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伊那青年会議所

人とつながり 地域とつながり 未来へつなげる

一般社団法人伊那青年会議所会報誌

2019年度

特大号

　2019年度「人とつながり 地域とつながり 
未来へつなげる」をスローガンに掲げ1年間
活動・運動を展開させて頂きました。思い返
せば基本方針を作成するにあたり、歴代理事
長の苦労と重責を痛感するのと同時に、伊那
青年会議所の歴史の凄さを再確認した事を思
い出します。1年を通して理事長という貴重
な経験をさせて頂いた事で、伊那JCで一番
成長出来たのは自分です。感謝しかありませ
ん。今までこの伊那JCで学んだ事を全て集
大成として出し切れた1年であったと思いま
すし、良い意味で課題も残せたと自負してい
ます。青年会議所は地域へ新しいものを創出
し成熟させて市民に引き継いで行き、また更
に新しいものを創出していかなくてはなりま
せん。伊那JCは、この地域に無くてはならな

い存在である事を心に、この先必ず JCを
やっていて良かったと思えるよう、折角やる
なら真剣に、そして楽しく、未来へつなげて
いければと思います。当会議所は、現役会員、
シニアクラブ会員を含めると300人以上が所
属し、地域の多くの企業・個人からのご協力
により支えられています。会員一同、この時
代に共に活動をできることに感謝し、青年と
しての英知と勇気と情熱をもって互いに切磋
琢磨し“修練・奉仕・友情”の三信条のもと、
明るい豊かな社会の実現に向けて邁進してい
きます。「自分を成長させたい」、「地域に貢献
したい」という純粋な気持ちがある青年の入
会を心より歓迎すると共に、当会議所の活動
に対する地域の皆様のご理解、ご支援をお願
いいたします。

　9月1日、白馬の地で開催された（公社）日本青年会議所北陸
信越地区長野ブロック協議会、長野ブロック大会in北アルプス
において、次回長野ブロック大会の開催地が伊那JCの地となる
ことが発表され、伝承キーの継承式が行われました。2020年、
長野ブロック大会が、16年ぶりに伊那JCの地にやってきます。
多くの皆様のご協力とご来場をお願いします。

2020年度、（公社）日本青年会議所北陸信越地
区長野ブロック協議会長野ブロック大会の実
行委員長を仰せつかった原健です。ブロック大
会が伊那の地で開催され
るのは実に16年ぶりにな
ります。大会の成功には、
先輩の皆様、地域の皆様の
力が必要です。この地を一
層盛り上げ、明るい豊かな
地域社会を築くために、ご
理解、ご協力をいただきま
すようお願いいたします。

第52代 理事長

鈴木 教仁

理事長挨拶

長野ブロック大会開催地決定!

