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公益社団法人
福井青年会議所

ひとづくり
ふくい人の育成

ふくいの伝統的な精神に根差し、グローバルに通用す
る定見と行動のスキルを持つふくい人の育成を行って
います。
▶詳しくは4Ｐへ

子育て世代が住みたくなり、暮らし続けたくなる先進
地方都市「育都ふくい」の開発を行っています。
▶詳しくは5Ｐへ

2016年度スローガン

まちづくり
育都ふくいの開発

子育て世代のためのまちづくり懇話会

ちからプログラムの実施・支援

わんぱく相撲福井大会の企画・運営支援及び全国大会の支援

ふくい秋の収穫祭2015「育都の燈～未来のために甦れ城下町ふくい～」



　総務委員会は、組織としての
運動を十分に推進できるよう、
各委員会と連絡を密にし、各委
員会・各事業に共通する課題を
解決するべく積極的に活動して
参ります。また、運営において
意思決定のスピードアップと合
理化を意識して取り組んでいき
ます。
　総務委員会は、扇の要とも言
える重要な役割を持っています。
メンバー一人ひとりの咲顔のた
めに組織運営をして参ります。

福井ＪＣの咲顔のために
え が お

吉岡 隆治

福井青年会議所
シニアクラブ会長

変革者たる責任をもち
次代を見据えた運動の展開を

津留 貴裕

一般社団法人 熊本青年会議所
2016年度 第62代 理事長

西川 一誠

名誉顧問
福井県知事

元気あふれるふるさとを
めざして

東村 新一

名誉顧問
福井市長

　あけましておめでとうございます。
　福井青年会議所の皆様方には、希望
に満ちた新たな年をお迎えになられたこ
ととお喜び申し上げます。
　本年４月に福井駅西口再開発ビル「ハ
ピリン」がオープンいたします。今後、こ
のハピリンを拠点として、福井の様々な
情報を発信し、多くの方が訪れ、楽しん
でいただけるよう、賑わいづくりを進め
てまいります。
　今後も、福井青年会議所の皆様に後
押しいただきながら「全国に誇れるふく
い」を目指すとともに、本市経済の一層
の発展のため、前進してまいりたいと存
じます。
　年頭にあたり、皆様方の御多幸を祈
念いたしますとともに、本年も格別のお
力添えをいただきますようお願い申し上
げまして新年の挨拶といたします。

　新年あけましておめでとうございま
す。皆さまには健やかに新年をお迎えの
こととお慶び申し上げます。
　企業を取り巻く環境は、TPP、米国の
利上げ、中国や新興国の景気減速、IoT
による産業革命など、今まさに変革期を
迎え、本年は大きな節目の年になると思
います。
　経済社会の変化に迅速かつ的確に対
応され、若手経済人である皆様が、地域
経済の活力を創造する原動力として、
益 ご々活躍されますことを心より期待し
ております。
　福井商工会議所としても、企業活動
を全力で応援し、地域振興に努めてま
いります。本年も引き続きご理解とご協
力をお願いいたしますとともに、皆様の
ご隆盛とご健勝を祈念申し上げ、新年
のご挨拶といたします。

　新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましては
思いも新たに、素晴らしい新年をお迎えのことと、心からお慶び
申し上げます。
　本年は創立から54年目を迎え、来年に控える創立55周年に
向けての準備と共に大いなる飛躍を迎える年になると思います。
情勢が大きく変動していく中で、現役会員諸君には若者らしい情
熱をもって、一歩も二歩も先を見据えた運動を展開されることと
期待しております。
　シニアクラブといたしましても最大限の協力と支援をさせて頂
く所存です。本年度の福井青年会議所現役諸君の活動により、
ふくいが咲顔溢れるまちとなりますことをご祈念申し上げ、年頭
のご挨拶とさせていただきます。

情熱と友情から、新たな挑戦へ
　公益社団法人福井青年会議所会員の皆様、新年明けましてお
めでとうございます。本年も熊本青年会議所をよろしくお願い申
し上げます。
　さて、2016年度は福井青年会議所と熊本青年会議所の姉妹
JC締結20周年を迎えます。これまで両青年会議所の先輩方は、
青年らしい向上心と行動力をそのエネルギーとし、それぞれの地
域の未来を切り拓くための運動を展開されてきました。時代の先
頭に立つ私たちも、これまで培われてきた姉妹JCとしての友情を
さらに深め、互いの地域を明るく豊かな社会へと導くべく心を磨
き合い、情熱に充ちた挑戦を続けて参りましょう。
　結びに、2016年度板倉理事長の掲げられた「咲顔溢れるふく
いの創生」に向け、福井青年会議所会員の皆様方が、爽快な活動
を展開されますことを心より祈念申し上げます。

