入会案内

明るい豊かな”菊池“の未来のために

一般社団法人

菊池青年会議所
Junior Chamber International Kikuchi

【 事 務 局 】 〒861-1331 熊本県菊池市隈府1298-1
開所時間 月～金 10:00～14:00
TEL : 0968-23-1110 FAX : 0968-23-1115
E-mail : kikuti-jc@mtj.biglobe.ne.jp

【 はじめに 】

青年会議所とは、20歳から40歳までの青年が集まり、「修練・奉仕・友情」の三つの
信条のもと、「明るい豊かな社会の実現」に向けて運動をしている団体です。
1949年、明るい豊かな社会の実現を理想とし、責任感と情熱を持った青年有志による
東京青年商工会議所（商工会議所制定にともない青年会議所と改名）設立から、日本の
青年会議所（JC）運動は始まりました。
仲間と共に向上し合い、社会に貢献しようという理念の下に各地に次々と青年会議所
が誕生し、1951年には全国的運営の総合調整機関として日本青年会議所（日本 JC）が

設けられました。現在、全国に青年会議所があり、三つの信条のもと、よりよい社会づ
くりを目指し、ボランティアや行政改革等の社会的課題に取り組んでいます。また、国
際青年会議所（JCI）のメンバーとして各国の青年会議所と連携し、世界を舞台として、
さまざまな活動を展開しています。

【 菊池青年会議所とは？ 】

私たち菊池青年会議所は1987年（昭和62年）に、全国で749番目の青年会議所として
創立され、菊池市（菊池市・泗水町・七城町・旭志村）を活動エリアとして、明るい豊
かな “菊池” の未来を想い描き、まちづくり・ひとづくりの運動を展開しています。
青年会議所には、自分の可能性を広げることができる多くの機会があり、仲間と共に
活動や運動を行っていく過程で、人生の中で大切なものを見つけるチャンスがあります。
それは、リーダーシップ能力や組織運営の手法であったり、論理的な物事の考え方かも
しれません。また、地域で活動する多くの人とのつながりや、一生涯の仲間かもしれま
せん。
そのチャンスをつかむかどうかは、あなた次第です。いろいろな事業・交流を通して、
多くの仲間をつくり、“ 菊池 ” の未来について語り合いましょう。皆さんが勇気を出し
て一歩を踏み出せば、そこにはきっと素晴らしい出会いがあるはずです。
皆さんのご入会をお待ちしております。
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青年会議所のメリット

1
自己研鑚

2
人脈づくり

3
地域貢献

月に一度開催される例会や、各委員会での
会議などの活動を通して、仲間と同じ目標
に向かい切磋琢磨する中で、課題解決の力
や、高いリーダーシップを身に付けられる
環境があります。

建設業、飲食業、小売業、農業、公務員、
サービス業、福祉関係など、多種多様な業
種の方々が在籍しています。
会社員やフリーランス、経営者などと幅広
い多様な人脈を築くことができます。

例会や事業、各委員会での活動を通して、
社会や地域の発展に貢献します。
青年会議所は単年度制を採用しており、
自分のやりたいことを選び活動することが
できます。
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青年会議所の魅力

地域のために、本気で
汗をかく先輩に出逢えました
いろんな人と出会い
人生観が変わりました

人前で話すことで表現力が豊富になりました

ものの捉え方、会議の手法、
人としてのあり方を学びました
多くの人と交流でき
人脈が広がりました

色んな業種の人と話すことで
エネルギーを得ることができました

メンバーそれぞれが さまざまな魅力を感じ
かけがえのない経験を得ています。
青年会議所でしかできない
一生涯の「仲間」 と 菊池の「まちづくり」

あなたも青年会議所の魅力を感じてみませんか？
3

メンバーからのメッセージ
川口

純範

（2013年入会）

私は、先輩からのお誘いで青年会議所に入会しました。最初は集まりに
参加して、色々な人と交流する楽しさが多かったのですが、地域で行事を
するために事業計画書を作成し、会議の場で説明するようになると、仕事
に役立つ内容も学べる場所なんだと思ったことを覚えています。
青年会議所は、地域で同世代の友人を作りたい方、自分自身のスキル
アップとして勉強をしたい方はぜひお勧めです。私たちと一緒に地域のた
めの活動をしてみませんか？必ず多くの学びを得ることになります。20
～40歳までの期間だけしか入れない組織です。我々青年の力で明るい未
来を次世代へと繋いでいきましょう。

