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青年会議所について



小金井青年会議所の取り組み

   

現役メンバーの声



あなたも小金井青年会議所の活動に
参加してみませんか？

  

理事長挨拶

 

入会について︑
＆ ︑お問い合わせ

Q

A

青年会議所とは？

小金井青年会議所の取り組み

40歳までの青年経済人の団体です。現在日本には692の地域に青年会議所があり、約

り組み、広域的に関係を築き発展させるための取り組み等、様々な活動を行っています。

青年会議所（ＪＣ）とは、
「明るい豊かな社会」の実現を理想とする、志の高い20歳から

小金井青年会議所は、地域の発展のための取り組み、メンバー自身が成長するための取

33,000人の会員が所属しています。小金井青年会議所は、1974年に設立され、より良いま
ちを作るために、メンバーの資質・能力の向上のために、それぞれの個性を活かしながら
様々な活動に取り組んでいます。また国際青年会議所（ＪＣＩ）の一員として各国の青年会
※ ２０２０年1月1日現在

1 青少年事業

※ JCI＝Junior Chamber International＝世界の青年会議所

子育て支援団体と参加者の交流を図

議所と連携し、世界を舞台に活動を展開しています。

ボルダリングでスポーツの
楽しさを体験！

地域の子育て支援団体の活動紹介や

※ JC＝Junior Chamber＝青年会議所

親子で楽しく参加してくれました。

るキッズ・カーニバルKOGANEIや、小
金井市内外の子どもたちが、楽しく遊
べる場を提供する小金井なかよし市
民まつりでのイベント部門出展などの
事業を展開しています。子どもたちが
健やかに育ち、子育てに関わる人々が
交流・活躍できる場を提供するべく活
動しています。

子育て支援団体、
学生と共に設営しました。

災害発生時の行動の優先順位を検討しました。

POINT!

JC三信条

2 地域の課題解決

小金井市が抱える課題を調査・研究し、

01

解決するための事業を企画・実施してい

修練

ます。事業を行っていく中で、地域や人

02

青年会議所（ＪＣ）
では、
「明るい豊か

とのかかわり方、問題解決に必要な思考

奉仕

な社会」の実現のため、行動理念と

が身に付きます。

して三信条を掲げています。
三信条とは「個人の修練（Training）」
「 社会への奉仕（Service）」
「世界との友情
（Friendship）」
です。

03

友情

地域課題について専門家から話を伺います。

有事の際に何ができるかディスカッションしました。

大人数の前でプレゼンテーション！

3 リーダーシップトレーニング
青年会議所は1年ごとに役職が変わる組織で様々な
役割を経験することができます。それぞれの立場で
課題に取り組むことで組織をまとめていくリーダー
シップを学びます。

現役メンバーの声
MERIT01

「 地域との関わり 」

市長や市政に関わる人と
直接話せる機会が増えた！
普段知り合えない
地域の専門家と
つながりができた！

事業に参加してくれた
子どもたちを笑顔にする
ことができた！

毎年所属する委員会と役職が
変わります。

異なる意見をまとめてより良い解決策を提案する方法を学びます。

COMMUNITY
MERIT02

4 小金井を越えた活動の拡がり

facebookの友達が
500 人増えた！

小金井青年会議所の活動の拠点は小金井市ですが、地域での取り組みだけでなく東
京、日本、世界へと活動の場を広げることで新たな仲間との交流が生まれます。地域を

小金井青年会議所 都市ごと、あるいは市区町村が集
まった形で組織され、すべての会
員はLOMに所属します。

MERIT03

FRIENDSHIP

「 仕事の広がり 」

LOM

NOM

青年会議所の活動を通じて
全国に仲間や友達ができた！
生涯の伴侶に
出会えた！

越えて関係を築き、共通の課題を解決することで大きく成長することができます。

BLOC

「 仲間とのつながり 」

JCI

東京ブロック協議会

日本青年会議所

国際青年会議所

東京都内に拠点を置く24の青
年会議 所の集合 体である東
京ブロック協議会。委員会や
事業に参加することで都内の
多くのメンバーと知り合うこと
ができます。

全国的運営の総合調整をする
日本青年会議所、首都圏の広
域的な課題に取り組む関東地
区協議会など、全国的な組織
でより大きな課題に取り組む
ことができます。

アメリカ・ミズーリ州セントルイス
で生まれた青年会議所の運動は
世界117か国に広がり、約16万人
の会員が所属しています。活動
の仕方次第で世界中の青年会議
所メンバーとつながることができ
ます。

