卒 業 生 挨 拶 新入会員紹介
青年会議
所は、４０
歳を迎える
と卒業しな
ければなり
ません。そ
の限られた時間の中で毎年必ず
変わる様々な役職を通じ沢山の
経験を積んでいきます。多くの
時間を青年会議所活動に使って
きましたが、その分、青年会議
所活動を通じ多くの出会いを与
えてくれ、自分自身を成長させ
てくれました。
青年会議所に入会していなけ
れば、自分自身の人生の価値は
違っていたでしょう。
今後は、現役会員の活躍を見
守りながら、自分自身は青年会
議所活動で得た経験を次のステ
ージで活かしてていきたいと思
います。
今まで、お世話になりました
方々に厚く御礼申し上げます。

中 川 隆 太
2020年度入会
年齢:37才
勤務先
㈲岡野製パン所

青年会議所に入会したきっかけ
同級生が入会していたこともあ
り青年会議所に興味を持ちまし
た。４０歳までしか活動できな
い事を知り同級生と何かを一緒
になって活動するのもこのタイ
ミングが最後かもしれないと思
い入会を決めました。
今後の抱負
４０歳までしっかり辞めずに青
年会議所を卒業し、自己成長に
つなげていきたいです。
ＳＤＧSアクション
入会するまでＳＤＧSの事を、
全く知らなかったのですが、こ
れからは「目標２飢餓をゼロに」
について考えていきたいです。

中川隆太

大橋建彦

村上佑太

村上陽祐

宮本涼平

矢吹真誉
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新理事長挨拶
謹んで新
春のお慶び
申し上げま
す 。長年に
わたり私ど
もの活動に
対し皆様には多くのご支援、ご
協力を賜りまして厚く御礼申し
上げます。
本年度、『ｔｈａｎｋ ｙｏｕ
～感謝の連鎖～』をスローガン
に掲げ、私たちが学び成長させ
てもらった因島へ改めて感謝し、
地域のために会員が一丸となり
未来を見据えた持続可能なまち
づくりを展開して参りたいと存
じます。先輩諸氏が創りあげて
きた因島を私たちが受け継ぎ、
次世代を担う子供たちへ継承し
ていくために、地域と一体とな
り活動していく所存であります
ので、皆様方には一層のご支援
ご鞭撻をお願い申し上げ年頭の
ご挨拶とさせて頂きます。

因南中で講話
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QRコードを
スキャンしてCHECK!!

その他の活動報告について

気になる方は、
こちらまで連絡をお願いします。
ご説明に伺います !!

■紙、
プラスチック、
ガラス
アルミをリサイクルしよ
う！
■古い電気機器を使ってい
たら省エネ型に取り替え
よう！
■生鮮品や残り物を食べき
れない時は早めに冷凍し
よう！

■必要ない時は、パソコン
・テレビを消して電気を
節約しよう！
■オンライン検索すると持
続可能で環境にやさしい
取り組みをしている企業
があるよ。そういう製品
を買うようにしよう！

「因島青年会議所」
と検索していただくと、
因島青年会議所公式ホームページ・公式 Facebook ページ
インスタグラムがご覧になれます。
活動報告等掲載していますので閲覧してください！あわせて、
いいね！フォローもお願いします！

TEL（0845）
22-6116

e-mail:insei@mx4.tiki.ne.jp

●多くの知り合いが出来ます！
●統率力や指導力が身につきます！
●様々な面で表現力が身につきます！
●会議の進め方や方法が習得出来ます！
●地域社会に対して貢献出来ます！
●沢山のＯＢ会員の方と知り合えます！

明るい豊かな社会を築き上げるために
ひとづくりを行いながら
まちづくりを行う団体です。
２０歳～40歳の若いメンバーで構成
されています。

■買い物は地元で！地域の
企業を支援すれば雇用が
守られる！
■
「訳あり品」
を買おう！
その多くは大きさや形が
規格に合わないだけ！
■使わない物は寄付しよう!
■マイバッグを持ち歩いて
レジ袋を無駄に使わない !

青年会議所に入会すると

青年会議所（ＪＣ）とは
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家の外でできること
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レベル

家の中でできること
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ソファで
寝たままできること

レベル

相方佑斗

消毒液の寄付

誰にでもできる、
ＳＤＧｓアクション‼

私たちと一緒に楽しく活動してみませんか？
因島または、
その近郊に在住、
勤務されている
20 ～ 40 歳までの方を大募集しています。

誰ひとり取り残さない――。
２０１５年に国連で採択され
た持続可能な開発目標
「ＳＤＧS
（エスディージーズ）
」
の理念です。
「貧困をなくそう」など上記の
アイコンで示した１７のゴール
を掲げ２０３０年までに持続可
能な未来を達成することを目指
し、因島青年会議所もこれから
まちづくりにＳＤＧSを積極的
に取り入れていきます。
最近、テレビなどでＳＤＧS
という言葉を耳にしたり、印象
的なカラフルなドーナツ形のバ
ッチを付けている人を目にする
事があるのではないでしょうか。
青年会議所においても、２０
１９年全国でＳＤＧSを推進す
ることを宣言し、日本で最もＳ
ＤＧSに取り組む団体を目指し
ています。
まずは、一人ひとりが未来の
ために出来ることを今、考える
ことが、誰ひとり取り残さない
社会の実現へ向けての第一歩に
なるのでは――。