（有）ファットエヴァー
解体業・産業廃棄物処理業

鈴木 教仁

（株）加納屋
隙間産業

網野 俊輔

（有）安藤建設
建築・建設業

安藤 泰行

伊那市役所
公務員

原　健

野澤司法書士事務所
司法書士

野澤 賢一

（有）高山商店
リサイクル業

高山 利彦

（農）ミナミアグリ
農業　米穀生産・販売

小笠原 裕樹

プルデンシャル生命保険（株）
保険業

前田 憲人

（株）プリンティアナカヤマ
印刷業

中山 彩香

（株）箕輪開発
不動産業・建設業

小松 英樹

（有）キタハラ総合保険
保険代理店業

北原 涼平

小林ボデー
自動車鈑金整備業

小林 圭太

積水ハウス（株）
住宅メーカー

五味　忍

（株）創和設計
建設業

小河　豪

清水解体工業（株）
解体業・産業廃棄物処理業

清水　晃

（株）玉扇グローバル
外食・フィットネス・語学事業

中村 修哉

（有）三沢電気システム
電気設備工事業

三澤 悠輔

原 辰徳
原 元紀
小林 稔
吉野 公将

箕輪町役場
公務員

平澤 昌輝

サン工業（株）
製造業

有賀 洋一郎

（有）ソイル・シー・ファーム
循環型農業

土橋 正史

エネルギー総合商社

長谷川 良樹

黒田法律事務所
弁護士

黒田　信

箕輪建設工業（株）
総合建設業

白鳥 和宣

伊那食品工業（株）
食品製造業

白鳥　翔

（有）平野マルチ食品
食品業

平野 大輔

ふとっぱら食堂
飲食業

村山 幸弘

緑ヶ丘敬愛幼稚園
幼児教員

宮原　健

（有）林電機商会
電気工事業

伊藤 越百

（株）伊那中央石油
総合燃料業

唐沢 正昭

（株）マルエー
乳類販売業

有賀 大輔

セブンイレブン伊那高尾町店
小売業

春日 健人

（株）片桐建設
建設業

片桐 昌樹

（株）ファストレーンプロダクション
映像制作

城倉 賢一

（株）あっとホーム
建設・不動産業

畑　宏晃

（株）信州ウェイスト
リサイクル業

春日 祐樹

鈴幸治療院
整体・サービス業

鈴木 昌幸

（株）薪一
薪販売・林業

松村 千尋

（株）三星合成
樹脂製造・販売

荒井 康宗

　
バイクペインター

東松 将也

（有）トモエ自動車商会
自動車販売・整備

宮澤 伸英

SNACK ARIGATO
飲食業

ベラスケス ジェナリン

（株）那須屋興産
廃棄物処理、解体工事・各種建設工事

池上 裕平

（有）石川
菓子製造・販売

石川 雄也

ほまれ
解体業

宮下　仁

（株）泉翔
運輸業

中村 邦之

（株）やまとわ
木工業

向山　遼

（資）いりせん
食品取扱業

横山 勇一
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監　事

総　務・
組織力
強化
委員会

広　報・
拡大支援
委員会

まちづくり
委員会

成少年
委員会

NEW

松下 真大

NEW

田中 真吾
二瓶 裕史
笹川 星哉
中村 直哉

NEW

中村謙太郎
石田 神一
小林 茂嵩

NEW

ブロック大会担当委員会
委員長　原　健



Pi CK UP伊那JC 1年間のあゆみ
ピックアップ

　伊那JC標準フォームに則り、月1回の例会を開催しました。
本年度は、JCの経歴が長いメンバーや、他団体に出向してい
るメンバーの経験を全員で共有するため、新たに、執行部に
よる講演、出向者講演などにも取り組みました。また、本年
度は会員同士の交流を深めるため、終了後同会場で茶話会
を開催し、会員同士の親睦を深めました。

通年・例会

　5月5日、伊那JC、諏訪圏JC、駒ヶ根JC、飯田JCから成る
南信圏合同開発委員会が主催する、南信圏野球大会が南箕
輪村南原運動場にて開催されました。連覇を目指して臨んだ
伊那JCでしたが、惜しくも優勝は逃し、優勝した諏訪圏JC
が長野ブロックで開催される大会に進みました。

新春会員大会 ２月事業 広報・拡大支援委員会
 「新時代の幕開けを飾る広報・拡大支援事業」
３月事業 総務・組織力強化委員会
 「JCI Achieve・JCI Impact」
４月事業 成少年委員会
 「わんぱくひろば」

５月事業 まちづくり委員会
 「地域の魅力再発見！わくわくフェス」
６月事業 成少年委員会
 「命をつなぐ 親子で食育体験」

８月事業 総務・組織力強化委員会
 「伊那まつり遊ingビレッジ」
 広報・拡大支援委員会
 「人・地域をつなぐ「い～んだに」共創事業」
10月事業 成少年委員会
 「思いをつなぐ小学生リレーマラソン大会」
11月事業 総務・組織力強化委員会
 「チームビルディング」
 まちづくり委員会
 「家庭からつなぐ感謝の心」
12月事業 広報・拡大支援委員会
 「昭和に生まれ、平成を駆け抜け、
 　令和へとつないだ男たちの旅立ち」

1月

南信圏野球大会5月

　7月6日、福井県越前市にて開催された、公益社団法人日
本青年会議所北陸信越地区協議会第61回地区フォーラムに
参加しました。

　7月20日、21日、横浜の地で開催されたサマーコンファレ
ンスに参加しました。

北陸信越地区フォーラム7月

　10月18日、南箕輪村にて、シニアクラブの皆様との交流会
を実施しました。日々のJC活動・運動には、先輩方のご理解
とご協力が欠かせません。先輩方の思いを聞き、現役メン
バーの情熱を伝える交流会となりました。

伊那JCシニアクラブ交流会10月
　7月5日から7月12日にかけて長野県軽井沢の地で開催さ
れた、第32回国際アカデミーin軽井沢に参加しました。伊
那JCからも、原健君、中山彩香君が国内デリゲイツとして参
加しました。

第32回 国際アカデミーin軽井沢7月

　1月12日（土）、伊那プリンスホテル（箕輪町）にて、伊那
青年会議所2019年度新春会員大会が開催され、ご来賓、シ
ニアクラブ各位ご列席の下、第51代網野理事長から第52代
鈴木理事長へプレジデンシャルリースの継承が行われました。