専門的な法律や税務相談に
乗ってもらえた！
東京中に知り合いができて
問い合わせが来るようになった！
メンバーの紹介で開業時より
仕事が10倍に増えた！

BUSINESS

メンバー紹介

メンバー紹介

山城 裕路
やましろ

村上 果優

ひろみち

むらかみ

さん

かゆう

さん

山城製作所 ／ 金属加工
( 機械の設計や製造をしています )

桜天然酵母パンびおりーのオーナー
／ 天然酵母パン職人＆シェフ

青年会議所に入ったころの
ご自身の状況を教えてください。

お店を持つまでの
経緯を教えてもらえますか？

2012年に家業を継ぐため、前職を
退職して愛知県から東京に戻りまし
た。経営の相談をできる人が周りに
いませんでしたが、地域の経営者が
集まる交流会で青年会議所のメンバ
ーと知り合いになり、一度事業を見
学して入会しました。

在籍期間が長いですが、

る
しめ が
び
で楽
最も影響を受けた人について教えてください。
親子 んな遊 ー！
いろ ますよ
あり
私よりも1か月早く入会したメンバーがとても気さくで顔の広い

方で、歴史や文化にも詳しく、沢山のことを学びました。ほぼ同
じ時期の入会でしたが、常に先を走っていて、青年会議所だけ
に止まらず、人との関わり方、関係性の作り方を教えてもらいま
した。気がつくと地域や同業種、異業種の仲間が増え、少し前の
自分ではできなかったようなスケールの大きなことが、できるよ
うになっていました。

これからどのように活動していきたいですか？
社会全体が目まぐるしく変化する中で、青年会議所に求められることも変わってきて
いるように思います。これまでの常識にとらわれず、変化に柔軟に対応していきたい
です。10年か20年後に振り返ったとき、今取り組んでいることが、新しい社会を形
作る活動になっていれば良いなと思います。

最後に、これから入会を考えている方に
一言お願いします。
青年会議所で活動していくと、何でも相談できる
仲間が爆発的に増えます。ぜひメンバーを使い倒
してもらって、仕事やプライベートに活かしてく
ださい！

10年間専業主婦として3人の子どもを
育ててきましたが、パン作りに目覚め、
多くの方に桜の酵母を使ったパンの素
晴らしさを伝えたいと思うようになり
ました。自分のお店を持つことを前提
にシェアキッチン等での販売をスター
トし、経験を積んだ後、2019年3月に
「桜天然酵母パン びおりーの」として
念願のお店をオープンしました。

毎日朝４時から
頑張ってます！

青年会議所をどのようにして知りましたか？
たまたま青年会議所メンバーのお店に入ったことがきっかけで、
お客さんとしてきていた青年会議所の先輩から地域団体につい
て教えてもらいました。先に他の地域団体に入ってみると、青年
会議所のメンバーも多く在籍していて、皆楽しみながら地域活
動をしていて魅力的だと思いました。

青年会議所に入ってみてどうでしたか？
自分の事業にも活かせる学びがたくさん得られそうだと思い入会しましたが、今は自
分の事業や家庭から気持ちを切り替えられるリラックスできる場所になりました。ま
た、先輩経営者が仕事の悩み相談にのってくれることもあり、様々な業種の人がいて
お話をしていると世界が広がります。

メンバーとは仕事でのつながりもあるそうですね。
お店の営業ツールを作る時に相談に乗ってもらったのも
青年会議所の先輩で、その後看板・名刺・リーフレット
の作成・HPデザイン等もしてくれています。信頼関係が
できているので仕事もスムーズに運びます。1周年の記
念動画も作ってもらい、お店も軌道に乗ってきました。