未来を担う子供達へ。
私達が出来る事を考えてみませんか？

村上貴映

２０２０年９月２５日
（金）
、
２０２０年６月初旬、子供た
ちが安心して学校に通う事が出 尾道市立因島南中学校に因島青
来る様、新型コロナウイルス感 年会議所会員６人で訪問し、同
染症の感染拡大の防止を目的に、 中２年生を対象に、職業人とし
因島・瀬戸田地区の小・中学校 ての生き方、考え方、やりがい
及び因島高校に消毒液の寄付を をテーマに講話を行いました。
参加した会員にとっても改め
行いました。
て仕事について考える良い機会
になりました。

因島青年会議所は、持続可能な開発目標
（ＳＤＧｓ）を推進しています。
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私達が因島を明るく楽しい
まちにします‼

のせいで
コロナウイルス
いく
顔が奪われて
こどもたちの笑

いろんな
イベントが
中止に
なっていく・・
・

感染症対策
も
ばっちり！！
こどもたちに
良い思い出が
作れて良かった。

▲

こんな例会もやりました！ Pick
２月例会では
UP!!
講師に、むかいしまseeds代表理事青山修也様

をお招きし「ローカルなまちづくりの手法」を
テーマにご講演頂きました。

６月例会では
トレーナーに嶋田萌菜様をお招きし、
「ヨガ」を
行いました。

10月例会では
聞く・考える・話す・書くをテーマに
即興・調査２種類のディベートを行いました。

WEB例会の実施

２０２０年９月１８日（金）
、
ホテルいんのしまにて、９月例
会を開催いたしました。
講師として、しまさとデザイ
ン「たくま商店」代表岡野賢吾
様をお招きして「地域資源を活
かしたまちづくりの手法」をテ
ーマにご講演いただきました。
講演内で印象深かったのは、
賛同する方々を増やすことで、
まちづくり活動自体が大きくな
り持続することができる。その
ためには『動機の純粋性』が重
要であるということでした。
また、エリアによりターゲッ
ト（客層）を絞りまちづくりの
コンセプトを示すことで因島の
地域資源を活かしたまちづくり
につなげることが出来るという
ことでした。
我々因島青年会議所も会員が
減少している中で自分たちだけ

の力ではなく、地域との連携し
たまちづくり活動の模索も必要
だと改めて気づくことができ、
今まで気がつかなかった因島の
良さを再認識すると共に、今後
のまちづくりへの更なる意識の
向上につながりました。

地域資源を活かしたまちづくり

▲

症の影響もあり、一時は２０２
０年度全ての対外的な事業の実
施を断念せざるを得ない状況で
した。
そのような状況でしたが、コ
ロナ禍でも行える安全な企画と
して本事業の計画を行い実施に
至りました。
事業終了後に参加した子供た
ちが笑顔で「ありがとう」と言
いながら窓を開け手を振って帰
る姿を見て、当たり前が当たり
前ではなくなった状況であって
も、特別な体験を通じて家族と
の思い出を作って貰えた事に、
喜びを感じる事が出来ました。
青年会議所活動は明るい豊か
なまちづくりが目的ですが、そ
れは我々だけではなく地域の方
々の支えや応援があってこそ実
現可能である事を本事業を通じ
て再確認する事が出来ました。

ドライブイン方式でポップコーンなどを提供

事業を終えて

巨大スクリーンの設置

本事業は、新型コロナウイル
ス感染対策の為、参加者同士の
接触を避けて行いましたが、同
じ場所で同じものを見て特別な
体験を共有することで連帯感が
生まれ、当日は生憎の雨だった
ことで、より記憶に刻み込まれ
たのではないかと思います。
どのような状況でも、諦める
ことなく出来ることを考え、一
人で難しければ数人、一団体で
難しければ、複数の団体を巻き
込み、実行していくことの必要
性を感じる機会となりました。
担当委員長 村上 陽祐

飾らない姿で講演する講師の岡野賢吾氏

▲

自らが率先してまちづくり、人づくりを行う20～40歳の青年の団体です。

青年会議所とは

子供達に思い出を
星空映画館登場︒

ドライブインシアターが
上映されるまで

初代理事長
題字
感染拡
大した
どうす ら
る？
今年

が
何か出来ること
ず
あるは
？
イルミネーション

２０２０年11月２２日
（日）
、
尾道市立因北小学校グラウンド
「Ｄｒｉｖｅ inの島フ
にて、
ェス２０２０」と題し、ドライ
ブインシアターの上映、ドライ
ブイン形式でポップコーンやお
菓子の提供を行いました。
当日は、定員台数である車両
７０台、約３００名の地域の方
々にご参加頂き大盛況の元、開
催する事が出来ました。
開催にあたり協賛を地域の団
体・企業に頂き、因島ロータリ
ークラブの方々にお菓子の提供
・田熊商工振興会の方々にはポ
ップコーンの提供を頂きました。
地域の方々の多大なるご支援と
ご協力により本事業が開催出来
ました事を厚く御礼申し上げま
す。
本事業を開催するにあたり、
年当初は、昨年行ったキッズワ
ークチャレンジを更に規模の拡
大・参加企業の拡大を行い実施
する計画でした。しかしながら、
昨年２月頃から全国的に感染拡
大した新型コロナウイルス感染

ドライブインシアターの上映
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「いんのしま」
明るい豊かなまち りそうだ！！
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方が良 もしない
いので
は？
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