　新年あけましておめでとうございます。
　皆様には、清 し々く健やかに新春を迎えら
れましたことを心からお喜び申し上げます。
　さて昨年は、子どもたちの学力・体力が引
きつづき日本一となり、スポーツや文化の分
野においても実力を大いに発揮しました。そ
して恐竜、食、歴史など本県のブランドへの
注目も一段と高まり、国内外に「幸福日本一
の福井」を強く印象づける年となりました。
　新しい年は、このすぐれた基盤を土台に、
人口増加対策を徹底して地方創生のモデル
として全国をリードしてまいります。また、新
幹線敦賀開業等に備え、まちづくりや観光
地の形成、産業基盤づくりなど、交流人口を
拡大するための行動計画をつくり、県民・企
業・市町の力を結集して実行してまいります。
　この年頭に当たり、皆様のますますのご多
幸とご活躍をお祈り申し上げまして、新年の
ごあいさつといたします。

「全国に誇れるふくい」を
目指して

川田 達男

名誉顧問
福井商工会議所 会頭

時代の変革に対応し
活力ある地域の原動力に

咲顔溢れるふくいを目指して
え が お

ご あ いさ つ

金本　篤

総務委員会
委員長

　公益社団法人として展開す
る福井ＪＣの運動を財務、公
益審査及びコンプライアンス
審査を厳格に行います。また
社会の期待に応える公益法人
であり続けるために様々な課
題へ取り組み福井ＪＣの運動
を支え、市民の皆様から期待
される団体となるため活動し
て参ります。一年間どうぞ宜
しくお願い致します。

市民から共感を得られる
団体となるために

玉村 訓大

財務運営委員会
委員長

　来年迎える創立55周年とい
う記念すべき年にむけ、前もっ
て準備をする委員会です。
　先輩たちの築いてきた歴史
に感謝をするとともに、様々な
活動を通じて築いてきた多く
の“つながり”にも感謝を次代
に引き継ぐべく、今年度から
準備をして参ります。一年間
どうぞよろしくお願いします。

多くの「つながり」に感謝

　ふくいはこれまで幾多の偉
人を輩出し、郷土に、日本に、
世界に多大な影響を与える人
材を育成してきました。我々青
年は、将来のふくいを担う子供
たちに、このふくいのこころを
伝えていかなければなりませ
ん。本年度は各種事業を通じ、
ふくいのこころを子供たちに伝
える活動に委員会メンバー一
同邁進していきます。１年間ど
うぞよろしくお願いいたします。

ふくいのこころを
子供たちに伝えます！

　当委員会では13年間にわた
り秋の収穫祭を開催してきま
したが、ふくいのまちの時代
背景が少しずつ変わろうとす
る今、次代を担う若者と共にふ
くい人としてのプライドを持ち
未来のふくいの構築を考え、
活動し多様世代の方々にも賛
同して頂ける未来へ向けた魅
力あるまちづくりに取り組んで
参ります。

ふくいの新たな未来構築
を目指して

　最近よく聞く言葉「地方創
生」。 これは、私たちが住み暮
らすふくいには重要な言葉で
す。なぜなら、ふくいは地方創
生に必要な要素を数多く持っ
ているからです。様々な項目に
おける全国上位の指数がそれ
を物語っています。誰もが誇
れる「ふるさとふくい」の創生
を目指し１年間邁進して参り
ます。

誇りある「ふるさとふく
い」の創生に向けて

見谷 頼貞

55周年準備特別委員会
委員長

伊藤 幸平

ふくいのこころ醸成委員会
委員長

　私達は、ふくいの子供たち
が全国１位の幸福度を心の底
から誇れるようになるために
貢献します。ふくいの担い手
づくりプログラムを支援し、子
供たちにちからを身につけて
もらうよう尽力します。また、
一人の親として様々なことを学
びながら福井ＪＣの伝統ある
運動を鋭意展開します。

ふくいの子供たちが
誇れるように

竹山 丈介

ふくいのちから向上委員会
委員長

岡山 裕二

育都ふくい開発委員会
委員長

岩見 祐樹

育都ふくい構想委員会
委員長

　私たちは1年間、広報を通し
て市民の方々と共に多くの咲
顔を作る活動を行っていきま
す。青少年育成活動である「ふ
くい人の育成」、まちづくり活
動である「育都ふくいの開発」
それぞれの事業を魅力的に伝
え、市民の皆様がより多くの
事業へ参加ができる機会を作
り出していきます。

咲顔溢れるふくいの魅力
を発信します！

え が お

　私たちは、ふくいのまちに
とって必要不可欠な存在であ
り続けるために、高い志をもっ
て、まちの課題を抽出し、奉仕
として改善し続けています。そ
して、その過程で得られる多
くの学びを個人の成長へと繋
げています。この過程で得ら
れる自身の経験や気付きを多
くの人に誠意をもって伝えてい
きます。

志同じく活動し
多くの仲間が集うために!