Memberʼ s Introduction

メンバー紹介

メンバー紹介

中村 文亮
なかむら

吉田 晶子

ふみあき

よしだ

さん

あきこ

さん

株式会社 誠
／ 整体 整骨院 エステサロン運営

行政書士久保晶子事務所 所長
／ 行政書士

青年会議所活動で
印象に残っている年はいつですか？

青年会議所に入会した経緯を
教えてください。

2018年にはじめて委員長という職
についた年です。事業のノウハウを
学ぶことができました。自分自身で
できることは少ないと感じたので、
メンバーが参加し易い環境を整え
て、メンバーに寄り添うようにしま
した。仲間とのコミュニケーション
を図る中で、まわりのメンバーが積極的に動いてくれるようになりました。自分だ
けではできなかったことも委員会メンバーと協力して作業を行うことで、大きな事
業を成し遂げられました。

24歳の時に行政書士事務所を開業し、
社会人としての経験も未熟な中、同業
の先輩から青年会議所の存在を教えて
もらいました。様々な職業の方が地域
のために活動している様子を見て、
「楽
しそう」「地域でのつながりをつくりた
い」と思い入会しました。

学んだことは仕事に活かせていますか？
会社をスタートさせた当初は、施術だけではなく経理や広報活動、経営といった業務
を全て一人で行っていました。青年会議所で学んだことを活かして、職場の仲間を信
頼し、業務を少しずつまかせるようにして、
自分自身の時間を作ることができました。
できた時間で新しい営業先を探したり、経
営の勉強をしたりと、経営者として自分にし
かできないことに集中した結果、業績が伸
び、5店舗を運営するまで会社を成長させる
ことができました。

子育てのため2011年に一度退会しました。退会してからも、メンバーが気にかけてくれ、
「早く復帰して」と誘ってくれたので、38歳のときに再入会しました。今年40歳となり卒業し
ますが、限られた貴重な時間を有意義に楽しく過ごせているので、再入会して本当に良か
ったと思っています。
食道

退会の前後で青年会議所の印象は変わりましたか？

楽の

旅！

私が退会した当時はまだありませんでしたが、出産や育
児のための休会制度がつくられ、子育てをする人が柔軟
に活動できるようになったと思います。女性メンバーも
増え、子育てに積極的で家庭を大切にする男性メンバー
が多くなり、メンバーの意識が変わったと思います。

家庭と仕事と青年会議所活動のバランスをどのように取っていますか？

信頼関係を築くコツを教えてください。
一緒に
金
箔
ア
イ
スを食べる
仲間を探してお
ります

とにかく時間を共有することだと思います。青年会議所
で事業を企画・実施する場合でも、仕事の場合でも、事
業や仕事の話だけにならないようにしています。ちょっ
とした雑談や、仕事や会議が終わった後の懇親会の時間
を大事にして、同じ時間を積み重ねていく中で信頼関係
が深まっていきます。一度できた関係は途切れることな
く、仕事の仲間としても、友人としても一生の財産にな
ると思います。

一度退会されたそうですね。

！
！

家事・子育てと仕事の両立自体が大変ですが、そこに青年会議所活動が加わるとどうして
も時間が足りなくなります。その都度、物事に優先順位を付けてやりくりしています。子ど
もに悩み事があるときは仕事の手を止めて話を聞いたり、青年会議所が忙しいときは家
事を手抜きしたり。でも、毎日忙しくても、学生時代の
部活のように楽しくメンバーと地域活動に取り組んで
いるときは、
「母親」でも「行政書士」でもない自分
に戻れて、自分の時間を生きている感じがするので、
大変でも頑張ろうという気持ちになります。
Memberʼ s Introduction

あなたも小金井青年会議所の活 動に
参加してみませんか？

小金井青年会議所は明るい豊かな社会を築くため、より良い小金井の「まちづくり」
「ひと
づくり」を目指して活動している、２０〜４０歳の青年経済人の集まりです。今、私たちは積
極的に行動できる人を必要としています。小金井で一緒に活動してくれる仲間を広く募集し
ています！

未 来のリーダーを目 指して！

青年会議所でのさまざまな実践的トレーニングを経験したメンバーの活動分野は幅広く、
OBも含め各界で社会に貢献しています。たとえば国会議員、企業経営者、芸術家など多
数の人材を排出、日本のリーダーとして活躍中です｡
小金井青年会議所の取り組み