サマーコンファレンス7月

　東日本を中心に列島に甚大な被害をもたらし
た、台風15号及び台風19号の被災地の復興を支
援するため、伊那JCとして街頭募金活動の実施
や、被災地のボランティア作業に参加しました。
募金では、地域の皆様や先輩の皆様のご協力をい
ただき、台風15号災害復旧支援募金に70,630円、
台風19号災害復旧支援募金に204,991円が集ま
り、それぞれ、千葉県鋸南町、長野県の義援金窓
口に届けました。

災害支援ボラン
ティア第1陣
（飯山市）

災害支援ボラン
ティア第3陣
（長野市）

台風15号・19号
災害復興支援10月

11月末時点で第5陣まで派遣



事 業 報 告

　令和という新時代を迎える本年。伊那JCは、活動・運動
の紹介、団体のPRと、会員拡大のツールとして新元号によ
るカレンダーを作成し広報と会員拡大を進める、2月事業
「新時代の幕開けを飾る広報・拡大支援事業」を開催しまし
た。メンバー全員で会員拡大の必要性、手法を学ぶととも
に、5月には会員拡大強化月間を設け、鈴木理事長の会員
拡大宣言の下、目標としていた13人以上の会員拡大を達
成しました。

「新時代の幕開けを飾る広報・拡大支援事業」を開催しました2/15t

3/2u

　伊那JCの組織力強化を目的に、メンバー全員で青年会
議所活動の目的、指針、また、地域課題の解決に向けた持
続可能な解決策について学ぶ、3月事業「JCI Achieve（JCI
アチーブ）・JCI Impact（JCIインパクト）」を開催しました。
日本JCから、ヘッドトレーナーをお招きし、青年会議所の
意義や目的を学ぶ「JCI Achieve」、地域社会に有益な変化を
興すために他のパートナーと協働できる事業について学ぶ
「JCI Impact」の2つのJCI公式コースを受講しました。

「JCI Achieve・JCI Impact」
を開催しました

　毎年、伊那市春日公園にて開催される「わんぱくひろば」
に参加し、大勢の親子にご参加いただきました。

4/28o

「わんぱくひろば」に
参加しました

5/12o

　市民の皆さんに、地域の魅力を再発見してもらうため、
5月事業「地域の魅力再発見!わくわくフェス」を開催しま
した。会場となった伊那市役所駐車場には500人を超す来
場があり、気球搭乗体験をはじめ、様々なアトラクション
を通して、普段自分たちが暮らすまちを違った角度から見
つめ直し、親子で考え、魅力を再発見し、愛郷心を育んで
もらうことができました。

「地域の魅力再発見！わくわく
フェス」を開催しました

　毎年、伊那市役所駐車場にて開催される「伊那まつり遊
ingビレッジ」に参加しました。今年は、かんな屑プールで
のボール探しゲームとスライム作りをご用意し、子供達に、
地元の森林資源や、地域とのつながりを感じてもらうアト
ラクションを用意。大勢の親子にご参加いただきました。

8/4o

「伊那まつり遊ingビレッジ」に
参加しました

8/25o

　同地域で活動する青年経済団体の連携を目的に、7月事
業「人・地域とつながる「い～んだに」共創事業」を開催しま
した。伊那JC圏域の伊那市、辰野町、箕輪町、南箕輪村で
活動する、商工会議所青年部、商工会青年部が一堂に会し、
スポーツによる親睦やお互いの活動内容についての理解を
深めました。また、全員で地域を盛り上げるためのCMを作
成。ケーブルテレビ等で地域の皆様にアピールしました。

「人・地域とつながる「い～んだに」
共創事業」を開催しました

10/20o

　子供には仲間と協力して難題に挑戦する心、大人は子供
の挑戦を全力で応援する姿勢を持ってもらうため、10月事
業「思いをつなぐ小学生リレーマラソン」を開催しました。
伊那市陸上競技場に小学生88名の親子が集まり、小学生
全員で100メートルずつバトンをつなぎ、フルマラソン
（42.195km）を走り抜きました。終了後には親子で感想文
を書き、親から子にメッセージを書いたバトンが渡されま
した。

「思いをつなぐ小学生リレー
マラソン大会」を開催しました

6/29u

　普段当たり前の様に食べている食事の有難さ、また、正
しい食事の摂り方について親子で学ぶことを目的に、6月
事業「命をつなぐ 親子で食育体験」を開催しました。山荘
ミルクに小学生の親子18組49人が集まり、鶏のと殺、マ
スをさばく体験、山荘ミルク向山講師の講義から、命の大
切さ、正しい食事について学びました。

