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Q Q
A
活動の頻度はどのくらいですか？
月一回の例会や全体事業、自身の所属する委員会での活動等になります。佐世保の
明るい豊かなまちづくりを目的とし、地域開発や次世代を担う青少年の健全な
育成や会員の資質向上のためのセミナー等様々な事業を行っております。
配属された委員会の行う事業前は、準備等で活動回数も多くなります。

A
仕事が忙しく、両立が難しそうなのですが。
多忙で参加する余裕がないとお考えの方にこそ、入会をお勧めします。青年会議所
では、より効率的な時間の管理法を身につけ、さらに充実した時間を生み出す
ことを目指しています。まずは月一回の例会と、委員会への参加というスケジュール
調整からスタートしてみてください。

Q
A
年齢的にまだ若いと思うのですが、入会はできますか？
人と人のネットワークは若いほどつくりやすいですし、若い頃に、青年会議所を
通して得た多くの学びは、必ずこれからの成長に大きく影響します。
さらに、青年会議所には卒業があります。入会が遅れれば毎年、あなたと共に
活動する同士が減っていくことになります。早く入会することで、多くの会員と交流
を図ることができます。

Q
A
佐世保内のみでの活動となるのでしょうか。
青年会議所には主催する諸大会があり、入会しないと得られない学びや、出会いが
必ずあります。青年会議所は日本をはじめ世界に存在するため、毎年様々な地域
で開催される各種大会やセミナーなどに参加することができます。
その中で新たな仲間を得ることができるのはもちろん、自身の視野を広げ、ビジネス
チャンスにつなげることも可能です。

◆教育・学資支援業
（株）ビートスイミングクラブ
（株）プランニング・ジョイ
　　リミックスダンススタジオ
長崎県立大学

◆医療・福祉
（株）平野メディカルカンパニー
（株）佐世保福祉
生活介護事業所　フラット
長崎友愛会
特別養護老人ホームチューリップ

◆宿泊業・飲食サービス業
（株）させぼパレスホテル
鉄板居酒屋　団
（株）Big Man 佐世保ダイニング
Bar634 ―武蔵―
Bar yummy
べろべろばー
虎の子

◆広告業
（有）古賀広告美術社
（株）コムス
させぼ通信（株）

◆各種映像等制作業
ティーズ・アート（株）

◆不動産業
佐世保立地（有）
（株）ファーストホーム
丸菱不動産（株）
ランドアーク（株）

◆卸売業・小売業
佐世保船舶食糧（株）
下田商事（株）
（有）タイヤショップ四元
（有）筒井製材所
（株）トイチヤ

◆卸売業・小売業
（株）日新食品工業
（株）ビズテック
（株）深佐屋
（株）マゴオリ
（有）みどり薬局
（株）アコール
（株）エイコークルマックス
　　グローバルクレスト相浦
（有）カーステージフクダ
（有）かねしめ青果
（株）カンサイ西九州社
正和電材（株）
（有）酒の一斗

◆学術研究・専門・技術サービス業
プラス事務所司法書士法人
丸山法律事務所
佐世保あおぞら法律事務所

◆金融業・保険業
（株）BIS PROJECT
西海みずき信用組合
十八親和銀行
トラスト本田総合保険事務所
（有）まいらいふ
ジブラルタ生命保険（株）
ファイナンシャル・ジャパン（株）

◆公務・政務
佐世保市議会
長崎県庁　県北振興局

◆他のサービス業
（有）西九州舞台
プロクリーン
（株）御楯
（株）メモリード
（有）若葉クリーニング店
（株）START
（株）長崎ヴェルカ
レメディ合同会社

※2021年12月31日付時点での情報です。

※2022年1月付時点での情報です。

◆建設業
大浦電気工業（株）
三興電設工業（有）
（株）西部住営
（株）日本エコネット
（株）ヒデシマ
（株）福本組
牧野装飾（株）
山川技建（株）
山外工業（株）
（株）裕徳
（株）セブンケミカル
希栄工業
双葉リース（株）