山口

徹

（2008年入会）

私は青年会議所に入会したことで、自分に自信を持つことができるよう
になりました。青年会議所は様々な人との繋がり中でたくさんの人生の勉
強ができ、さらにはものの考え方、ものの捉え方、会議の手法、人として
のあり方など学ぶことができます。私が人として一番重要だと思うのは、
自分の意志を持つことだと考えます。青年会議所は多くの機会を提供する
場であり、人との出会いが自らを成長させることができ、強い意志を持つ
ことができます。
地域の未来を見据え、共に楽しく活動しましょう。

髙宗

真琴

（2009年入会）

青年会議所は「明るい豊かな社会の実現」を目指し、「修練・奉仕・
友情」の三信条を掲げ活動を行っています。
入会のきっかけは人それぞれですが、私はまちづくりに貢献しようと
高い志で入会した訳ではありません。しかし、青年会議所に入会し様々
な人々と出会い、地域の発展のために活動を行い、自らの環境が変わり
自己意識の向上につながりました。青年会議所の活動を通して見識を高
めることで、地域を牽引する青年経済人として成長して行くことが地域
活性化の一助になると考えます。自己スキルアップのために、地域の発
展のためにぜひともに活動を推進しましょう。

吉岡

聖昇

（2007年入会）

入会した経緯は、尊敬する先輩からの御誘いで入会いたしました。入会
したと同時にそれまでの常識、考え方、環境、さらには人生観まで変わり、
これまで考えもしなかった経営者として地域に対する地域益を追求するこ
と、そして人としてどう在るべきかを学んでいる途中です。そうすると、
自分さえよければいいということは自然と無くなり、誰かが何かをやって
くれるのを傍観するのではなく、当事者意識を持って自ら率先することを
教えていただきました。たくさんの仲間があなたを待っています。
共に大切な人や地域のために活動しましょう。
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菊池青年会議所の活動

新年賀詞交歓会
様々な業界、団体、県内他青年会議所など各界各層より多くの方々が集まり
交流を深めることができる素晴らしい出会いの場です。

菊池市長選 ローカルマニフェスト型公開討論会
菊池市内有権者の皆様の意識調査を行い、いただいたご意見を討論会や市政に反映
すべく、また政治を身近なものに感じていただくために活動を展開しています。

菊池川キッズ探検隊
「川で遊び、川で学ぶ」をテーマに、郷土の子どもたちに自然体験や宿泊を通し、
熊本県に流れる菊池川の環境保護の大切さを実感できる貴重な事業です。

親子ふれあいスケッチ大会
菊池渓谷や竜門ダムを舞台に、将来を担う子どもたちに水やみどりの大切さを理解
してもらう「記念植樹」、思いのまま描く「親子スケッチ大会」を開催しました。
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菊池夏まつり参加例会
菊池市の一大イベントである “ 菊池夏まつり ” において、「白龍神輿」の担ぎ手やステージ運営などを
お手伝いし、菊池夏まつりが大いに盛り上がるように取り組んでいます。

KIKUCHI JC CUP キッズサッカー大会
菊池地域の未来を担う子供たちのために、サッカーを通して、子どもたちの道徳心を
育み、心豊かな大人へと成長できるように、青少年育成事業に取り組んでいます。

菊池市地域活性化プロジェクト事業
真剣に菊池地域の未来を想い、菊池市内に通う高校生とともに、若者ならではの柔軟な発想で
地域活性化プランを構築し、私たちの暮らす菊池市が明るい豊かな社会となるように取り組んでいます。

絆 Project・絆づくり事業

菊池地域に必要とされ続ける団体であるために、いつも菊池JCメンバーの活動を支えていただいて
いるご家族や、他の地域団体との絆を深め、さらに交流が広がるように積極的に取り組んでいます。

6

菊池青年会議所

Q&A

Q1． 菊池青年会議所とはどのような団体ですか？
「明るい豊かな社会の実現」を目指し、「修練・奉仕・友情」の三信条を掲げ、「まちづくり」「ひとづくり」に
取り組んでいる団体です。青年会議所の大きな特徴は、すべての役職の任期が1年に限られており、組織構成が毎年
変わっていくことです（単年度制）。メンバーは1年ごとにさまざまな役職を経験することで、豊富な実践経験を
積むことができます。

