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▶京都会議　
日　時　　１月２０日（木）～２３日（日）
場　所　　国立京都国際会館

年頭所感

　明けましておめでとうございます。
　大友理事長のもと２０２２年度一般社団法人豊岡青年会
議所がスタート致しました。
　本年度「絆」の発行は総務委員会が担当させていただき
ます。一般社団法人豊岡青年会議所メンバー一丸となり明
るい未来を実現するためのポジティブな活動を行っていき
たいと思います。
　「絆」におきましても、メンバーの活気ある活動をお伝
えできるよう精一杯頑張って参ります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（総務委員会）

▶２月第１例会
日　時　　２月１０日（木）　１８：３０～２０：００
場　所　　じばさんＴＡＪＩＭＡ２階第１交流センター

２０２２年度　委員会組織図
一 般 社 団 法 人 豊 岡 青 年 会 議 所

見ようとせずにただ変化を求めるのではなく、原点へ立ち返り立脚点を明確にすることでしなやかに力強く未来へ
の進化を図るとともに、常に輝かしい未来像を想い描き、目標を掲げ、人の為に、地域の為に力を余すことなく発
揮し、このまちに輝きをもたらす起点となるべく活動していく所存でございます。
　末尾となりましたが、本年も倍旧のご協力とご支援をお願い申し上げますとともに、本年が皆様方におかれまし
て素晴らしい一年となりますことを心からご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

　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、輝かしい新年をお
迎えのことと心よりお慶び申し上げます。
　一般社団法人豊岡青年会議所は地域の発展のために設立され、以来６０年間に
わたる活動の中で、地域を牽引するリーダーを育成する場として存在し、昨年創
立６０周年という記念すべき節目の年を迎え、これから先の未来に向け新たな力
強い一歩を記すこととなりました。これもひとえに強固な地盤を築きあげていた
だいた先輩諸兄をはじめ、多くの地域の皆様の格別なるご協力、ご支援の賜物で
あり、厚く感謝御礼申し上げます。
　本年度は会のスローガンとして、「光輝一同～未来を照らす灯となろう～」を
掲げ活動させていただきます。近年テクノロジーの急激な進化によって経済や社
会が目まぐるしい変化をしていく中、新型コロナウイルスがもたらす影響はより
速度を上げ強制的な変化を要する時代の到来となっております。この不確実性が
が高まる混沌とした道を進むために、過去から目を背け、拠り所とする価値観を

第６２代理事長

大友　孝

2022年度理事長スローガン
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年忘れ合同例会～戮力協心～
於：西村屋ホテル招月庭　白陽

　２０２１年度、創立６０周年の締めくくりの事業として、特別
会員、新会員予定者にご参加いただき、年忘れ合同例会～勠力協
心～を盛大に開催させていただきました。
　オープニングでは６０年間の歴史と活動を振り返る映像で始ま
り、セレモニーが行われ、和やかな雰囲気の中で一年間の労をね
ぎらうとともに、ご参加いただいた特別会員の皆様と改めて２０
２１年度の活動に対して、感謝の意を伝える事が出来ました。新
会員タイムで盛り上がり、若い我等を歌う事で２０２２年度へ向
けより一層の団結力を強めることができました。
　ご参加いただいた皆様、そして様々な面で支えていただき、ご
協力いただきました皆様に心より感謝申し上げます。ありがとう
ございました。

（２０２１年度とよおかの未来創造委員会委員長　岡村　将志）

12月12日（日）
2021年

プレジデンシャルリース伝達式プレジデンシャルリース伝達式

おくやみ

１２月２２日（水）森田秀光ＯＢがお亡くなりになりました。

ご冥福をお祈り致します。

１２月２０日（月）西松伸二ＯＢのご尊父様がお亡くなりになりました。

▶２月臨時総会
日　時　　２月１０日（木）　２０：０５～
場　所　　じばさんＴＡＪＩＭＡ２階第１交流センター

勉強会　　会員拡大を考える



３２

２０２２年度新理事・役員の紹介と抱負
　新年あけましておめでとうございます。
２０２２年度、副理事長を務めさせてい
ただくにあたり、その職責に身の引き締
まる思いであります。本年度、総務委員
会のみというこれまでにないスマートな
組織で活動させていただきます。この新
たな体制だからこそできるJC活動をメン
バー一同で討究し、一丸となって展開し
て参りたいと思います。微力ながら精一
杯務めさせていただきますので、１年間
よろしくお願い申し上げます。

副理事長

小森 弘詞

　本年度、伝統ある豊岡青年会議所の第
31代目専務理事という大役を仰せつかり
大変身の引き締まる思いです。本年は大
友理事長が掲げます光輝一同～未来を照
らす灯となろう～のスローガンのもと活
動を行って参ります。状況をしっかりと
見据え冷静な行動をとることを心掛け、
力強く活動できるように職務に邁進した
いと思います。また、組織全体のバラン
スをとりながら、常に先を考え行動する
ことを心掛けていきたいと思います。
皆様、何卒ご指導ご鞭撻賜りますようよ
ろしくお願い致します。

専務理事

川戸 義幸

　新年明けましておめでとうございます。
本年度、総務委員長を務めさせていただ
きます。２０２２年度、唯一の委員会と
いうことでその責任の重さに身が引き締
まる思いです。入会３年目の若輩者では
ありますが、この機会をいただけたこと
に感謝し、前向きに全ての事業に取り組
んで参る所存です。日々ポジティブに青
年会議所活動を邁進することが今の私に
できることだと思います。皆様のご指導
ご鞭撻の程、何卒よろしくお願い申し上
げます。本年も何卒よろしくお願い申し
上げます。