　私自身、卒業の年に、希望で
満ち溢れた新入会員と一緒に
一年間過ごせることは本当に
楽しみで仕方ありません。会
員が目的意識をもって積極的
に活 動に参加し、未来の成長
した自分をイメージできるよう
に導きたいと思っています。精 
一杯がんばりますので、一年
間よろしくお願い申し上げま
す。

新入会員研修の委員会で
共に成長します！

水切 弘典

LOMの魅力発信委員会
委員長

　私たちの委員会は、「おもて
なし」の心を大切にしながら、
姉妹・友好都市初め姉妹ＪＣ
や地域や周囲の人々との交流
を深め、ＪＣ運動を促進させま
す。「おもてなし」の心を表現
する為に、「おもてなし」の本質
を捉え、表現するすべを学ぶこ
とで、地域や周囲の人 と々の親
睦を深め、組織内の連携を強
化し、咲顔溢れるふくいの創
生へと繋げます。

おもてなしの心を大切に

藤枝　聖

LOMの力向上委員会
委員長

浅井 俊則

会員拡大委員会
委員長

出口 淳

会員開発委員会
委員長

委員長 あいさつ

2016年度
第56代 理事長

板倉 雄一

　公益社団法人福井青年会議所2016年度第56代理事長を務めさせていただきます
板倉雄一と申します。どうぞ一年間よろしくお願いいたします。
　「新日本の再建は我々青年の仕事である」この青年会議所創始の精神は、青年会議
所運動の灯が燈ってから100年が経過した今でも変わっていません。むしろ、戦後70
年が経過し地方創生が叫ばれる今こそ、創始の精神に立ち返って我々の住み暮らす
ふくいのために活動していく必要性は強くなりました。
　本年度、福井青年会議所はふくいに明るい咲顔が溢れるための活動を、青年らしい
気概を持ち、取り組んで参ります。私の考える「咲顔」とは、相手に対する優しさや

慎みを含み、多様な個人の豊かさに対しての考えを持った人々が共存
し、ふくい市民に幸福感と希望を持っていただけたときに自然と広がる
表情だと考えています。このような咲顔がふくいに溢れるための運動を
推進して参ります。
　福井青年会議所の今年度の運動に対し、より一層のご支援を賜ります
よう、心からお願い申し上げます。

え が お
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ふくい秋の収穫祭2015
～未来のために甦れ城下町ふくい～

11月公開例会
～スポーツの力は無限大！考えよう将来のふくいを～

福井県及び福井市との意見交換会

　約13年間に渡って、福井市内の小中学生の職業観や勤労
観を養うため活動し、昨年は小中学校10校、1,370名の子
供たちに実施をしました。今年は、昨年発足したプログラム
専門の団体「ふくいの担い手づくりプロジェクト」を立ち上
げ、より多くの地域の大人の方にゲストティーチャーとして、
子供たちに仕事を通じた様々な想いを語っていただき、地
域全体での青少年育成を目指しています。

ま　  ち

地域の担い手づくりプログラム

　今年実施4年目を迎えるちからプログラムですが、昨年は
福井市内の小学校を中心に７校、730名の子供たちに実施
をしました。低学年には「伝える力」、中学年には「ほめる力」、
高学年には「決める力」の３つの「力」の習得を通して、コミュ
ニケーション能力や、これからの社会の中で求められている
力を育成しました。

ちからプログラム

わんぱく相撲

　10月3日・4日に「育都の燈～未来のために甦れ城下町
ふくい～」をテーマに、ふくい秋の収穫祭2015を開催しま
した。2万人の市民が訪れ、ふくいの食ブースや各種ワーク
ショップ、そして会場中央に設置したステージでは、様々な
パフォーマンスが繰り広げられました。また、3日の夜には
お堀を幻想的に彩るとともにプロジェクションマッピング
も実施し、城下町としてのふくいを発信しました。

子育て世代のためのまちづくり懇話会

　スポーツマンシップと地域振興の発展に関する基調講演
や、ニュースポーツの体験や、スポーツとまちづくりの新しい
方向性と題したグループディスカッションを行い、多くの市
民の皆様に参加して頂きました。国体を３年後にひかえた
ふくいを、様々な角度から考え、市民のまちづくりに対する
意識を高めることにつながりました。

　2015年８月、人口減少問題をテーマにして、福井県と初
めての意見交換会を実施しました。また、６月と10月の２度
にわたって、広く青少年育成やまちづくりをテーマにして、
18年目となる福井市との意見交換会を実施しました。活発
な意見が出され、明るい豊かなふくいを実現するために、青年
経済人の集まりである福井ＪＣと行政との間でどのような
役割分担ができるか、どのように連携することができるのか
について大きな示唆を得ることができました。

