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若きリーダー達の入会をお待ちしています

入

会

要

項

入会資格
●尾道市及びその周辺に住居または勤務地を有する青年。
●原則として社会人・経済人として自覚のある20歳以上35歳以下の青年。

入会金及び会費

Worldwide Federation of Young Leaders and Entrepreneurs

ＪＣライフ
始めませんか

●入会金

63,000円
●会 費 10,500円／月（338円／日）
※初年度は21,000円（11月・12月の2か月分）

入会条件
7月1日までに仮入会申込書を提出し、3ヶ月の仮入会期間中に例会をはじめとする各事業に

入会の
ご案内

出席し、仮入会期間終了前に意志を表明し、理事会において過半数の賛同により入会を許可さ
れた者で、入会金・年会費を納入した者。

仮入会期間を設けています
8月から10月までの月1回の例会及び青年会議所の事業に出席していただき、
青年会議所の活動を体験していただけます。

尾道青年会議所の活動につきましては

尾道青年会議所HP Facebook をご覧下さい。
お問い合わせ先

一般社団法人 尾道青年会議所 事務局
〒722-0035 広島県尾道市土堂2-10-3 尾道商工会議所ビル3階

TEL 0848-20-1110
FAX 0848-20-1112
URL http://www.ojc.or.jp/ E-mail ojc@urban.ne.jp

詳しくはWEBで

尾道JC

検索

一般社団法人

尾道青年会議所

事 業紹介

まちづくり推進事業（海と星空の映画祭）
広島ブロックアカデミー

生 涯 の友と出会い

伝統文化の継承事業

（べっちゃー祭）

まちの賑わいを創出し

OB・OGメンバーとの

友

情

尾道メンバーとの

卒業例会

他地域メンバーとの

ふるさと尾 道のために

奉

仕

伝統文化を継承し

次世代に伝えます

会員家族との

シニアクラブ

防災事業

（小学校での防災授業）

青少年育成事業（寺子屋種心塾）

家族会

自らの質を高 める

合同委員会

2018年7月に起こった西日本豪雨災害。

尾道も被害を受ける中、尾道青年会議所もメンバー同士で助けあい、
尾道の復興のため活動しました。

事業を一から考え

修

練

入念に準備し

他地域青年会議所よりの支援

公開例会

会社に知識を還元します
LINEでの情報配信
夏期講習

尾道メンバーによるボランティア活動

復興チャリティーイベント

ヴィ ジョン

イノベーションを
起こそう

先輩から未来の会員へ
㈱福井亀之助商店

代表取締役社長

福 井 弘 先輩

我々が起こすイノベーションとは、技術革新で

人口減少等により地方の衰退が懸念される中、
まち・ひと・
しごと創生諸施策を速や
かに実施するためには、次世代を担う尾道青年会議所の若い力と、
その構想力・実
行力が何よりも求められます。現在の第一線で活躍する尾道の政財界人の多くが嘗
ては尾道JCの会員であり、
多くの研鑽と出会いを重ね今に至ります。長い歴史と伝統
を引き継ぐと同時に、
将来に亘って繁栄する尾道を、
代を重ねて継いで行くため、
多く
の若い世代が財界の登竜門・尾道青年会議所に参画することを願っています。
㈱安保商店

代表取締役社長

27歳で入会し13年間在籍しました。委員長、
理事長、
広島ブロック会長を歴任する
中で、
業種や地域を超えてかけがえのない大勢の友人が出来ました。尾道は勿論の
こと各地の経済界で活躍する友人たちは私の宝であり生涯の目標とする素晴らしい
方々です。新幹線新尾道駅、
山陽自動車道、瀬戸内しまなみ海道、
中国やまなみ街
道、災害支援活動。大きな変化と共に青年会議所は地域社会に密着した活動を実
行し貢献してきました。JC活動は自分自身の糧になるはずです。

狩 野 牧 人 先輩

私が26歳の時、
父親が癌で倒れ稼業を継ぐことになりました。
経営に無知で、
もがいていた私は同じ経営者同士でアドバイスを受けたり出来ま
すと言う誘いで青年会議所に入会しました。
実際に先輩たちに相談すると経営のことから家族、人としての姿勢まで真剣に答
えてくれました。20名ほどで継いだ稼業が現在は1000名近いスタッフを抱える会社に
なりました。青年会議所に出会えてなければあり得ないと思っています。
㈱啓文社

代表取締役社長

組織でなければならない。
そのためには、過去

を知り、今を考え、将来を想い、情熱をもって行

ON

存在意義を見つめ、
社会に開けた
公益性の高い組織に
結果のみを求めれば組織性が失われ、
過程のみ

ではまちづくりに対する説得力はない、
結果にも
過程にも一定の成果を求める組織になろう。

全員で取り組む姿勢から、活動に説得力が生

まれる、活動のひとつひとつに当事者意識を持

とう。

認めてもらう為の活動ではない、活動を続け

ることで求められる組織になろう。

我々が動けば「まち」
は変わる。
イノベーション

を起こそう。

ation
Organiz
for
to aim

まちに出て、
多くの人と触れ合い、
まちの笑顔を創造しよう
利他の精神で行動し自分自身を磨くことで、
リー

手 塚 淳 三 先輩

JCで学んだ数々と多くの方々との出逢いは生涯の財産です。
私の場合、
お祭りへの参加や、
まちおこしの事業への参画をはじめ、
活動を通じて色
んな事を経験する中で学校や会社では習う事の出来ない多くの経験が出来ました。
OB現役を問わず諸先輩方から教わった数々、
県内外のメンバーとの交流、
支えて
下さった後輩諸君とのご縁は何ものにも代え難い宝物です。
40歳までの限られた期間を尾道JCで過ごし、
貴方の宝物を見つけて下さい。

