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的に展開します。

リスのＥＵ離脱など多岐に渡ります。いますぐに
解決するのは難しい課題ばかりですが、持続可能
な解決策を模索し取り組む必要があります。また、
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になっています。地域住民が持つニーズも多種多
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取り組むべき課題を明確にし、その変化を恐れず
柔軟に対応し、魅力で溢れ、夢を育めるまち福島
の実現に向けた事業を展開してまいります。
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■視野を広く
前段で述べたように多くの課題を抱える日本、

まつり継承委員会
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呼び覚ませ福島の誇り、
紡げ福島の魂 (こころ ) !!
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１．福島の伝統文化を伝え故郷への想いを醸成する
事業の開催
２．地域団体とのまつりを活かした交流の推進
３．福島わらじまつりの発展に関わる事業への参画
４．会員拡大運動の実施
５．全国大会の引率・参加の取りまとめ
６．報告書の作成
古来より祭事は、地域の誇りであり、地域の絆を醸
成し、文化を伝承する大切な行事でした。
しかしながら、地域が近代化するにつれ、地域の繋
がりが薄くなり、まつりもその本来の意義を失いつつ
あります。いま、多くの福島という地域に住める人々
の誇りを呼び覚ますために、祭事本来の意義を継承し、
自らの魂を高揚させ、そして伝播し、魅力に溢れ、夢
を育めるまち「福島」を実現のため活動していきます。

ふくしまの人財育成委員会
●委員会スローガン

Cheer the NEXT.
〜 Going to inﬁnity and beyond ！〜
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１．わらしっ子塾の開催（小学生対象）
２．ふくしま未来塾の開催
３．わんぱく相撲の開催・引率（ＬＯＭ・ブロック）
４．会員拡大運動の実施
５．京都会議の引率・参加取りまとめ
６．報告書の作成
ふくしまの人財育成委員会はこれからの福島の主役となる人
財を育成する事業を展開します。「わらしっ子塾」では、普段の
当たり前の生活に感謝し、また多くの友達と自然の中で一緒に
遊ぶことの楽しさを知ってもらうためサマーキャンプを開催し
ます。また「ふくしま未来塾」では、海外に行き、現地の学生
と交流することで改めて福島の良さや課題を知ってもらい、福
島の将来のために自分に何ができるかを考えてもらう海外事業
を開催します。「わんぱく相撲」では、19 年ぶりの日本人横綱
誕生を好機と捉え、多くの子ども達に参加してもらい、盛大に
開催します。
青少年育成事業を担当する当委員会メンバーは、将来を担う
子ども達が憧れるような存在でなければなりません。子ども達
への機会の提供はもちろん、
「将来こうなりたい」と思われるよ
うな姿勢で一年間、ふくしまの人財育成のため邁進します。

夢のまちふくしま創造委員会
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１．福島市のソーシャルストックを活用した地域愛を
醸成する事業の開催
２．中心市街地活性化を創造する事業の開催
３．福島市社会福祉協議会との連携強化
４．会員拡大運動の実施
５．サマーコンファレンスの引率・参加の取りまとめ
６．報告書の作成
夢のまちふくしま創造委員会は、本年度、以下の事業
を展開します。まず、福島市のシンボルでもある信夫山
を活用しての「信夫山パークランニングレース」及び「桜
の植樹事業」を行います。次に、若年層の市外への流出
を食い止め、Ｕターンを促進するために、若者に福島の
魅力を知ってもらえるような「中心市街地活性化事業」
を行います。そして、安全安心なまちのために、昨年締
結した災害相互協定を軸に福島市社会福祉協議会との連
携強化を図ります。 委員会一丸となり、魅力に溢れ、
夢を育めるまち「福島」実現のため、変化を恐れず、そ
して楽しく事業を行ってまいります。

会員資質向上委員会
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共に創ろう。
福島に広がる輪、次世代に繋ぐ未来。
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１．会員拡大運動の実施・統括
２．2017 年度 12 月時点での総会員数 110 名必達
３．会員資質向上のための研修の開催
４．入会予定者セミナーの開催
５．とうろう流し花火大会の設営・運営・参画
６．ブロック大会の引率・参加の取りまとめ
７．報告書の作成
会員の資質向上は、定期的な研修を開催することによ
り各メンバーの社会的ルール・マナーの向上等「一般ビ
ジネスマナー」からこれからの福島に対して何をしてい
くべきか、その為には各会員何を学び伸ばしていく必要
があるのかを考えます。また研修で学んだ経験を働いて
いる会社で生かすことで、地域社会の発展、福島青年会
議所の魅力アップとなり、会員拡大運動にも繋げていき
ます。福島を良くしたい、周りに笑顔になってほしいと
考える多くの同志を増やし、その輪を大きくしていき次
世代に繋いでいく、そんな会員拡大をしていきます。

総務委員会
●委員会スローガン

Challenge general affairs
〜挑戦する価値あり〜
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１．総務に関わる一切の業務及び理事会の議事録作成
２．福島 JC ホームページの運営・Web 版 JC ニュース
発行・会員向け情報（Web 版欅）の発信
３．例会の設営・運営
新年会（１月）・創立記念祝賀会（７月）・
卒業式（12 月）の開催
４．公開例会の開催
５．全国 JC ネットワークとの交流
今年度で 54 年目を迎える福島青年会議所において、総務委員
会では、持続可能な発展を続けていくために、組織基盤を強化し、
青年会議所の下支えをしていきます。12 回の例会を設営し、会
員同士の情報交換・共有はもちろん会員の教養やスキルアップを
提供できる様に務め、スムーズな運営となる様に取り組みます。
また、今年度は公開例会を開催し、市民に福島青年会議所の活動
を知ってもらうと同時に、市民へ意識変革の機会を提供します。
委員会メンバーには、理事会を通し、自分とは異なる観点の意見
を知ることにより、自分の選択肢の幅を広げることに挑戦して頂
きます。事業の本質を知った上で参加できる醍醐味を知り、参加
する意欲を高め、積極的に事業に関わって頂きます。そして、委
員会メンバーが福島青年会議所の一員である誇りと、一歩上を目
指すという覚悟をもって、率先して活動をして参ります。