◆製造業
（株）角商店
お菓子工房　いくた
佐世保独楽本舗
（株）大和製菓

２０２２年度組織図

総務渉外
委　員　長
副 委 員 長

専務理事
福田　登志也

会計理事
堤　　大樹

事務局長
中村　豪志 

運 営 幹 事

会員研修 広報拡大 70周年準備 郷土愛醸成 親　　睦 出向理事
丸山　優

国　　際

副理事長 副理事長 副理事長 副理事長
馬郡　　渉 筒井　裕大 江崎　弘幸

青少年育成
田中　邦作 山崎　昭毅 四元　剛貴 山川　弘幸 緒方　大輔 福田　貴紀 松原　裕樹古賀　　心

（委員長代行） 木村　徳嗣 佐々木佳典 馬場　章廣 瀬川　　裕 大久保文博 松尾　浩輔 早田　元気
田村　健一 渡辺　紀明 岩崎菜緒美 柴田　健司 中川　壮平 笠谷　真吾 金子　琢也 宮﨑　雅幸
山外　洋平 小倉　正義 藤村　貴志 岩政　　翔 林　　魁悊 丸山　　優 切間　　亮 大谷　耕也
深堀　大輔 岩永　洋光 鴨川　武征 橋之口裕太 畑田　慎佑 酒井　崇宏 樋口　優太 吉川伸一朗
角　　　孟 宮本　洋平 西川　和人 野村　崇人 柴田　昌仁 林　　正樹 古川　弘大 大浦　和久
辻　　智矢 橋本　勇作 辺春　徳仁 湊　　亮太 柴田　健蔵 朝長　拓也 小野　安一
川久保泰我 辻　　貴弘 山口　　諒 山口　礼奈 下田美弥子

石本　頼我
平野義多郎 山本　優子

山口　拓弥 本山　晃大
麻生凛太郎

池野辰太郎

理事長 直前理事長
下津浦　朱門 山縣　昌彦

福本　一仁理事会

鶴岡　大樹
監　事総　会

本田　将盛

鶴　大地

各小学校が参加されている「佐世保未来プロジェクト」の
一環として、小学校4年生、6年生の総合学習の1コマに
参加し、SDGsに関する出張授業をさせていただきました。
先ずはＳＤＧsとは何かという導入から入り、SDGs17の
各目標について簡単に説明し、その後佐世保ならではの
SDGsに関する内容についてお話をさせて頂き、また佐世保
在住企業のSDGsに関しての取り組み内容についても紹介
を行いました。
未来を担う小学生と一緒にSDGsを知り、持続可能な地域
を作るため共に手を取り合い学ぶ機会をつくりました。

公式サイト

Instagram

facebook



　青年会議所は「明るい豊かな社会」の実現に向けて、
地域活性化、青少年育成、政策提言、更には国際交流に
至るまで様々な分野の活動・運動を行います。20歳から
40歳までの感性の鋭い時期に様々な経験と啓発を
とおして自分を磨き、リーダーとしての人間性を養うこと
ができます。
又、修練をとおして得られた友情や社会への奉仕という
利他の心は、所属する企業・家庭・地域社会を豊かにする
に違いありません。
そして、その過程で得られるメンバー間の友情は、今後
の人生の大きな財産になることは間違いありません。
　青年会議所はただ単に社会奉仕を行う団体ではあり
ません。私達が行う運動は、「指導力開発」と「社会開発」
にほかなりません。すなわち「まちづくり」と「ひとづくり」
を行う団体です。
青年会議所は失敗しても良い団体です。「人生最後の
学校」とも呼ばれており、いろんな価値観を持った
メンバー同士が切磋琢磨しあい、多くの啓発を受ける
機会に恵まれています。

朝長　則男
佐世保市長

推薦のことば

青年会議所 入会のメリット

青年会議所
とは？

まちづくりができる
子供達の各種大会（サッカー大会・柔道大会）やアメリカンフェスティバル
の運営、さらに佐世保の人々に対する支援事業など、様々な形での地域
貢献や地域交流を通じて、佐世保のまちづくりができます！

自己成長ができる
毎月１回行われる例会や各種研修、様々な事業を通じて自己成長へと
繋げることができます！仲間と協力して一つのものをつくり上げたり、
自分の意見を大勢の前で発表したりする機会も多くあり、その中で自身
の弱みを克服することも可能です！

国際交流ができる
佐世保JCがカンボジアに設立した 「コーントライ夢中学校」への訪問や
姉妹JCである東釜山JCとの交流や各種大会、諸事業における国外の方
との出会いを通して、互いを理解し尊重し合う大切さを学び、国際的な
視野を広げることができます！

仕事に活かす事ができる
佐世保で活躍する同世代の仲間との交流はもちろん、全国や世界各地の
会員と出会う機会もあるため、青年会議所の人脈を自身のビジネスへと
繋げることができます！

　私は、1973年から1989年まで、16年間佐世保青年会議所に在籍させていただきました。その間、1985年には、
第32代理事長として活動いたしました。青年会議所は、自らが能動的に、積極的に活動を臨めば、年齢、世代、職業、
場合によっては、地域を超えた友人、知人との出会いがあり、それは一生の絆として、あなたの大きな財産となるでしょう。
　また、青年会議所活動で、学び、体験したことは、企業経営や社会活動、そしてあなたご自身の人生道についても、
必ずや、役に立つと確信いたします。次世代を担う若人の皆様が、佐世保青年会議所へご入会されますことを期待
いたします。