総務委員長

一ノ本 智毅

　昨年、卒業こそしたものの本年度２期
目の監事を拝命しました。これまでの９
年間の御恩を忘れることなく、また培っ
たものを最大限に発揮し、時にはＯＢ監
事、時には共に活動する同志という両立
場を活かし、脈々と受け継がれてきた一
般社団法人豊岡青年会議所の良き伝統や
気風を伝承するとともに、時代の潮流を
見極め未来を見据えた活動が行えるよう
職務を全うする所存でございます。
本年度も１年間、何卒よろしくお願い申
し上げます。

監事

　新年明けましておめでとうございます。
本年度、入会３年目で財務担当理事を仰
せつかりその責任に身の引き締まる思い
でございます。ＬＯＭの会計を担う重要
な役割をいただいたことに感謝し、職務
を全うさせていただきます。会員減少の
影響もあり限られた予算の中ではありま
すが無駄なくＬＯＭ運営に活かしていき
たいと思います。そして、初理事として
の経験を無駄にしないよう一生懸命活動
しますので１年間どうぞよろしくお願い
致します。

中村 勇太

２０２２年度新入会員紹介

　２０１２年度に入会し本年度が現役と
しての最終年度となりました。監事とい
う大役を仰せつかり身の引き締まる思い
でありますが、これを機に私がＪＣ生活
で学ばせていただいた経験を一つでも多
く後輩に伝え残して参りたいと思います
。また、会の運営を監査する立場として
、大友理事長が思い描く豊岡青年会議所
に少しでも近づけるよう、そして豊岡青
年会議所らしさが希薄化せず、時代に即
した活動が行えるように役職を全うした
いと思います。一年間どうぞよろしくお
願い致します。

若宮 顕仁

１２月第１例会
於：豊岡市民会館会館棟３階　ギャラリー１・２

　１２月第１例会を豊岡市民会館会館棟３階ギャラリー
１・２において、本年度最後となる例会を行いました。
　理事長挨拶では理事・役員をはじめ、メンバーに感謝
の意を述べられ、一年の労をねぎらわれました。
　送別会では、４名のＯＢ予定者へ今までの功績を称え
感謝楯を送り、それぞれのお別れスピーチでは自らのＪ
Ｃ活動をもとに後輩たちに激励を送っていただきました
。また、送辞ではＯＢ予定者の物語を振り返り、笑いと
感動のある温かい雰囲気の中行うことができました。

（２０２１年度総務委員会委員長　川戸　義幸）

財務担当理事

坂本 高洋
監事

　新年明けましておめでとうございます。
旧年中は我々の活動に多大なるご支援、
ご協力賜りましたことをこの場をお借り
し、心より感謝申し上げます。
本年度は直前理事長として、これまでの
経験を活かし２０２２年度の活動がより
実りあるものになりますよう助言役とし
て尽力して参りたいと思います。また１
人でも多くの仲間たちと活動できるよう
に会員拡大にも注力して参ります。１年
間よろしくお願い申し上げます。

直前理事長
池垣 睦生

柘 幸太朗
つげ こうたろう

生年月日：１９８４／０５／３０
勤務先：株式会社ニコス　代表取締役
出身校：大阪経済大学
趣味：野球／ゴルフ
自己紹介：この度、歴史と伝統ある豊岡青年会
議所の一員になれたことを大変嬉しく光栄に思
っております。活動を通じて、自身の資質向上、
および社会奉仕の理想を追求して参る所存であ
ります。活動期間は短いかもしれませんが、全
力投球で向き合おうと思っております。何卒ご
指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

12月10日（金）
2021年

OB 予定者による卒業スピーチOB予定者による卒業スピーチ

ＯＢ予定者を送る夕べ
於：辻惣

2021年

　１２月第１例会終了後、辻惣にて「ＯＢ予定者を
送る夕べ」を開催致しました。ＯＢ予定者と現役メ
ンバーが思い出話に花を咲かせ、またＯＢ先輩諸兄
からの温かいビデオメッセージに胸が熱くなる場面
もあり、４名のＯＢ予定者を盛大に送り出すことが
できました。
　多くの苦難を共に乗り越えてきた仲間だからこそ
味わえる強固な絆を体感することができました。Ｏ
Ｂ予定者の皆様、長い間本当にお疲れ様でした。

（２０２１年度総務委員会委員　小谷　一成）

12月10日（金）

卒業記念楯の受け渡し卒業記念楯の受け渡し

OB予定者集合写真OB予定者集合写真

送辞送辞

２０２２年度出向者一覧表
一般社団法人豊岡青年会議所

≪ＪＣＩ日本関係出向≫
▶規則審査会議議員……………………早　川　陽　祐
≪近畿地区関係出向≫
▶総務委員会委員………………………若　宮　顕　仁
≪兵庫ブロック関係出向≫ 
▶財務規則審査会議議員………………中　村　勇　太
▶兵庫の未来創造委員会委員…………小　森　弘　詞
▶ＬＯＭ支援委員会委員………………小　谷　一　成
　　　　　〃　　　　　………………柘　　　幸太朗
▶ブロック大会運営委員会委員………宿　院　崇　史
≪但馬４ＪＣ関係出向≫
▶明日の委員会委員……………………小　森　弘　詞
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