～ グローカリズム育成事業 ～
未来の私がみんなのためにできること

私たちは、「伝統的なふくいの精神」、「グローバルに通用する力」、「確かな
定見と行動力」を持つ「ふくい人」の育成に挑戦していきます。

子育て世代にとって子育てしやすい、住みたい、暮らしたいと思う魅力ある
まちを「育都ふくい」と定義し、育都としてのまちづくりを目指しています。

2015年度実施報告と2016年の事業予定
ひとづくり
ふくい人の育成

び と
まちづくり
育都ふくいの開発

■2016年度 事業予定
【日時】２月～１１月開催予定
【場所】ご依頼があった福井市内小・中・高校
※詳しい日時・場所・事業内容については、順次ホームページにて公開いたします。
◎プログラムのご依頼については、当青年会議所までお問い合わせください。

■2016年度 事業予定
【日時】２月～１１月開催予定
【場所】ご依頼があった福井市内小中学校、児童クラブ、児童館など
※詳しい日時・場所・事業内容については、順次ホームページにて公開いたします。
◎プログラムのご依頼については当青年会議所までお問い合わせください。

■2016年度 事業予定
【日時】福井大会６月頃、全国大会7月頃開催予定
【場所】福井大会：県立武道館、全国大会：両国国技館予定

■2016年度 事業予定
【日時】７月～９月頃予定
【実施内容】７月～８月 作文コンクール、９月 表彰式

※詳しい日時・場所・事業内容については、順次ホームページにて公開いたします。 ※詳しい日時・場所・事業内容については、順次ホームページにて公開いたします。

■2016年度 事業予定　育都ふくいの進化展開事業
福井駅周辺から福井城周辺を起点に、ふくいが持つ歴史文化を市民の
方々に知っていただく事業を開催予定です。
2017年度、福井青年会議所が主管を務める全国城下町シンポジウムに
つながる各種企画や催しなどを開催予定です。
【日時】５月頃開催予定
【場所】福井駅周辺及び福井城周辺
※詳しい日時・場所・事業内容については、順次ホームページにて公開いたします。

■2016年度 公開事業予定
ふくいの偉人研究事業（3月公開例会）
古来から数多くの偉人を輩出した郷土ふくいについて市民に知っていた
だくための公開例会を開催予定です。ぜひご参加ください。
【日時】３月開催予定　【場所】福井市内、参加費無料
5月公開例会
子育て世代である子供を持つ親、これから親になる市民の方に向けて、
親として学びの機会となる公開例会を開催予定です。基調講演やパネル
ディスカッションほかイベントを企画しています。ぜひご参加ください。
【日時】５月開催予定　【場所】福井市内、参加費無料
※詳しい日時・場所・事業内容については、順次ホームページにて公開いたします。

【日時】５月～7月頃開催予定
■2016年度 事業予定　育都ふくいの可能性を構想する事業

※詳しい日時・場所・事業内容については、順次ホームページにて公開いたします。

仕事を通じた青少年育成を 社会に求められる３つの力を学ぶ 様々な視点から考えるまちづくり甦れ! 城下町ふくい

　「わんぱく相撲」は「相撲」を通じ､｢礼｣を学び､｢努力する｣
ことや｢思いやり｣等､社会生活に必要な徳性の涵養の場を与
えるために開催いたしました。毎年、福井市内140名の小学
生に参加にいただき、32回目を迎える今年も、多くの子供
たちの心身の健全育成のために開催いたします。

かんよう

相撲を通じ多くを学ぶ
　国際的な視点を持ち力強く夢を追った日下部太郎の軌跡
から、その心を学ぶ機会として作文コンクールを行いました。
福井市内の小学生の子供たちに、未来の夢を通して、自分
がみんなにできることことを作文に描いてもらいました。
今後も、ふくいの将来を担う子供たちの頼もしい夢を実現
していく事業として開催予定です。

子供たちの夢を育む

行政との連携で明るい豊かな福井を実現市民主体のまちづくりを目指し
　子育て世代の親御様にふくいの現状や課題、行政の子育
て支援施策を知っていただき、市民もまちづくりの主体で
あるとの意識をもっていただくことを目指し、2015年６月
に合計3回91名の方にご参加いただきました。和やかな雰
囲気の中、「福井の現在や将来の課題を知ることができた」、
「子供の将来のために市民一人一人がまちづくりに参加する
必要があると感じた」などの御意見をいただきました。
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板倉 雄一
理事長

