
Q.仕事が忙しいのですが、
　 続けることはできるでしょうか？
A

Q.青年会議所活動を続けていくと、
　 費用はかかりますか？

Q.青年会議所活動は女性でもできるのですか？

Q. 経営者ではないのですが、
　 入会することはできますか？

活動エリア

入会当初は、経験豊富な皆さんのなか、自分に何が
出来るのだろうと考えることもありましたが、活躍さ
れている女性の先輩方をはじめ多くのメンバーが温
かく迎えてくれました。様々な経営者の仲間と意見
交換をして仕事への考え方や意識が変わり、自分自

身大きく成長できたと思います。次世
代の子供たちのため、私たちと一緒
に地域を盛り上げていきましょう！

２０１５年度入会　池田　良枝

公益社団法人埼玉中央青年会議所は、さいたま市・上尾市・伊奈町とその近隣地域に在住及
び在勤する20 歳～40 歳の青年男女によって構成されている地域団体です。自分たちの住み
暮らすまちの発展と自己成長という目的を持って設立され本年で24 年目を迎えました。その
ルーツは、大宮青年会議所、浦和青年会議所、上尾青年会議所、与野青年会議所、岩槻青年
会議所（2004 年に合併）であり、1996 年 9月3日に統合し、現在の形となっています。
また、全国には他に694 の地域に青年会議所があり約 35,000人の会員がおり世界各国の青
年会議所と連携しながら活動しています。

私たちの青年会議所メンバーも仕事で忙しい中、活動を
していますが、その中で時間の有効な使い方を身につけ
ています。時間の使い方を学んでいただく場としてもお
勧めします。

A 青年会議所の理念である「明るい豊かな社会の実現」は、
男性だけでできるものではありません。女性の立場や女
性ならではの感性を必要としています。全国の青年会議
所をみると、2,500 名を超える女性が活躍しております。

A 経営者だけを対象とする団体ではありません。まちづく
りやひとづくりとした青年会議所活動は様々な立場、
様々な職業の方が在籍し活動しております。

A ある程度の費用が掛かりますが、自分への「先行投資」
とお考えください。青年会議所会員でしか受講できない
各種セミナーや、地域を超えたネットワーク、異業種の
経営者たちとの交流によるノウハウや指導力が身に付き
ます。また、地域のトップリーダーとしての能力向上を
図ることができます。

青年会議所には出向という制度があり、出向すると
埼玉県内だけでなく全国から集まった様々な業種の仲

間と一緒に全国規模の JC 活動をすること
が出来ます。共に活動した仲間とは、１
年間の活動が終わった今でも連絡を取
り合い、仕事やJCの相談をするなど、
全国各地に一生の仲間が出来る
素晴らしい機会となりました。
2014 年度入会　星野　健太

日本中の会員が集まって１年間の運動の成果を発信
する全国大会が、２０１７年に埼玉中央
青年会議所の主管で開催されました。
過去最多の15,211人の会員を動員し、
普段の仕事ではなかなか味わえな
い、とても大きなスケールのイベ
ントに関わることが出来ました。
2015年度入会　永田　竜太

埼玉中央青年会議所に入って、与野バラまつりや浦
和踊りなど、地域の事業の運営を通してたくさんの
学びを得ることが出来ました。中でも大宮駅西口の
鐘塚公園でのイルミネーション事
業では、地域のあらゆる世代・団
体の方と触れ合いながら、まちづ
くり・仲間づくりをすることが出来
ました。
2016年度入会　青柳　勇次

LetLetLet s join us!s join us!s join us!s join us!s join us!s join us!s join us!s join us!s join us!s join us!Let’s join us!Let’s join us!
～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～～このまちの未来のために、一緒に活動しましょう～

