雄

　自分の住む美浜町と知多半島をより一層

盛り上げたいと思い入会しました。半田Ｊ

Ｃのメンバーはこの知多を盛り上げようと

頑張っています。この人達となら楽しくこ

の知多半島をより良い所になると思い半田

青年会議所に入会しました。

美浜町から入会しました！

髙木 正幸

武豊町から入会しました！

　武豊町の団体に入っていたため武豊町の方

との交流はありましたが、他の地域との交流

はあまりありませんでした。その点半田青年

会議所の活動地域は１市５町と広いため、よ

り人脈を広げ、さまざまな人との出会いが自

己成長につながると思い半田青年会議所に入

会しました。

水谷 成利

阿久比町から入会しました！

　阿久比町で住み暮らす中、近隣市町との

繋がり無しには成り立ちません。ＪＣ活動を

通じて、自己啓発し、地元阿久比町の発展

のため糧となる経験や機会が得られると思

います。

杉本 匡彌

東浦町から入会しました！

　私は東浦町民として活動する唯一のメンバー

です。於大の方（徳川家康の母）の生誕地であ

り歴史に恵まれ産業の発展も著しいこの素晴ら

しい地域と住民の未来のために共に活動しまし

ょう！

柿﨑　努

エリア外での活動もありますか？

　青年会議所には出向という制度もあり、愛

知県はもとより日本中、望めば世界中に仲間

を築くことができます。行動を起こさなけれ

ば何も始まりません。青年会議所には無限の

可能性が秘めています。僕も今では多くの仲

間が財産となりました。

伊藤 精崇

出向制度の魅力は何ですか？

　愛知ブロック国際委員会に出向して多くの

海外の方々と交流し、愛知県の魅力（産業技

術や伝統）を発信して愛知のファンづくりを

展開したり、国際的な募金活動を展開したり

して安全な水にアクセスできない方々や地域

を救う活動をしました。出向するとＪＣ内部

だけではなく世界各地の方々と交流し自分の

価値観を高めることができます！ 山本 裕介

とうかい号の魅力や想いを教えてください！

　ＪＣ青年の船「とうかい号」では、これまで

の４５年間で約２６０００人の青年が乗船しま

した。この研修船では、初めて出会った仲間と

共に困難に立ち向かい、乗り越えていく力を培

い、人生の糧としていただきます。

酒井 裕二 

　私は社会勉強のつもりで入会しました。

ＪＣには多種多様なメンバーがいます。

分からない事に対して色々な意見が聞け

るのはＪＣの魅力だと思います。

Junior Chamber International Handa



入会対象者の条件（資格）

入会について

ＪＣに入会するには、以下の条
件が必要です。
・ ２０歳から４０歳までの男女

年会費について 入会後の流れ

年会費 １３０，０００円
年度中途入会者については年会費
を月割とし、入会を承認された月
より当該年度１２月までとなりま
す。

理事会にて承認後、当青年会議所
から通知をさせていただきます。
年会費が納入された後、入会認証
書が伝達され、入会確定となりま
す。

総会

監事

理事長

理事会

直前理事長 顧問

副理事長 専務理事

未来室 地域室

副理事長兼
はんだ山車まつり特別会議 議長

室長 室長
はんだ山車まつり担当 はんだ山車まつり担当

拡大委員会 人財育成委員会
地域愛育成

委員会
総務委員会

委員長 委員長 委員長 委員長

副委員長 副委員長 副委員長 副委員長

幹事 幹事 幹事 幹事

委員 委員 委員

公益社団法人半田青年会議所

創立　　　　１９６５年　　　　　　　　　　会員数　　　　４２名（２０１７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

半田青年会議所　概要

８

：
：

岩橋 知裕 熊谷　亮汰 保田　健太郎 酒井　裕司

大岩　友和

幹事
青木 透

佐藤　俊明 外村　洋平 岩川　文雄

幹事 幹事 幹事 幹事

副委員長副委員長 副委員長 副委員長 副委員長

竹内　泰樹

委員長

◎青木　孝太

加藤　基

◎ 理事（１４名）

委員長

拡大委員会 輝く人財育成委員会

◎髙木　正幸

地域力創造室

専務理事

 ◎戸嶋　一将

副理事長

◎市野　文彦

総会

監事
会員数

広報渉外委員会

委員長
◎古川　恵子

地域の未来創造委員会

理事長

５２名

◎森　久人

◎芳金　秀展

◎榊原　康嗣

総務委員会

委員長

輝ける人財室

理事会

　　◎柿﨑　努　　　◎曽根　香奈子　　　◎加藤　大将

直前理事長

◎榊原　康嗣

常任理事

室長
◎大岩　直人

◎伊藤　精崇

室長

◎今野　直紀
委員長

南川 知美

坂巻 直輝
中村 和浩

森　圭吾

三浦　彰久

青井　大輔
澤田　健司
竹内　徳秀

都筑　友規

柳橋　　健
配川　純一
新美　浩元

加藤　正寛

細川　俊輔

内田 雄介 榊原　雄貴 吉沢　大和 前浪　李奈 間瀬　理子

服部　聡中山　直紀
辻元　隆虎 小栗　慶太

水谷　成利

２０１８年１月現在　正会員５名

　　 ２０１８年度　組織図

２０１８年１月現在　正会員５２名

伊藤　高志

山本　裕介
杉本　匡彌
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公益社団法人半田青年会議所

公益社団法人半田青年会議所 会員紹介

青井　大輔 あおい建設コンサルタント(株） 竹内　徳秀 (株)Ｅｎｇｒａｖｅｒ
青木　孝太 武豊屋(株） 竹内　泰樹 (株)まるは
青木　透 青木透法律事務所 辻元　隆虎 (有)丸十運輸
市野　文彦 (有)イチノ損害保険センター 都筑　友規 (株)創建設計
伊藤　精崇 出亜電気工業(株) 戸嶋　一将 (株)アール不動産
岩川　文雄 (有)岩川製材 中村　和浩 なかむら社労士事務所
岩橋　知裕 (有)めばえ 中山　直紀 (株)ブルーボックス
内田　雄介 (資)松華堂菓子舗 新美　浩元 (株)ロジック
大岩　友和 (有)清和 配川　純一 (株)配川工業
大岩　直人 (株)旭モータース 服部　聡 ときわ調剤薬局
小栗　慶太 中利（株）
柿﨑　努 ジャスモックジャパン(株）