増田 喜一郎
直前理事長

鈴木 干城
監　事

藤田 俊則
監　事

田島 義規
監　事

田中 秀也
副理事長

辻 武志
副理事長

小林 信道
副理事長

岩本 雄太
副理事長

加藤 有司
副理事長

南 宏季
専務理事

仙坊 真也
常務理事

光照 良眞
LOM運営室 室長

方橋 孝貴
ふくい人育成室 室長

清川 高行
 育都ふくい創造室 室長

髙倉 健治
LOMブランディング室 室長

公益社団法人 福井青年会議所 2016年度組織図

林 和哉
拡大・資質向上室 室長

今村 善信
顧　問

公益社団法人 日本青年会議所
北陸信越地区担当常任理事 今村 善信
多様な個性が輝く心ある北陸信越の実現
　本年度、開発毅先輩以来10年ぶりに、福井
ＪＣより北陸信越地区担当常任理事として、また
地区協議会の会長として出向をさせていただき
ます。減少傾向にはありますが、68会員会議所、

3,500名という人口に占めるＬＯＭ、ＪＡＹＣＥＥの割合がそれぞれ最も
高い地区であるからこそ、そのお一つおひとつ、お一人おひとりの個性
が共栄し、明るく豊かな地域の未来を協創していくことで、北陸信越
から「心」ある日本を創造することができると信じております。これまで
に培わせていただいてきた経験の全てを賭して任を全うする所存です
が、私一人で到底実現することは叶いません。皆様からのご指導ご支
援のほど、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

公益社団法人
日本青年会議所
北陸信越地区
福井ブロック協議会
副会長

山浦 成暁

公益社団法人
日本青年会議所
民度向上委員会
副委員長

上口 浩史

明日の福井にむけて 
　本年度、福井ブロック協議会の副
会長として、出向させていただくこと
になりました。卒業年度で初めての
出向で、且つ副会長という大役です
が、本会の運動の方向性をしっかり
と伝え、福井の活性に少しでも寄与
できるよう、福井ＪＣで得た経験と知
識を活かして精一杯頑張ります。1年
間どうぞ宜しくお願いいたします。

公益社団法人
日本青年会議所
北陸信越地区協議会
運営専務

鈴木 干城

日々、勉強。日々、成長。
　このたび公益社団法人日本青年
会議所 民度向上委員会の副委員長
を拝命いたしました。出向させてい
ただきありがとうございます。これも
皆様のおかげです。この委員会は公
開討論会、投票率向上と子供たちへ
の選挙教育に関する委員会です。一
緒に出向する仲間とともに名に恥じ
ないよう、そして学んだことをＬＯＭ
に持ち帰り、恩返しできるよう活動を
して参ります。

北陸信越地区をひとつに 
　人口減少が社会的な課題となって
おり、北陸信越においても例外では
ありません。また、地方創生が目指
すことに地域資源の活用や新たな視
点からの活性化が求められています
が、私たち青年の行動力こそが地域
の活性化に繋がり、課題解決の糸口
になると考えます。各地の青年会議
所ひいては地域の活性化に繋がるこ
とを信じ活動してまいります。

北陸信越地区担当常任理事　今村 善信
民度向上委員会　（副委員長）上口 浩史
 （小幹事）木下 剛男、小島 茂幹、
  　　　  佐々木 健夫
 （委員）加藤 千八、竹内 耕一郎
アジアネットワーク確立委員会
 （委員）堀 琢也、安実 靖司、髙倉 竜馬　

日本青年会議所出向者

会　　長 今村 善信
運営専務 鈴木 干城
事 務 局　（事務局長）野尻 純平、（副事務局長）端 将一郎
　　　　　（次長）浅野 芳郎、大澤 義人、北濱 雅也、
 　　  谷尾 準一、堀 真人、柳町 剛弘

北陸信越地区協議会出向者

ブロック会長 （直前会長）今村 善信
 （副会長）山浦 成暁
地域連携委員会 （委員長）福島 義弘、（委員）藤井 恵昭
人材育成委員会 （委員）前田 雅志
主権者意識向上委員会　 （委員）横山 光

北陸信越地区福井ブロック協議会出向者

皆勤賞

LOM
褒賞

財政・公益審査委員会
会員拡大委員会優秀委員会賞 林 和哉

八ヶ代 大祐優秀会員賞

2015年度 最優秀委員会賞 ふくい人育成委員会 最優秀会員賞 横山 光

2016年度 出向者紹介

 

皆勤
8年 今村 善信

皆勤
1年

青木 明 / 浅井 俊則  / 岩見 祐樹 / 伊藤 幸平 / 岡山 裕二 / 奥村 修己 / 金本 篤 / 北川 聡 / 清川 高行 / 光照 良眞 
髙倉 健治 / 谷尾 準一  / 野尻 純平  / 端 将一郎  / 林 和哉  / 藤枝 聖 / 方橋 孝貴  / 水切 弘典 / 柳町 剛弘