JCに入会して変わったこと

出向して全国に仲間ができます出向して全国に仲間ができます

第66回全国大会埼玉中央大会第66回全国大会埼玉中央大会

地域イベントについて

友情

奉仕 修練

よくあるご質問

する全国大会が、２０１７年に埼玉中央
青年会議所の主管で開催されました。
過去最多の15,211人の会員を動員し、
普段の仕事ではなかなか味わえな
い、とても大きなスケールのイベ
ントに関わることが出来ました。

業では、地域のあらゆる世代・団
体の方と触れ合いながら、まちづ
くり・仲間づくりをすることが出来

年度入会　青柳　勇次

埼玉県内だけでなく全国から集まった様々な業種の仲
間と一緒に全国規模の JC 活動をすること
が出来ます。共に活動した仲間とは、１
年間の活動が終わった今でも連絡を取
り合い、仕事やJCの相談をするなど、
全国各地に一生の仲間が出来る

交換をして仕事への考え方や意識が変わり、自分自
身大きく成長できたと思います。次世



2019年度
入会案内

入会要項

公益社団法人 埼玉中央青年会議所　事務局

入会に関するお問い合わせ

048-647-3315
拡大アカデミー特別委員会　特別委員長　望月 諭

〒330-0845　埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目15番地 矢島ビル3階
月曜日～金曜日　10:00～16:00
TEL:048-647-3315　FAX:048-647-3316

office@jc766.com

saichu2019kakuaka@gmail.com

入会資格

会費

～このまちの未来のために、
一緒に活動しましょう～

20歳から40歳迄の品格ある青年男女。
(会員資格を取得した時点の年齢 )

さいたま市、上尾市、伊奈町およびその近隣に
在住及び在勤の方。

・入会金　　30,000 円
・年会費　120,000 円

ご挨拶

公益社団法人埼玉中央青年会議所
第24代理事長 木田 高史
2019年度スローガン

理事長挨拶 市長 町長 挨拶

　公益社団法人埼玉中央青年会議所第 24代理事長を務
める、木田高史です。
　私は、2010年に埼玉中央青年会議所のメンバーとなり
9 年目を迎えます。入会以来、多くの仲間と出会い、ま
た沢山の貴重な経験をさせていただいております。
　恥ずかしながら入会するまで青年会議所という言葉も
存在も知りませんでした。どんなことをしているのかもわ
からないまま、周囲に勧められるがまま入会しましたが、
個性豊かな面白い人たちが沢山いることに驚いた記憶が
あります。学生時代や職場での交友関係とは異なる同世
代や異業種の方との出会いは、私の９年間を大きく変え
てくれました。
　本年度、埼玉中央青年会議所は「継往開来」～輝か
しい未来のための挑戦～をテーマにひとづくり、まちづく
り、組織づくり運動を展開しております。戦後何もない頃、
当時、私たちと同世代の若い力が、未来を切り開いてく
れたおかげで、現代の私たちは何不自由なく生活ができ
ています。私たちも子どもの世代に何をしてあげられる
のか。責任世代としてやらなくてはならない事が必ずある
と確信しています。
　青年会議所での様々な活動を通じて、メンバーはかけ
がえのない経験を積み、成長していく過程において、メ
ンバー間の絆が育まれていきます。物事に果敢に挑戦が
できる青年としての期間には限りがあります。どのように
現在を過ごしていくかにより、自身に及ぼす未来も大き
く変わります。輝かしい未来のための挑戦を一緒にでき
ることを、心よりお待ちしております。

皆様、こんにちは。さいたま市長の清水勇
人です。埼玉中央青年会議所の皆様には、
日頃より地域社会に根差した幅広い活動を
され、地域経済の活性化に大きく貢献して
いただいております。また本市の施策全般
にわたりご理解・ご協力を賜っております
ことに、厚く御礼申し上げます。
2017 年度はさいたまの地で、第 66 回全国
大会埼玉中央大会が盛大に開催されまし
た。武蔵一の宮氷川神社の参道では、地
域の新たな魅力を創出し、更に地域に愛着

