入会しませんか
？
あなたは自分の住んでいる輪島（まち）を愛し
ていますか？

愛着があるからこそ、このまち

に住んでいるはずです。自分達の住むこのまち
が、もっと明るく豊かなまちになるように、我々
は青年会議所運動を展開しています。そんな志
を同じうしてくれる仲間を探しています。
こ ん な 考 えの 方 こ そ入 会 をお 勧 め し ま す ！
■仕事が多忙だから・・・ ■

私たちの会員もあなたと同じで、皆忙しい中、ＪＣ活
動をしています。その中でむしろ時間の有効な使い方
を学んでいただけると思います。
■もう少し仕事に慣れてから・・・ ■

学校のクラブ活動と同じで、勉強に慣れてからクラブ
活動をするわけではありません。同時に頑張ってこそ
自分の成長につながります。
■お金がかかりそうだから・・・ ■

入会金や、年会費は確かに小額ではありませんが、各
種のセミナーに 参加するなど、地域を越えた仲間が
たくさん出来ます。経営者としてのノウハウや指導力
を身に付け、ネットワークを広げることを思えば、む
しろ安いくらいです。自分の先行投資と前向きに考え
てください。
■家族に理解してもらえないから・・・ ■

ＪＣの活動には子どもの育成事業や、地域に根ざした
まちづくり事業も多いので、中身を知ってもらえれば
理解してくれます。また家族同士の親睦を深める事業
なども毎年計画しています。

石川県内には我々（社）輪島青年会議所の他に
９の青年会議所があり、約５７０名の仲間がいま
す。また、全国では７００余りの青年会議所があ
り、約４０，０００名の仲間達が、それぞれの地
域（まち）で活躍しています。
入会するとこんなメリットが･･･
・異業種の交友関係が深まりますし、人的ネット
ワークも広がります。さらにビジネスチャンス
も拡がる可能性も。
・ＪＣは地元にはとどまらず、全国、世界的な組
織です。普段会うことすら出来ない人たちとの
出会いを経験するチャンスがあります。
・同期の入会者や苦労を共にした仲間はあなたの
真の友となるでしょう。
・大勢の前に立ってスピーチをする機会はありま
すか？
様々なトレーニングで得意になるはずです。
・経営に直接関わるゼミナールや全国的な著名な
講師の話を聞けるのも貴重な経験です。
・ＪＣの組織運営 のノウハウを企業活動で利用で
きます。
・４０代からの人生は２０代〜３０代に何をした
かで決まります。ＪＣでの様々な経験を通して、
新しい可能性を切り開き、企業や地域のリーダ
ーとして、より大きな人間に成長できます。
2008 年度（社）輪島青年会議所会員名簿
谷口 浩之
松本 昭博
山瀬 高雅
室岡佐智子
蕨野
敬
宮下 和博
石部 雅治

藤田
中尾
高野
相上
道端
村元
菊吉

和也
和仁
彰
義澄
英朗
大祐
栄輝

西浦 一彦
西中 隆幸
峰岸 洋介
春木 謙一
保下
厚
刀祢 正章
船板由希恵

中島
白藤
岩崎
下原
澤田
加門
新甫

幸治
喜一
直
由佳
勝
良臣
裕也

新谷
崇
上田 剛志
中室耕二郎
吉田 正義
丸山
剛
森
正樹

青年会議所とは･･･
「明るい豊かな社会」をつくることを理想とし、時
代の担い手として責任を持った２０歳から４０歳まで
の指導者たらんとする青年団体です。
「明るい豊かな社会」を創り出す為の原動力として、
市民運動の先頭に立って進む団体です。

■多くの女性会員もいます■

全国でも約２，０００名の女性会員がいます。男性に
はない女性にしかない感性をここで発揮してくださ
い。
■まだ年齢が若いから・・・ ■

人とのネットワークは若ければ若いほど作り易いですし
ＪＣの中でもそれだけ沢山の経験が出来ます。

社団法人
〒928-0001

輪島青年会議所

石川県輪島市河井町 20-1-1 文化会館 5F

自然豊かな輪島でも、見る人々に特に感動を与えてくれる袖が浜の夕日
をモチーフに描かれています。夕日がきれいな翌日のお天気は良いと言わ
れています。沈む夕日ではなく、次の日(未来の輪島)が明るく晴れやかな