動する必要がある。

VISI

尾道JAYCEE
の行動基準

㈱トッツ 代表取締役

我々は、次代の要請に応じ、時代に要求される

尾道JCが
目指す組織

髙 橋 宏 明 先輩

取締役社長

そこから新しい境地を切り開くことである。

安 保 雅 文 先輩

人生は常に学びだと思っています。質の高い学びを得るためには学ぶ場所が大
事です。社会に出てからは仕事以外で学ぶ機会がほとんどなくなってしまいます。私
は14年間のJC在籍中に多くの素晴らしい先輩と出会い、仕事では会うことのできな
い多くの仲間ができました。
もしJCに入っていなかったらと思うだけで不安になってし
まいます。JCは人生を豊かにするための第一歩だと思っています。
山陽工業㈱

はなく、我々自身の経験や価値観を融合させ、

ダーシップを身につけよう。
JCは絶好の交流の場である。
積極的に参加して

チャンスを最大限に活かし、
自分を大きくしよう。

n
Actio ndard
s ta

多くの人との関わり合いで磨かれた能力をまち・
会社・家庭で発揮しよう。
志を同じくする、
より多くの仲間と友情を育もう。

現役メンバーがJCの魅力を教えます！
メンバーとの出会いによって新商品を開発できました！

Q

活動を続けてると費用がかなりかかると聞きますが…

Q

仕事は忙しいのですが、活動はできるのでしょうか？

善製薬㈱の日暮社長との出会いによって、当社では革命的な商品を開発することができ
り、
「 機能性表示食品」のレモネードを発売す

尾道の明るく豊かな発展を目指し、行動している団体です。
尾道の方たちが一人でも多く笑顔になって頂けるよう、
尾道が発展していけるよう日々、仲間たちと考え行動しています。

Q

2011年に入会して以降、青年会議所では多くの友人に恵まれてきました。中でも、丸
ました。丸善製薬さんからの原料供給、
また開発部門の方々の全面的なバックアップによ

尾道青年会議所って何？

ることができました。当社の力だけでは到底辿

【例会・合同委員会】各1回／月
（約2時間） 【委員会】平均2回／月
（約2時間）

います。是非一歩踏み込む勇気を

火

持ってみてはいかがでしょうか。

水
木

JC活動編
● 普段では聞けない講師の講演を聞けた
● 独自の企画を考え、
地域の為・子供たちの為に発信していく中で仲間と強い絆が生まれた
● みなと祭り
・ベッチャー祭りなどに参画し、
子供たちがとても喜んでくれた
● 寺小屋や防災授業を通して、
子供たちの学びや成長にふれることが出来た
● 困ったときに利害抜きで助けてもらった

人が出来たことです
最大のメリットは公私とも本音で語りあえる生涯の友
る場所です
間を得ることでビジネスのみならず人として成長でき
ＪＣ活動を通して、様々な学び・気づき・喜び・仲

お仕事

土
日

起床

一丸になれば何で
ビジネス編
も
● 事業を紹介してくれる。
「こんな案件あるけどやってみる？」 出来るメンバー
がいます
● 機械の設計や搬入や設備一式やってもらいました
● 土地を探してもらい、
自分のこだわりを取り入れた家を建ててもらった
● 社労士のメンバーに、
設備の補助金を申請してもらった
● 車が故障してすぐに対応してもらった
…etc

お仕事

起床

ＪＣに入って良かったこと

お仕事

起床

金

お仕事

起床

今岡 正英

お仕事

メールチェック&事務仕事

フリータイム
打合せ

フリータイム
JC例会

美容室

フリータイム

JC委員会
家族とお出かけ

家族とお出かけ

Q

JC活動は女性でもできるの？

Q

JCって経営者しか入れないイメージなんですが…

とあるＪＣマンの活動内容
︵
とある一週間︶

月

起床 起床 起床

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2

な大切な出会いがたくさん待って

今岡製菓㈱

皆さ
JCライ んの
フ
サポー を全力で
トしま
す！

入会金￥63,000 会費￥10,500／月 （￥338／日）
故郷尾道のために、仲間とともに時間を共有し活動していくことは、人生において
大きな財産となるはずです。

り着くことのできなかった商品でも
あります。青年会議所にはこのよう

Ｑ＆Ａ

JCの理念である
「明るい豊かな社会」
の実現は、
男性だけではできません。
ぜひ、女性としての感性を活かしてください。全国でも多くの女性会員が活躍しています。

サラリーマンの方や市職員の方もおられます。
職場や立場の垣根を越えた“人とひとのつながり”が築けます。
2019年度卒業生 OB特別会員 尾道市職員 新宅正章

Q

活動は何歳までなの？
JCは40歳で卒業となります。限られた時間の中で同年代の仲間と行動する事こそ
魅力ある活動ができるのだと思います