皆勤
7年 辻 武志 皆勤

6年 林 和哉 皆勤
4年 安実 靖司 皆勤

3年
浅井 俊則
岩本 雄太

皆勤
5年

板倉 雄一 / 北濱 雅也
鈴木 干城 / 堀 琢也
前川 征　 / 南 宏季

総　会
監　事
藤田 俊則

㈲藤田建築設計事務所
田島 義規

田島義規司法書士事務所
鈴木 干城
㈱ジー・アイ・システム理事会

直前理事長
増田 喜一郎

㈱増田喜

顧　問
今村 善信
大電産業㈱

専務理事
南 宏季

㈱ウララコミュニケーションズ

理事長
板倉 雄一
㈱ユウシュウ

ふくい人育成室 室長

方橋 孝貴
まるほ商事㈱

LOM運営室 室長

光照 良眞
北川法律事務所

 育都ふくい創造室 室長

清川 高行
　清川建設㈱

LOMブランディング室 室長

髙倉 健治
㈱高倉木材

拡大・資質向上室 室長

林 和哉
林石油㈱

常務理事
仙坊 真也

㈱センボー建築事務所

㈱マクトクラウニング

総務委員会

委員長  金本 篤

阿部 泰教
㈱オフィスサポートBP

副委員長
桑野 陽壮
桑野法律事務所

副委員長

浅野 芳郎
エジソンシステム㈱

佐々木 健夫
㈱佐々木電業社

野尻 純平
野尻コンクリート工業㈱

前田 雅志
モトーレン福井㈱

㈱プロダクト・マイスター

財務運営委員会

委員長  玉村 訓大

松浦 真樹
㈱活衛工務店

副委員長
川上 亮介

㈱カワカミパワーシステム

副委員長

谷尾 準一
タニオ保険㈱

林 美里
㈲林商事

山田 聡
㈲ヤマセ商会

㈱見谷組

55周年準備特別委員会

委員長  見谷 頼貞

文珠四郎 崇之
㈱文珠四郎管工商会

副委員長
木下 貴之
㈱木下設計

副委員長

石丸 隆夫
ホテル割烹 石丸

北 弘幸
北潟リゾート㈱

福田 光則
福光産業㈲

堀 真人
㈱ホリチューボー

山本 喬
大協建設㈱

ローソン美山薬師店

ふくいのちから向上委員会

委員長  竹山 丈介

前川 将隆
㈱アバスライン

副委員長
奥村 修己
sol paint

副委員長

伊藤 邦治
㈱グランボア

北川 聡
㈱北川

大澤 義人
大澤義人税理士事務所・
大澤社会保険労務士事務所

北出 慎吾
北出経営労務事務所

端 将一郎
よつば法律事務所

伊藤・野条法律事務所

ふくいのこころ醸成委員会

委員長  伊藤 幸平

太田 貴司
太田木材㈱

副委員長
石田 一大
㈲石田商店

副委員長

安藤 弘之
㈱JTB中部 福井支店

伊藤 敏郎
㈱まつや千千

岩佐 裕美
高志法律事務所

上出 拓央
㈱キッチンプラント

藤井 恵昭
浄土真宗本願寺派 長松寺

㈱ウッドスタイルプランニング

育都ふくい開発委員会

委員長  岡山 裕二

八木 康成
北陸総合探偵社

副委員長
富田 太樹
三津井証券㈱

副委員長

中戸 朋寛
（福）めぐみ保育園

南部 正綱
㈱天晴データネット

加藤 千八
台東運輸㈱

須賀原 史和
川市銘材㈱

山浦 成暁
㈱ベストワーク

岩見電工㈱

育都ふくい構想委員会

委員長  岩見 祐樹

中村 綾菜
福井市議会議員

副委員長
西川 晃治

西川晃治建築設計事務所

副委員長

江前 力哉
㈱江前   

髙村 弦甲
   大和電建㈱

平馬 幸太郎
㈱福地

横山 光
益茂証券㈱

陽願寺

LOMの力向上委員会

委員長  藤枝 聖

鈴木 範治
㈱スリーエス

副委員長
瀬尾 敬太郎
㈲コーフク商運

副委員長

青木 明
北陸紙業㈱

金石 昌
㈲サービスクリエイト

北濱 雅也
㈱インパクト

柳町 剛弘
㈱やなぎ町

㈱インフォライブ

LOMの魅力発信委員会

委員長  水切 弘典

八ヶ代 大祐
㈲フクイ内装システム

副委員長
吉川 岳司
㈱ヨシクニ

副委員長

木下 剛男
㈱マルキヤ宣広社

佃 祥孝
中部鉱業㈱

山田 圭吾
第一設備工業㈱

アサイ板金工業

会員拡大委員会

委員長  浅井 俊則

鈴木 未奈美
ススキ電機㈱

副委員長
原田 大輔
スキット㈱

副委員長

白﨑 匡平
白崎印刷㈱

竹内 耕一郎
丸越プリント㈱

福島 義弘
