初代理事長

﹁未来郵便ポスト２０２１﹂

題字

リモート講演会・会議の取り組みの推進

▲

▲

一般社団法人因島青年会議所
では、一昨年からの新型コロナ
ウィルス感染拡大の防止に配慮
した運営に取り組んでいます。
インターネットを利用したリ
モート会議を導入しコミュニケ
ーションを図ることによって、
緊急事態宣言・まん延防止等重
点措置が発令された状況でも歩
みを止めることなく直接の集合
を避け、これまで同様の活動を
行っています。
また、これまで因島青年会議
所では現地で講師が直接話す講
演しか実施していませんでした
が、新型コロナウィルス感染拡
大の予防に配慮して１０月例会
行事『オンラインでの自分の表
現法』では現地開催とリモート
開催の中間の形式として、カメ
ラとプロジェクターを使用して
会場参加者に講師が遠方からリ
モートで講演を行いました。
こうした形式によって講演を
行うことにより移動の制限の要
請に対応するとともに、距離に
かかわりなくこれまで以上に広
い地域からより良い講師に講演
いただくことができるようにな
りました。

▲

▲

▲

国際ソロプチミスト因島様・国
際ソロプチミストしまなみ様、
からご協賛を賜り多大なるご支
援とご協力により本事業が開催
できました事を厚く御礼申し上
げます。
『未来郵便ポスト２０２１』
実施に当たっては、新型コロナ
ウィルスの感染予防に配慮し検
温チェック、マスク着用、三密
を回避するなどの基本的な対策
行い安全な実施いたしました。
事業では、子どもたちがハガキ
に「大人になったら、何になり
たい？」「今、がんばっている
ことは？」「１０年後の自分に
メッセージを書こう！」といっ
たテーマで文章を書き順番に未
来郵便ポストに投函していきま
した。
その後、子どもたちの１０年
後の未来へ願い込めてバルーン
リリースをいたしました。
事業の中で会場にて「今日の
イベントが楽しかった人？」と
尋ねると子どもたちから「ハイ」
と元気な答えが返ってきました、
当日は天候にも恵まれ秋の空
高く風船が青空に舞い上がって
いく様子を子供たちが見て喜ん
でいる姿が印象深い事業となり
ました。
地域の将来を担う子どもたち
はまさに地域の宝と呼べる存在
です、本事業が地域の方々の支
えや応援をいただき困難の中で
も実行出来た事は素晴らしい機
会となりました。

▲

一部会員リモート参加での例会行事

２０２１年１１月２９日
（月）
、
因島北認定こども園、因島南認
定こども園、重井学園、西浦保
育所にて、『 未 来 郵 便 ポ ス ト ２
０２１』と題し、新型コロナウ
ィルスの感染拡大によりお祭り
やお出かけといったイベントの
少ない因島の子どもたちに、笑
顔になれる特別な機会を提供し
ワクワクした気持ちになっても
らいたいと考え、子どもたちに
１０年後の自分にハガキを書い
てもらう「未来郵便ポスト２０
２１」を実施いたしました。
当日は、約２００名の子ども
たちと各園の先生方にご参加頂
き大盛況の下、『未来郵便ポス
ト２０２１』を開催すること事
が出来ました。
開催にあたり地域の団体であ
る、因島ロータリークラブ様・
尾道因島ライオンズクラブ様・

▲

緊急事態宣言時のリモート実施の総会

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

遠隔地の講師による講演会
（講師）

遠隔地の講師による講演会
（会場）
因島南認定こども園でのバルーンリリース

▲

中川隆太委員長による趣旨説明
西浦保育所でのバルーンリリース

375

年後の自分にメッセージを！
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すけ
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2021年度入会
年 齢:35才
勤務先:㈲柏原工業

青年会議所に入会したきっかけ
会員の方からお誘いを受けた
のがきっかけでした。
その時点では仕事が忙しく入会
を迷っていたのですが、コロナ
禍で交流が減る中でコミュニテ
ィの重要性を再認識し幅広い人
脈を作ろうと思い入会致しまし
た。
今後の抱負
コロナ禍という特殊な状況は
前向きに考えれば変革の好機に
なると思っています。
JCでの活動をきっかけに仕
事もプライベートも今までとは
違う切り口で充実したものにし
ていきたいです。

中川隆太

大橋建彦

村上佑太

平平
宮本涼平

柏柏柏柏柏柏原圭佑
柏

矢吹真誉

濱岡謙次

岡野邦治

村村上貴映
村

弓場一輝

村上陽祐

毛毛利勇介
毛

窪田恵介

インスタグラム

FACEBOOK

ホームページ

新入会員紹介
柏 原 圭 佑
かし

卒業者挨拶
串畑佑樹

入会
人財育成委員会 委員長
因島の魅力発信委員会 委員長
副理事長
理事長
卒業

２０１１年に入会し１０年間
大変お世話になりました。
青年会議所活動を振り返って
みて思うことは、活動中は色々
と大変なことがたくさんありま
したが、卒業までやって良かっ
たと思いますし、それ以上に尊
敬できる先輩方や後輩と共に同
じ時間を共有し、多くの経験を
させていただいた事は、私の大
きな財産となりました。
今後は、青年会議所活動で培
った経験を活かし社会に少しで
も還元できるように取り組んで
まいります。
本当に今までありがとうござ
いました。

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。

青年会議所に入会すると

青年会議所（ＪＣ）とは

卒業者プロフィール

新理事長挨拶
謹んで新
年のお慶び
を申し上げ
ます。
未だにコ
ロナウィル
スによる影響が続いております。
しかしながら自分たちの暮ら
す地域に「明るい豊かな社会」
を築き上げることを目指す我々
の団体が、こうした困難の中で
も挫けず運動を継続できている
のはひとえに地域の皆様のお支
えあってのことであり、改めて
感謝申し上げます。
本年は「前進あるのみ～輝く
未来を切り拓こう～」をスロー
ガンに、暗くふさぎ込みがちな
今の時代であるからこそ、この
街に求められている街づくりの
運動を常に前向きに展開してい
きます。
そして本年こそコロナ禍が過
ぎ去ることを祈念いたしまして、
ご挨拶とさせていただきます。

「因島の未来をともに作りましょう!!」

QRコードを
スキャンしてCHECK!!

「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！

その他の活動報告について

前理事長お礼の言葉
平素は私
ども一般社
団法人因島
青年会議所
の運動・活
動に深いご
理解とご協力を賜り、心より感
謝申し上げます。
昨年もコロナ禍での活動とな
りましたが、スローガンである
「Ｔｈａｎｋ Ｙｏｕ～感謝の
連鎖～」のもと故郷である因島
への感謝の思いを軸に多くの事
業を行い邁進して参りました。
その中でも１１月に行なった
園児たちを対象とした事業「未
来郵便ポスト２０２１」が無事
に開催でき、子どもたちのたく
さんの笑顔を見ることで、青年
会議所での活動の大切さを実感
するとともに、多くの事を学ぶ
事ができた一年となりました。
色々な事業の中で地域と深く関
わり、沢山の繋がりができたこ
と、本当に感謝申し上げます。

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。

弓場一輝

村上貴映

2011年
2014年
2016年
2017年
2018年
2021年
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私達が因島を明るく楽しい
まちにします！！

私達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。

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 !!