TEL 0768-22-1788

FAX 0768-22-9335

http://www.wajima.ne.jp/jc/

日であるようにと願う夕日であります。また、輪島の良さを見失うことな
く、何事にも前向きに考える心を、朱の正円に表しました。過去を再発見
(やっぱり)し、現在を新発見(ア)することで、未来の輪島を創造していく
人づくりを目ざしています。

輪島の力拡大員会

★奉仕の心で･･･

相上 義澄
私が（社）輪島青年会議所に入会したのは２０代のころです。

２００８年、（社）輪島青年会議所は
創立４４年目です。３４名の会員で、
「明るい豊かな社会」の実現を目指し
活動を行っています。
★まちの賑わいを創出するために･･･

入会前は十分にその当時の生活に満足をしていましたが、入会後にまず感
じたことは、社会人として今のままでは通用しないと感じることができました。
仕事、家庭、友人等すべてにおいて全力投球ではありませんでした。私たち
環境を考える事業
ゴミゼロ運動
毎年、春と夏のゴミゼロ運動の際に、袖が浜をメインとし、ゴ
ミ拾いを行っています。ゴミ拾いを通して、「ゴミを捨てない」
という意識を再確認し、ゴミのないすばらしい輪島を目指しま
しょう。

あえの風まつり
他団体の主催するまちづくり事業
に も積極的に参 加しています 。

の人生を考えたときに40歳を過ぎてからの時間が本当の人生と考えれます。
どのような生活を送るのかは 20 代、30代で如何に自らを鍛え上げるかが重
要になってくると思うので、今後もすべてにおいて全力投球で自分自身を磨
いていきたいと思います。
輪島の力拡大委員会

★新しい仲間を探して･･･

下原 由佳
「私が輪島青年会議所に入会して今年で 6 年目となります。
これまで JC 活動を行ってきた上で JC とは、様々な事業に
参加することや、職業や年齢の違う仲間との交流により、社
会人となった今でも自己研鑽ができる場所であると思います。入会してから

★自己研鑽のために･･･
準会員オリエンテーション
バッジ授与式（正会員）
新しい出会いを求め、全メンバーで会員拡大を行っています。
私たちと活動を共に行ってくれる仲間を捜しています。

より有効に使い、充実した日々を過ごすことが出来るようになったと思いま
す。卒業までに、自分のできる範囲でさらに色んなことを学んで、自分自身
のスキルアップにつなげていきたいと思います。」

★仲間との交流･･･
経営資質向上セミナー

は、仕事、家庭、JC 活動、余暇・
・
・と、1 日、24 時間という限られた時間を

まち育ての為の研修会

まちづくりや 自己研鑽、資 質を向 上させるための、 多種多様な研 修を
行 っています。

★子どもたちのために･･･
次世代育成に関する事業
市内全中学校生徒、学校教育関係者
を 対象に 、子 どもたちには目標 を明
確 にして 、それを 達成す る為に 努力
す る 事の 大 切さ を 認識 してもらい 、
それらを経験出来る環境を提供し
ていく地域の大人としての責務を
再確認す る。

全国大会

全国の青年会議所メンバーが集う「京都会議」
、
「全国大会」な
ど、輪島だけではなく、志の同じ仲間と交流を持てることは素
晴らしいことです。もちろん輪島青年会議所メンバー一同で行
う事業も大切にしています。

★復興に向けて･･･

能登半島地震によって大きな被害を受けたこの地域の一日も
早い復興を目指して、能登半島プロジェクトが立ち上げられ
ました。 能登半島プロジェクトを通じて、輪島の PR、風化
の防止、経済復興に取り組みます。

予定表

２ 月１６・１７ 日

(支援事業 )輪島 あえの 風冬まつり にぎわい大 市

４ 月１２・１３ 日

(支援事業 )全日本競歩輪島大会

５ 月１１ 日

千枚田ボランティア参 加

５ 月３０ 日

春 のゴミゼロ

６月

講師例会

６日

(支援事業 )輪島市民まつり

６月

輪島っ子自然教室
2７ 年 間 も継 続している 我々 の 看板
事 業です 。子 ども 達には 輪島の 自然
の素晴らしさをもっと感じてもら
い 、人間力を 伸ばすために行ってい
ま す。

★（社）輪島青年会議所

家族謝恩会

６ 月〜

７月

地 域の魅 力・情報発信 セミナー

７ 月〜

８月

第 ２９回輪島っ 子自然教室

７ 月〜１ １月

青少年育成に関 する事 業

９ 月２１ 日

千枚田ボランティア参 加

１ ０月

秋 のゴミゼロ