１.青少年事業

子どもと子育てに関わる人の活躍をサポート！

�.地域の課題解決

より良いまちを一緒に作ろう！

３.リーダーシップトレーニング

４.小金井を越えた活動

まだ見ぬ自分の可能性を見出そう！

東京、日本、世界に仲間を増やそう！

地 域の仲 間と、明るい豊 かな社 会のために

青年会議所がどんな活動をしているか、一度見てみてください。小金井で活躍の場を拡げ
たいと思っている方、ご自身の生業を大きくしたいと思っている方には、得られるものがあ
るはずです。見学は基本的に無料です。
今、私たちは積極的に行動できる青年を必要としています。ぜひ一度小金井青年会議所の
事業にお越しください。

小金井青年会議所

理事長挨拶

自己紹介

小金井市本町で司法書士業を営んでいる３７歳です。妻と長女、
そしてミニチュアシュナウザーの♂と小金井市中町に住んでいま
す。趣味は読書、ゴルフ、野球です。小金井青年会議所内の草野
球チームに所属し、ピッチャーをしています。30球しか投げるこ
とができないので、ガラスのエースと呼ばれています。

小金井青年会議所に入会して

第47代理事長

杉山 均
すぎやま

ひとし

2011年に小金井青年会議所に入会しました。当時勤務していた司法書士事務所を退職し
独立して間もないころに小金井青年会議所の事業に参加したことがきっかけで入会を決意
しました。最初は右も左も分からず、若かったこともあり、生意気だったかもしれません。
それでもたくさんの仲間や優しい先輩方に支えられ教えられ、仕事と青年会議所の活動
を両立させてここまで歩みを止めることなく進んでくることができました。本当に感謝して
います。

地元出身でなくても、受け入れてもらえた

元々小金井市の出身ではない私は、小金井市に知り合いも友人も仲間も先輩も後輩もいま
せんでした。今ではたくさんの友人、仲間、頼れる先輩、頼もしい後輩ができました。何よ
り、自分の仕事や経営に関して気軽に相談でき、尊敬できる身近な存在ができたことが嬉
しかったです。

これからの小金井青年会議所

本年度の小金井青年会議所は、メンバーが仕事や家庭に誠
実に向き合い、他者にも地域にも良い影響を与えることが
できるように成長してもらいたいと考えています。また、これ
までにネットワークを築いてきた小金井市の関係諸団体と
協働し、小金井市が誇りを持ってもらえるようなまちになる
ことを目指して活動していきます。これからの小金井青年会
議所にぜひ期待してください。

メンバー一同あなたの参加をお待ちしております

小金井青年会議所には多種多様な人材が在籍しています。会社経営者、飲食店経営者、弁
護士、税理士、司法書士、地元農家、不動産業、小金井市議会議員、団体職員等、本当に
たくさんのメンバーがいます。
私ももちろんそうですが、この小金井青年会議所に所属している全てのメンバーは、自分達
が住み暮らすこの小金井市を、よりよいまちにしたいと考えて活動をしています。
一度、小金井青年会議所の事業やセミナーにお越し頂き、小金井青年会議所の雰囲気を
肌で感じてみてください。必ずいいなと思って頂けるはずです。

2020年5 月20 発行
（仮）小金井青年会議所

入会までの流れ
1

青年会議所の事業を見学する

2

青年会議所の説明を聞く

3

入会申込書を提出する

4

入会オリエンテーションを受ける

※入会資格：２０歳から４０歳までの品格ある青年であること。
※入会金及び年会費：入会金1万円。年会費 12万円。

Q&A

Q 月にどれくらい活動していますか？
A 毎月事業が１回、所属委員会での会議が1〜２回あります。

Q どうしても仕事が忙しく、参加が難しい時はどうすれば良いですか？
A もちろん仕事を優先してください。参加できる時は事業・懇親会を通じて、
ぜひ多くのメンバーと情報交換をしてみてください。

Q 小金井市に住んでいませんが、大丈夫ですか？
A もちろん大丈夫です。住まいが小金井市以外の人も活動しています。
Q 会社員でも入会できますか？

A もちろん入会できます。いろいろな職種の人が活動しているので、
入会後は他業種の話を聞くこともできます。

お問い合わせ

小金井青年会議所事務局
Mail | mail@koganeijc.com
HP | http://koganeijc.com/

HP

Facebook