㈱ライフガード

出店 周学
アクセス情報㈱

㈱エクシート

会員開発委員会

委員長  出口 淳

堀 琢也
丹尾デザイン事務所㈱

副委員長
安実 靖司
安実農場

副委員長
嶋﨑 真幸
㈱コーワ

副委員長

太田 由起子
エステ＆ヒーリングサロン 
ANELA

大平 真也
㈱大平美工

島田 和久
バナナカテドラル

清水 智信
福井県議会議員

小島 茂幹
HAIR/MAKE PARIER

髙倉 竜馬
㈱西洋菓子倶楽部

佐々木 大介
㈱佐々木一級建築士事務所

髙間 幸代
スペース源内㈲

原 公樹
真宗大谷派 浄得寺

堀 大介
㈱カイエンジェーピー

増田 初美
夫婦問題・離婚相談室 kael

山﨑 武士
㈱又四郎商会

吉川 知宏
吉川コーク㈲

吉田 知志
㈱吉光工業

若山 大輔
若山行政書士事務所

笹本 沙希
BROWN SUGAR

田中 裕也
北陸旅行㈱

宮腰 直秀
㈲ウィ・ディッシュカンパニー

大脇 豊弘
㈱大脇萬蔵商店

岡倉 誠
戸川特許事務所

角谷 佳剛
㈱フラワーカドヤ

小森 雄介
ユニコシステム㈱

酒井 一太郎
コーシン・サントリービバレッジ㈱

武村 エミコ
㈱さくら物語

深山 幸則
深山自動車

前田 泰正
ライフケアマネジメント㈱

中村 真悟
㈱ダイカネ技建

橋本 直哉
サンクス武生問屋センター店

近藤 憲彦
弁護士法人

寺田直樹法律事務所

井上 俊秀
一般社団法人

アジア学術文化交流協会

名村 修一
ソニー生命保険㈱

和田 哲史
㈱ワンダーフードサービス

副理事長
辻 武志
㈱キャンピオ辻万

加藤 有司
大日メタックス㈱

田中 秀也
㈱アド・プロ

小林 信道
㈱ヨシカワ商事

岩本 雄太
岩本・上坂法律事務所

㈲上口モータース商会

出向者
特別理事

上口 浩史
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ホームページが
新しくなりました!NEW
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ふくい人育成事業告知・報告 一覧

育都ふくい事業告知・報告 一覧

年間スケジュール

会員募集

広報誌 啓発
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〒918 - 8004
福井市西木田2丁目8番1号
福井商工会議所ビル3 階
■admin@fukuijc.or.jp

公益社団法人 福井青年会議所

TEL： 0776-33-1750
FAX： 0776-33 -1752

連絡先  Contact

第56代理事長
板倉 雄一

理事長
コ ラ ム
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福井青年会議所紹介
Introduction

理事長挨拶
Greeting

組織構成
Composit ion

出向者紹介
Loan

情報公開資料
Disclosure

リンク
Link

お問い合せ
Inquiry

ログインはこちら お問い合せはこちら
会員専用ページ メールフォーム

　2016年度、福井ＪＣのホームページが１月１日
よりリニューアルされました。当会議所の活動を
より皆様方に知って頂くために事業予定や報告
などを掲載しています。ふくいの明るい未来の
ために魅力あふれる情報を発信してまいります
ので、ぜひ一度ご覧ください。

福井JC Facebook福井青年会議所HPは

01
JCという団体は、満20歳から満40歳までの青年
で構成されています。現在、私たち福井JCには
100名を超える志の高いメンバーが所属していま
す。メンバーと共に色々な事業を構築・実施してい
く中で、個人としてのスキルアップもでき、友情を育
むことができます。

02
福井JCでは、まちづくりや青少年育成、人材づく
りなどの分野で多くの事業を行っています。これ
らの事業を通して私たちは地元「ふくい」と大きな
関わりを持っており、郷土の発展に貢献できるよ
う、活動しています。