Q2． 菊池青年会議所のメンバーにはどのような人たちがいますか？
菊池地域周辺に居住地または勤務先がある、20歳から40歳までのメンバーが在籍しています。会社の経営者ばかり
といった印象もあるようですが、そのようなことはなく会社員や公務員の方もいます。建設業、飲食業、小売業、
農業、サービス業、福祉関係など、多種多様な業種の方が在籍しており、人脈が広がる魅力があります。

Q3． 女性のメンバーの方もいますか？
現在は、1名の女性メンバーがいます。菊池青年会議所の卒業生にも女性先輩がおり、その中には理事長をされた
女性先輩もおります。「明るい豊かな社会の実現」は、男性だけでできるものではなく、女性メンバーのご入会も
大歓迎です。

Q4． 入会するとお金がかかるのではないですか？
自分たちの会費によって事業及び活動を展開しているため、年会費120,000円が必要です。この金額が安いか髙いか
は個人差がありますが、各種セミナーで経済人としてのノウハウや指導力を身につけたり、地域を超えた仲間が
たくさんできます。きっと、40歳の卒業時には大きくなって返ってきます。

Q5． 例会ではどのようなことをしているのですか？
例会では、まちづくり事業・青少年育成事業・研修事業など、毎月担当する委員会が最善の方法を議論し、準備をし
開催します。
詳しくは、「菊池青年会議所の活動」のページをご覧ください。

Q6． お酒を飲む機会が多いと聞きますが？
例会や委員会の会議などは、なるべく多くのメンバーが参加できるように、夕方から夜の時間帯に行われることが
多く、その後に懇親会としてメンバー同士で飲食する機会が増えるのは事実で否定はできません。
しかしながら、ただ飲み会だけをやっている訳ではなく、懇親会で本音で語り合うことでメンバー同士の友情を
育む場になっています。
懇親会は、あくまでも自由参加であるため、コミュニケーション手段としての取捨選択だと考えます。
余談ではありますが、菊池青年会議所にはお酒が飲めないメンバーもいます。

Q7． 仕事が忙しいですが続けられますか？
菊池青年会議所では、月に1度例会を行っています。また、所属する委員会が月に1～2回程度あります。メンバー
それぞれに仕事、家庭を大切にした上で、自分の時間を有効に使って活動しています。まずは、出来る範囲から
有効な時間の作り方を見つけましょう。

Q8． 商工会や消防団、法人会などの他団体に入っていますが大丈夫ですか？
他の団体に加入されている方でも、全く問題ありません。菊池青年会議所でも多くのメンバーが、様々な団体に
所属しています。それぞれの団体に目的・意義など、どれも重要なものがあり、菊池を想い、更なる発展に貢献
するために、自分の時間を有効に使って活動しています。
青年会議所では、より効率的な時間の管理法を身につけ、さらに充実した時間を生み出すことを目指しています。
まずは、月に１回の例会と、委員会への参加というスケジュール調整をする事からスタートしてみてください。

Q9．青年会議所は堅苦しいイメージがありますが？
青年会議所は、「学びの場」「修練の場」であるため、定められたルールや規律に則って活動しており、堅苦しい
イメージを抱いてしまうかもしれません。しかし、その厳しさの反面、楽しむときにはおもいっきり楽しみながら
友情や信頼を育んでいます。厳しさの中に楽しさがあり、楽しさの中に厳しさがあります。

Q10．入会にはどのくらいの費用が掛かりますか？
入会金10,000円（初年度のみ）と年会費120,000円がかかります。年度途中で入会したときの年会費は、月額の計
算となります。分割で支払うこともできます。
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菊池青年会議所
初代理事長