福庭　文吾 (株)エフテック

加藤　大将 (株)心玉
古川　恵子 アイリスペットサロン

加藤　正寛 (有)サロット豊栄コーポレーション
外村　洋平 (株)ホカムラ

加藤　基 アレシーブ(株)
細川　俊輔 アイ・パートナーズ法律事務所

熊谷　亮汰 (有)三宝
前浪　李奈 (株)レントオール半田

今野　直紀 リネックス
間瀬　理子 みつまる自動車(株)

酒井　裕司 東海インポートサービス(有)
三浦　彰久 入海神社

榊原　康嗣 榊原司法書士事務所
南川　知美 Ａｔｅｌｉｅｒ　ＣＯＬＯＲＦＵＬ

榊原　雄貴 プラスアルファ薬局
水谷　成利 水谷成利司法書士事務所

坂巻　直輝 (株)ＪＴＢ中部団体旅行
森　圭吾 森保険事務所

佐藤　俊明 ＤＵＲＡＳ
森　久人 (有)半田精糧

澤田　健司 (株)七番組
保田　健太郎 Ｙ．ＴＲＵＳＴ

杉本　匡彌 ソニー生命保険（株）
柳橋　健 古川一也公認会計士事務所
山本　裕介 オグラ電工

曽根　香奈子 (株)武田工業所 芳金　秀展 (同)タウンデザイン
髙木　正幸 髙木税理士事務所 吉沢　大和 六光スタジオ

Junior Chamber International Handa



半田青年会議所の活動内容

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                            総会                                       

半田ＪＣのことをもっと知りたい！

【理事会】

毎月１回、理事役員メンバーが集まる

会議です。事業計画が協議、審議され

た後、事業が実施されます。

【青少年事業】

家庭、学校、地域が協力し、他人のた

めに積極的に行動できる人財を育成す

ることを目的に開催しました。

関係諸団体の皆様をお招きしての新年会です。

１年間の活動指針を報告します。

【新春賀詞交歓会】

関係諸団体の皆様をお招きしての新年

会です。１年間の活動指針を報告しま

す。

【例会】 【卒業式】

【資質向上セミナー】

青年経済人としてのスキルアップを図

るため、講師を招いての講演会や勉強

会を開催します。

【委員会】

毎月１回、委員会メンバーが集まり会

議を行います。各委員会では事業の企

画を練り上げます。

【とうかい号】

東海４県から一般乗船者を募集しＪＣ

メンバーとともに航海に出ます。乗船

中は様々な研修が受けられ、貴重な体

験ができる事業です。

毎月１回開催され、全メンバーが集ま

ります。各委員会がテーマに基づいた

勉強会や事業を開催します。

４０歳を超えた１２月に卒業になりま

す。現役メンバーが盛大に卒業生を送

り出します。

【日本ＪＣ三大事業】

京都会議、サマーコンファレンス、全

国大会があります。全国のＪＣメンバ

ーが一堂に集い、セミナーや式典に参

加します。

FAX：０５６９－２１－４４５４
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入会条件・入会説明会 

 

対象 

満２０歳以上４０歳未満の品格ある青年 

 

推薦人 

理事を含む正会員 2名以上 

 

入会説明会（研修講座） 

受付期間 

２０１８年１月１日（月）～２０１８年１２月３１日（月） 

 

書類 

入会説明会参加申込書 1通 

 

【日時】 

第１回入会説明会 ２０１８年０２月２３日（金） 

第２回入会説明会 ２０１８年０４月２４日（火） 

第３回入会説明会 ２０１８年０６月２８日（木） 

第４回入会説明会 ２０１８年０８月２９日（水） 

第５回入会説明会 ２０１８年１０月２２日（月） 

 

【時間】：２０：００～２１：００（１９：３０受付開始） 

 

※研修講座終了後懇親会あり(懇親会費別途必要) 

時間：２１：００～２２：３０頃 

 

【服装】：スーツ 

 

【実施場所】：中国料理 テラス 

〒４７５－０９２５ 

愛知県半田市宮本町６－２１３－４  ＴＥＬ０５６９－２３－８８９１ 

 

 

 



入会申し込み概要 

 

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 調査票 １通 

身分証明書（役所にて発行するもの）１通 カラー写真（５㎝×５㎝）１枚とデータ 

 

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。 

通知を受けた方は指定期間までに、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、入会認定書が伝達され、入会確定となります。 

 

年会費 

１３万円（入会が承認された月から残りの年度期間で月割） 

 

問い合わせ先 

公益社団法人 半田青年会議所 事務局 

〒475-0887 半田市御幸町 1番地（知多繊維会館３F） 

TEL 0569-21-7105 

FAX 0569-21-4454 

E-mail info@handajc.or.jp 

受付時間 10：00～12：00・13：30～15：00（土日・祝日休み） 

会員拡大担当：芳金 秀展 

携帯 090-5606-9994 

 