03
JCの組織は世界120ヶ国以上に広がり、多くの国
際交流の場が設けられています。特に、福井JCは
福井市の姉妹都市である韓国・水原市やアメリカ・
ニューブランズウィック市との交流の礎を築いて
おり、現在でも定期的に交流しています。

個人の機会
Leadership Development

地域の機会
Community Development

国際の機会
lnternational Development 04 ビジネスの機会

Business Development

JCのメンバーは、一歩JCを離れると様々な業界で
活躍している青年経済人ばかりです。また、500
名を超える卒業生（OB）は今もふくいの経済界で
ご活躍されています。JCでの出会いを通して、新
しいビジネスがいくつも生まれています。

JC4つの機会2016
年度会員募集

発　　行
編　　集
委 員 長

（公社）福井青年会議所
ＬＯＭの魅力発信委員会
水切 弘典

副委員長
委　　員

八ヶ代 大祐・吉川 岳司
木下 剛男・佃 祥孝
山田 圭吾

〒918-8004　福井市西木田2-8-1 福井商工会議所ビル３階
TEL.0776-33-1750　FAX.0776-33-1752
●URL http://www.fukuijc.or.jp　●E-mail admin@fukuijc.or.jp
●公式FB https://www.facebook.com/fukuijc

公益社団法人  福井青年会議所

●福井ＪＣで出会う仲間は、あなたの人生において大きな財産となります
●福井ＪＣで培われたネットワークは、あなたのビジネスに大きな力となります
●福井ＪＣで体験する様々なプログラムは、あなたの企画力や実行力を高めます
●福井ＪＣで素晴らしいシステムの中から組織運営を学ぶことができます
●福井ＪＣでしか体験できない様々な自己啓発・トレーニングを体験できます

㈱フラワーカドヤ
1989.3.31

角谷 佳剛
 か ど や 　   け い ご

㈱大脇萬蔵商店
1978.12.27

大脇 豊弘
おお わ き 　 と よ ひ ろ

一般社団法人 アジア学術文化交流協会
1987.6.16

井上 俊秀
い の うえ 　 と し ひ で

深山自動車
1978.9.9

深山 幸則
ふか や ま 　 ゆ き の り

（株）ダイカネ技建
1981.6.23

中村 真悟
な か む ら 　  し ん ご

弁護士法人 寺田直樹法律事務所
1983.8.5

近藤 憲彦
こん ど う 　 の り ひ こ

ライフケアマネジメント㈱
1976.10.7

前田 泰正
 ま え だ 　  や す ま さ

サンクス武生問屋センター店
1989.9.21

橋本 直哉
はし も と 　  な お や

ソニー生命保険㈱
1982.3.11

名村 修一
 な む ら 　 し ゅ う い ち

㈱さくら物語
1979.10.10

武村 エミコ
たけ む ら 　  え み こ

コーシン・サントリービバレッジ㈱
1980.4.4

酒井 一太郎
 さ か い 　 い ち た ろ う

戸川特許事務所
1980.3.2

岡倉 誠
お か くら 　 まこと

ユニコシステム㈱
1986.11.21

小森 雄介
 こ も り 　  ゆ う す け

2016年度 上期

新入会員
紹介

卒業生
数々の感動を

ありがとうございます

2015年度

小林 輝之先輩

2014年度入会

㈱長田工業所
小林 良誠先輩

2014年度入会

川上 司先輩

2011年度入会

㈱川上測量コンサルタント
宇城 利浩先輩

2011年度入会

ケイショウ㈱
上坂 誠治先輩

2014年度入会

中島管材鋼機㈱
青山 俊介先輩

2011年度入会

アスラクホーム㈱足羽

増田 喜一郎先輩

2009年度入会

㈱増田喜

前川 征先輩

2010年度入会

㈲キャストコミュニケーションズ
藤田 賢一先輩

2011年度入会

藤田さく泉工業㈱
中村 敏明先輩

2006年度入会

㈱わらび
瀬越 智和先輩

2011年度入会

㈲三ツ徳不動産
清水 俊吾先輩

2013年度入会

Dining Salon CANDO
塩田 博昭先輩

2009年度入会

光新建設㈱
冨坂 直樹先輩

2015年度入会

㈱冨坂工業

渡辺 崇嗣先輩

2010年度入会

渡彌㈱
吉田 耕学先輩

2009年度入会

㈱ユアーズホテルフクイ
吉田 幸男先輩

2014年度入会

寿し吉
村中 勲先輩

2009年度入会

㈱エクステリア工房
村上 浩一先輩

2011年度入会

㈱青春広告
水上 心先輩

2010年度入会

水上総建

まちのため、人のため、未来のために私たちとともに活動をしませんか？

・原則として、福井市内及びその近郊に居住または就業している男女。
・満20歳以上で満40歳未満の情熱のある男女。
・正会員2名以上の推薦を受け、年2回（5月、11月）の入会審議において
　承認された男女。

新入会員 入会基準

誠心誠意ご説明させていただきます! 会員拡大委員会 委員長　浅井 俊則
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