（1988年度）

今村

順次

歴代理事長・スローガン紹介

夢、はこべ新しいうねり
大河に向かう青年の意志

第十七代理事長

赤星

潤一

松岡

（1989年度）

義博

個々の修練 JCらしき奉仕
ともに築こう我等の郷土

第十八代理事長

本藤

高木

（1990年度）

清二

（2005年度）

潔

株式会社 コッコファーム

第三代理事長

燃ゆる息吹・時代はいま
ひと

まち

ゆめ

人材・地域・未来づくり

最上

（1991年度）

太一郎
社会福祉法人 菊愛会

第五代理事長

渡邊

（1992年度）

真一郎

第十九代理事長

立山

（2006年度）

正道

第二十代理事長

さらなる飛躍 創ろう
菊池、ゆめ、物語

杉田

（2007年度）

不二男
不二精密工業株式会社

あ

す

21世紀へのメッセージ
発信菊池・われらの時代

第二十一代理事長（2008年度）

川口

智秀
憐グループ

第六代理事長

坂口

（1993年度）

治一郎

われら

菊池（われら）が主役、
笑顔と汗で地球サイズのまちづくり

第二十二代理事長（2009年度）

川口

有限会社 鳳栄商事

第七代理事長

荒木

（1994年度）

忠次

嘉一
株式会社

呼び起こせ、豊かな菊池、
明日を創る 青年の想い

荒木

（1995年度）

晴信

緒方

景
オガタ文具店

第二十四代理事長（2011年度）

和気合愛!!

工藤

謙太郎

株式会社 荒木重機

第九代理事長

高宗

（1996年度）

政禎

工藤歯科医院

輝けまちの元気もの
放て光を きくちの里へ

第二十五代理事長（2012年度）

東

牧

（1997年度）

敏彦

牧整骨院

第十一代理事長（1998年度）

寺本

昌弘

古きに学び 未来へつなぐ
LOMの一歩が菊池を変える
感性豊に誇りをもって

第二十六代理事長（2013年度）

山田

角田

智之
株式会社 菊池平和工業所

第十三代理事長（2000年度）

江上

新介

JCは地域のため JCを私達のために
－自分が変える 自分が変わる－

杉田

滋人
菊南運輸倉庫株式会社

第十五代理事長（2002年度）

魚形

和美

吉良

中川

訓治

和也
有限会社 トータルサポート

川のような気持ちを胸に 築こう、
私達の郷土菊池 伝えよう、愛する
子供達へ 動け、大河のように
甦れ菊池 掘り起こせ友を
必ず来る輝く21世紀

第二十八代理事長（2015年度）

松岡

義清
株式会社 コッコファーム

第二十九代理事長（2016年度）

髙宗

真琴
LAWSON熊本菊池森北店

夢世紀への第一歩 誇りをもって
みんなで考え みんなで実行
～ 新しい菊池を目指して ～
まち

さぁ始めよう 新しい菊池づくり
～ 今から始まる 夢 物語 ～

有限会社 魚形青果

第十六代理事長（2003年度）

東康会

第二十七代理事長（2014年度）

株式会社 江上建設

第十四代理事長（2001年度）

健二
社会福祉法人

ダスキン菊池

第十二代理事長（1999年度）

英一

響生
～ 一人ひとりが共に響き合う
菊池をめざそう ～
百花繚乱
～ 一人ひとりが主人公
意気に感ずで更なる飛躍 ～
千里同風
～ 新たなる挑戦 未来をこの手で
さあ立ち上がれ菊池魂 ～
道心
～ 私欲にとらわれず、己の信ずる
道を究め、本心で語り・動く ～
情 KOKORO
～ 心で見、心で感じ、
想い動き 伝える ～
貢献 contribution
～ 自分が他のためにできることは
何か、考え行動する ～
日々、感謝。
～ 今、私たちにできること ～

有限会社 トータルサポート

高宗合同事務所

第十代理事長

川口瓦工業所

第二十三代理事長（2010年度）

株式会社 昭和産業

第八代理事長

進化！夢は未来の扉を開く！
～ 一人ひとりの新たな挑戦 ～

社会福祉法人 菊豊会

社会福祉法人 菊池さくら保育園

第四代理事長

I’m a jaycee. We are JC.
Let’s have some fun.

ONE STEPスクール

有限会社 生垣屋

第二代理事長

（2004年度）

第三十代理事長

山口

（2017年度）

徹

青雲之志
～ 能動的JAYCEEが
地域の未来を切り開く ～
勇往邁進
～ 勇気ある一歩から
光り輝く新たなる未来へ ～
先義後利
～ 地域を想い、JAYCEEとして
大義を持って ～
和以貴為
～ 自らを変革し、
和らぎを以てつなぐ ～
意志堅固
～ 強い意志を持ち行動する ～

有限会社 花のやまぐち

第三十一代理事長（2018年度）

川口

純範
株式会社 US.A

共振
～ 共鳴を起こす能動心が、
地域の未来を創造する ～

自分で改新！ LOMの時代
誇りと行動と役割を
より高くより速くより前で！

合資会社 ナカガワ

8

2018年版