「命をつなぐ 親子で食育体験」
を開催しました



事 業 報 告 2019年度新入会員紹介（入会順）　　　　　　　2019 年度　14 名入会

次年度理事紹介

祝・令和元年!
伊那JC
オリジナルカレンダー

11/11p

　伊那JCの組織力強化を目的に、メンバー全員でチーム
作りを学ぶ、11月事業「チームビルディング」を開催しま
した。講師に、チームビルディングを専門とした講演・研
修会・現場指導を行う、福富信也氏を迎え、リーダーシッ
プ、フォロワーシップについて学びました。また、新入会
員候補者20名も参加し、入会につながる伊那JCに対する
理解、メンバーとの親睦を深めました。

　伊那JCでは、一緒に活動していただ
けるメンバーを随時募集しています。
ご興味のある方、お知り合いで候補と
なる方がいる方は、伊那青年会議所事
務局までご連絡お待ちしています。

7月25日（木）、第2回臨時総会が開催され、
2020年度第53代理事長予定者が高山利彦君に
決定しました。

　2020年（令和2年）一般社団法人伊那青年会議所新春会員大会が
開催されます。大勢のご来賓列席の下、第53代理事長挨拶、2020年
度基本方針、事業計画、役員紹介等が行われます。
日時：令和2年1月12日（日）17：30～
会場：信州INAセミナーハウス

　平成から令和へ。元号が変わる記念すべき今年、伊那JCでは、どこよりも
早く新元号によるカレンダーを作ろうと、新時代の幕開けを飾る広報・拡大
支援事業としてオリジナルカレンダーを作成しました。カレンダーは、私た
ち伊那JCの事を地域の方々に知ってもらい、存在意義・存在価値を感じて
もらえる様、地域の方々や新入会員候補の皆様にお配りしました。

　この度、2020年度伊那青年会議所理事長予定者となりました、
高山利彦です。日頃、家族、会社、地域の方々には、我々がJC活
動・運動を行うにあたりご理解をいただき感謝申し上げます。
2020年度は、我々大人が全力で取り組めば明るい豊かな社会は築
けるという考えの下、「全力大人」をスローガンに掲げ、メンバー
全員の力を結集して取り組んで参ります。メンバー全員が全力大
人になって活動している姿をこの地域の皆様にお見せすること
が、未来へのバトンとなり、この地域から日本を 変えていくこと
につながると考えております。引き続き、ご理解ご協力をいただ
きますようお願いいたします。

「チームビルディング」を
開催しました

２０２０年（令和２年）
新春会員大会のお知らせ

11/16u

　日々の生活の中で忘れがちになってしまっている感謝の
心について学ぶことを目的に、9月事業「家庭からつなぐ
感謝の心」を開催しました。講師に、牧師で、子育てや夫婦
間のコミュニケーションに関する講演を行う、城村義人氏
を迎え、改めて家庭や地域に感謝することを見つめなおす
機会となりました。

「家庭からつなぐ感謝の心」を
開催しました

 第53代理事長予定者 高山 利彦
 監事予定者 小笠原 裕樹
  黒田　信

総務・組織力強化委員会

原　辰徳
blanc
美容師

成少年委員会

石田 神一
（株）アーク
不動産業

成少年委員会

中村 謙太郎
（有）小林オート
自動車販売業

まちづくり委員会

二瓶 裕史
にへいひろし事務所
行政書士

まちづくり委員会

田中 真吾
クレバー保険企画（株）
保険業

まちづくり委員会

中村 直哉
（株）玉扇グローバル
外食・フィットネス・語学事業

総務・組織力強化委員会

小林　稔
（株）マツシマ
農機具販売・建設業

　

城村 聖太
NPO法人5loaves
社会福祉事業

　

原 誠太郎
セブンイレブン伊那中央店
小売業

総務・組織力強化委員会

吉野 公将
（株）バーミリオン・ダイニング
飲食業

成少年委員会

小林 茂嵩
小林工業
建設業

まちづくり委員会

笹川 星哉
（株）VC長野クリエイトスポーツ
プロスポーツチーム経営

総務・組織力強化委員会

原　元紀
南箕輪村役場
公務員

広報・拡大支援委員会

松下 真大
長谷川土建
建設業

2020年度
理事長予定者
高山 利彦

▲表紙はメンバー一人ひとりの顔が見える
ようにしました。

▶団体や委員会、過去の事業なども写真
付きでわかりやすく紹介しました。

▲各月の背景は活動圏域である、伊那市、辰野町、
箕輪町、南箕輪村の名所を使用。自分たちが楽し
んで活動をしている様子を知ってもらえる様、
委員会ごと工夫を凝らした楽しい雰囲気の写真
を合成しました。


