○ 入会までの流れ

○ 入会資格

公益社団法⼈ 福島⻘年会議所

○ 40歳で卒業のため、入会時に年齢が20歳〜37歳であること。
○ 福島市、川俣町に自宅住所又は勤務地を有すること。

⼊会案内

○ 社会人としての教養と良識のある方で、正常な業務に従事していること。
○ 青年会議所の目的と意義を理解頂ける方。

○ 入会手続きについて
○ 入会申込書（所定の申込用紙）を記入の上、写真3枚（タテ4cm、ヨコ3cm）を
添えて事務局まで郵送又は持参下さい。
○ 正会員2名による推薦人が必要になります。青年会議所内に知人がいらっしゃらな

2016年度 スローガン

い場合は、適当と思われる推薦人をこちらで設定させて頂きます。
○ 面接に相当する「入会希望者面談会」を開催いたしますので、出席ください。
その後、理事会にて正会員としての承認を致します。

知行合一
〜

○ 費用
○ 入会金

50,000円（入会時のみ）

○ 年会費

150,000円（在籍年毎年）

○ 各種大会登録費用並びに遠征費（参加する場合）

○ ＪＣ入会金及び年会費の税務上の取り扱いについて
○ 青年会議所の入会金及び年会費は、法人税務上研修費として損金処理することがで
きます。ただし、各種大会・会議への交通費・宿泊費や、活動終了後の懇親会費等
の取り扱いについては別途、会計士・税理士の方とご相談ください。

公益社団法人福島青年会議所
〒960-8041 福島県福島市大町2-5
HP：http://www.f-247jc.jp

TEL.

024-521-1635

E-mail：sec@247jc.jp

FAX. 024-521-1697

〜

what’
s JC

about

福島青年会議所の主な活動

青年会議所とは

福島青年会議所とは

青年会議所(JC)は、40歳以下の青年が「明るい豊かな社会
の実現」を目的に「自己の修練・世界との友情・社会への
奉仕」という理念で活動しています。
現在、全国697の地域にあり、約33,000名の会員が在籍
しており、世界でも132カ所の国と地域にあり、約16万人
の会員が在籍しております。
また国連の関係機関として、国連マークの使用が許可され
ている唯一のNGO(非政府組織)団体です。

福島青年会議所は、県都福島の情熱ある71人の青年た
ちが集結し、昭和38年に全国で247番目にできた青年会
議所で、50年以上活動を続けている団体です。
福島を愛し、未来の福島をつくるという力強い意思を持
ったメンバーが、青少年育成事業、まちづくり事業、行
政支援関連事業などのあらゆる社会貢献事業を企画実施
しています。
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代表的な青年会議所出身者

福島青年会議所の歴史

コフィー・アナン（第7代国際連合事務総長）
ジョン・F・ケネディ（第35代アメリカ合衆国大統領）
ビル・クリントン（第42代アメリカ合衆国大統領）
ビル・ゲイツ（マイクロソフト社創設者）
中曽根康弘（第71・72・73代内閣総理大臣）
小泉純一郎（第87・88・89代内閣総理大臣）
麻生太郎（第92代内閣総理大臣）
鳩山由紀夫（第93代内閣総理大臣）
安倍晋三（第90・96・97代内閣総理大臣）
伊藤次郎左衛門（松坂屋創業者）
牛尾治朗（ウシオ電機会長）

1963(昭和38)年
1977(昭和52)年
1979(昭和54)年
1990(平成 2)年
2009(平成21)年
2010(平成22)年
2012(平成24)年
2013(平成25)年

（社）福島青年会議所設立
リトルリーグ結成
15年ぶり花火大会復活
わんぱく相撲後援・わらじ競走企画
福島駅発車メロディーを変更
JC会館取得
第42回福島ブロック大会主管
創立50周年記念式典、各種記念事業
公益法人格取得
2014(平成26)年 福島駅に復興わらじ設置
2016(平成28)年 福島市社会福祉協議会と
災害時支援相互協力協定締結

〜まちのために〜

信夫山
パークランニングレース

わらじ競走

とうろう流し花火大会

福島ユナイテッドFCなど
プロスポーツチームとの交流事業

わんぱく相撲

職業体験事業
〜キッザニア訪問〜

福島ブロック協議会
新春の集い

福島ブロック協議会
アカデミー開校式

福男福女競走

〜子供たちのために〜

ゴルゴ松本氏
「命の授業」

〜仲間とのつながりのために〜

JCI 世界会議
(2015年度 JCI会頭とともに)

新入会員の声

よくある質問

丹野(写真中央)

でも安心して所属できる会であると思います。40歳で卒業となるため、限られた時間となり
ますが、その時間を大切にして日々成長していきたいと思います。

Q

とができました。OBの方々も本当に優しく接して下さいます。本業を含め多くのことを学ん
でいる最中ではございますが、福島を他県に誇れる街にするため為、これからも活動してい
きたいと思います。