を持っていただくことを目的とした「希望（ゆめ）の力」イルミネー
ションが実施され、地元のみならず多くの人々が楽しまれました。
さて、本市は平成２８年３月に決定した国土形成計画の「首都圏
広域地方計画」において、「大宮」が東日本の玄関口として位置
づけられ、多種多様なヒト・モノが集結する対流拠点として、ビ
ジネスとまちづくりが融合した施策が求められています。
このような施策を効果的に実施するため、埼玉中央青年会議所の
皆様には今後も変わらぬお力添えを賜りますようお願い申し上げ
ますとともに、ますますのご発展ご活躍を心より願っております

埼玉中央青年会議所は、「ひとづくり」「ま
ちづくり」「組織づくり」の３本柱のもと、
変化し続ける社会情勢や価値観を捉えなが
ら運動を展開してこられました。まちを創
るのは人であり、人の成長がまちの成長に
つながります。多くの仲間と切磋琢磨する
ことで組織が活性化し、より大きな運動に
つながります。
上尾市では、あげお花火大会やあげお産
業祭という一大イベントの開催にあたり、
皆様には、多大なるご協力を頂き上尾の発
展を支え続けてこられました。この場をお

借りしまして、改めて御礼申し上げます。
さて、現代において、激動する経済動向や科学技術の革新がも
たらす市民生活への影響は計り知れないものとなっております。
このような時代において、地域社会には、鋭敏な感性を持つ、時
代のリーダーたる若い経済人の出現が求められております。
埼玉中央青年会議所の皆様が、それぞれの事業活動を通じ、知
力と団結力を錬磨し、上尾市のみならず、地域社会のトップラン
ナーとして、輝かしい未来を切り拓いて行くことを願っております。

みなさん、こんにちは。伊奈町長の大島清
でございます。
伊奈町では、埼玉中央青年会議所様と共催
で「伊奈町いきいきミーティング」町民討
議会を2018年までに７回開催しております。
この町民討議会では、普段は町政に対し発
言の機会が少ない会社員の方、学生の皆さ
んなど、様々な立場の方たちが、一堂に会
して職業や年代を超えた討議をしていただ
く、大変意義のある取組みであると考えて
おります。

町といたしましては、サイレントマジョリティの意見を拝聴すること
のできる、貴重な機会として位置づけているところでございます。
この町民討議会という場を通して、行政と町民の協働によるまち
づくりにご協力をいただいているところでございます。
地域が元気になるまちづくりを推進するため、埼玉中央青年会議
所様の多岐に渡る活動に、多くの方がご理解ご賛同されることを
切にお願い申し上げるとともに、埼玉中央青年会議所様の益々の
ご発展ご活躍を心より願っております。

（年途中入会の時は月割り）
※入会金については入会時のみとなります。会費は埼玉中央
青年会議所が行う公益事業（地域発展事業、青少年育成事業、）
や会員研修事業等に使わせていただきます。

お問い合わせ

http://www.jc766.com

https://www.facebook.com/JCI.Saichu/

HP

地域に貢献する楽しさが体感できます！

魅力ある大人の背中を磨けます！

深いきずなを持った仲間づくりができます！

会社組織の活性化につながります！

Let’s join us!

さいたま市市長

清水 勇人

上尾市市長

畠山 稔

伊奈町町長

大島 清こんな人たちも青年会議所出身者です！
麻生　太郎（元内閣総理大臣）
小泉純一郎（元内閣総理大臣）
高須　克弥（高須クリニック院長）
堤　　清二（セゾングループオーナー）
森　　　稔（森ビル創業者）
山井　　太（スノーピーク社長）
ビル・ゲイツ（マイクロソフト創業者）
ジョン・F・ケネディ（アメリカ元大統領）
ビルクリントン（アメリカ元大統領）

埼玉中央青年会議所のPR動画は
こちらでチェック！

政治家

事業家

その他