どれくらい参加しなければ
いけないのですか？
役職にもよりますが、基本は毎月

A

2回、例会・委員会が18時半頃か
らあります。加えて、各委員会が

行う事業に参加し活動します。

(株)大丸工務店 取締役 大和田諒 / 2016年1月入会
小さいころからJCは知っており、よくJCの事業にも参加していました。
大学から社会人4年目までの8年間を東京で過ごしていたため、地元に戻
り仕事をしていく上で「多くの住民、経営者の方の生の声を聞き、それ
を心に刻み他県に誇れる街にしたい」それが私の入会理由です。実際に
は、東京の時と業種が変わったことで、時間的余裕もなく、仕事との両
立に不安がありましたが、時間を効率良く使えるようになり、時間をコ
ントロールするというスキルも身についてきたと感じています。さらに
短期間で様々な業種、地元有名企業の方々と同じ会員として知り合うこ

2016年度
◉建設業
剛和建設(株)

(株)E. メンタル福島 取締役 丹野裕美 / 2015年1月入会
私は、最初はJCを知りませんでした。長らく福島を離れていたため、戻
ってきてから知人も少なく、同世代の色んな方と知り合いになれる場を
探していたところ、JCを知りました。あまり深く考えず、軽い気持ちで
入会しましたが、色々な人たちとの付き合い方や、人や組織の動かし
方、話していると勉強になることがたくさんありました。また離れてい
た分、福島の知らない部分、忘れていた部分もありましたが,、地域活性
の大切さや、福島の現状も知ることができました。女性会員は多くない
ですが、女性だから出来ることもあると思います。皆さん優しく、女性

京都会議

Q
A

お金がかかるイメージが
ありますが？

(有)交友会建設
(有)エヌオーエー
源工業(株)
福島ビルサービス(株)
(株)大丸工務店
(株)黒澤工務店
協栄設備(株)
会津建設(株)
(株)F・J・T/(株)アシスト
アールコーポレーション

◉その他の製造業
丹治印刷(株)
◉情報通信業
福島民報社
福島民友新聞社
◉運輸業
みちのく陸運(株)
御幸トラック(株)
スナンエキスプレス(株)
オリエンタル(株)
トランスパック（株）

吉田総業(株)
(株)裕建機工
菅野建設株式会社

◉卸売業、小売業
山村無線(有)
(株)いちい

◉食料品、飲料・たばこ・飼料製造業
トーニチ(株)

(有)ピックアップ太陽
飯印青果仲卸(株)
(株)大和商会
(有)菅野房吉商店

◉繊維工業
齋栄織物(株)
◉木材・木製品、パルプ・紙・紙加工品
製造業

入会金・年会費の他には、各種大

(株)福永
福島梱包(株)

会への登録費や参加費などがあり

◉金属製品製造業

ます。加えて、会議や事業終了後

三兄工業(株)
松田プロシス(有)

に行われる懇親会費などがありますが、無

◉生産用機械器具製造業

理のない範囲で活動しています。

(有)新村工業所

倉島商事(株)
(株)後藤歯科商店
(株)近野
渋谷レックス(株)
(有)杉本酒店
(有)フラワーショップフローラル
瀬戸商事(株)
東北コピー販売(株)
(株)福島ダイイチ家電・ダイイチ音響
(株)マクサムコミュニケーションズ
(株)飯坂薬局
ラビット福島郷野目店
(有)澤田屋

会員企業名
◉金融業、保険業
あいおいニッセイ同和損害保険(株)

◉教育、学習支援、医療、福祉、複合サ
ービス業

大和証券(株)
プルデンシャル生命保険(株)
福島信用金庫

(株)P・B・JAPAN
学校法人めばえ めばえ幼稚園
レオ歯科医院

(有)I.R.D.
(株)東邦銀行

(医)慈正会
番匠塾

◉不動産業

◉サービス業

(有)ミノリホーム
(有)諸橋プランニング

鈴木芳喜法律事務所
(有)カーサービスこんの
小林孝幸税理士事務所

◉宿泊業、飲食サービス業
(有)すし処玉鮨
Bar & Grille JACKʼs DINER
(株)泰煌
信夫木材通商(株)
(株)ニックファンズ
精華商事(株)・中華飯店精華苑
(株)佐藤笑会
HOME
(株)エヌティエス炭火焼肉 上杉
(有)ダンケシェーン

アイ-ネットアライアンス(株)
(株)E. メンタル福島
野尻忠則税理士事務所
税理士法人寺田共同会計事務所
弁護士法人ブレインハート法律事務所
(株)渡辺コンサルタンツ
福光法律事務所
（順不同）

(株)笑夢
(株)ブランシェ・エムズ
(株)ザ・ホテル大亀
caribbean dining 来音
和風ダイニングFUKUROU・酔い酒 酔助
ザ・セレクトン福島

2016年7月現在