下津浦　朱門
第６9代　理事長
一般社団法人 佐世保青年会議所 

　私たち一般社団法人佐世保青年会議所は創立69年目を迎えます。創立より変わることなく明るい
豊かな社会の実現を使命として「修練・奉仕・友情」の三信条を掲げて、20歳から40歳までの会員で
構成し、このまちのために活動してきました。日本国内においては約700の青年会議所があり、総会員数
は3万名を超える仲間が志を同じくし各々の地域において活動をしています。また、国外において
も広く展開をしています。現在100ヶ国を超える各地に存在し、15万人以上の会員が国内の会員と
同じく活動をしています。さらには、新たな国や地域にも設立をしております。青年会議所は国連・
ユニセフと同じく地球を表すマークの仕様が許可されている団体として世界中で認知されています。
　近年多発したパンデミックは日本をも飲み込み、我々が住み暮らすこのまちにも大きな影響を与え
続けています。社会情勢を的確に捉え、地域の課題を明確にしながらこのまちの特色を最大限に
活かした様々な事業を通して市民の皆さまへと明快に発信し続けてまいります。
活動を通して多くの出会いや、仲間との絆が生まれ、ご入会していただく皆さま自身の成長に必ず
つながるものと確信しております。このまちの未来のために共に活動してみませんか！
皆さまと共に活動ができることを楽しみにしております。

修練
Training

友情
Friendship

奉仕
Service

青年会議所活動内容 コロナ禍での活動

女性会員も活動していると聞いて安心して入会
できました。そのうえで、私自身はシングルマザーで
小学校低学年の長男と幼稚園に通う次男の2人の
子供を育てています。男性が多い団体ではありますが、
今はリモートも取り入れているので子育て中でも
地域の為に活動できます。私には子育て支援・
ひとり親支援をしたいと目標があり入会をしていて
目標に賛同してくれる仲間も出来ました。
未来の信頼できる仲間作りができる場が佐世保
青年会議所だと思います。ぜひ、一歩踏み出して
みませんか？

2021年5月に入会させていただきました。コロナ
渦ということもあり、集まってやれることは制限さ
れており自分は一体どんなことをしたらいいのだ
ろうと不安でしたが、先輩たちは今やれることに
一生懸命になって模索されていました。そんな後
ろ姿に感動し自分も今やれることを見つけ出して
一生懸命やっていきたいと思っています。そんな
自分の成長するきっかけを与えてくれるJCという
場にとても感謝しています。

現役会員の声

2021年1月に49回を迎えるJC旗争奪サッカー
大会を開催しました。佐世保青年会議所は長きに
亘って佐世保の青少年の健全な育成に寄与する
事業として主宰してまいりました。本年は、コロナ
禍においても、必死に練習を重ねてきた子ども
達に活躍の場とスポーツを通した健全な育成の
ため、そして、県大会の予選も兼ねている大会を
関係諸団体と協働しながら、企画及び運営支援
という形でサッカー大会を開催しています。

2021年11月に54回目を迎えるJC旗争奪柔道
大会を開催しました。小学校から一般の方まで
幅広い年代の方にご参加いただき、当日は広々
とした柔道場の中に参加者の活気あふれる声
が響き渡り、大いに盛り上がりました。
また、多くの保護者、関係者の方が応援に駆け
付けて下さいました。

2021年11月WEBにおきまして、「machi × 未来博
～今を変えろ～」が開催されました。この事業は、
このまちの持続可能な社会に向けた課題を
認識し、産学官民一体となってより良い未来に
向けて意識を向上させることを目的としています。
佐世保の森林問題や佐世保の防災、佐世保の
海をテーマにパネルディスカッションや質疑応答
を行い、参加者が佐世保の未来について考える
ことができました。

佐世保青年会議所では、ウェブ会議
システムを使用しコロナ禍であっても
3密を避け、安心安全に事業を行える
よう工夫し活動しています。

新型コロナウイルス感染症の影響を
受けた学生や家庭を支援する活動を
行い、困難な状況であっても手を差し
伸べ、できることを模索し実践してい
ます。

新型コロナウイルス感染症の対策を
しっかりと行い、マスク着用や消毒検
温を必須とし、またソーシャルディス
タンスを取り会場でも万全の予防策
を取っております。

STEP1
入会申込み

STEP2
面　　接

STEP3
理事会審議

STEP4
入　　会

ご入会
QRコード

※会費3ヶ月36,000円は前納を
　お願い致します。

入会金：20,000円
月会費：12,000円

入会までの
流　れ

〈2021年度入会〉ファイナンシャル・ジャパン（株） 長崎支社
岩崎　菜緒美

〈2021年度入会〉ランドアーク（株）
山口　拓弥

第49回
JC旗争奪サッカー大会

第54回
JC旗争奪柔道大会

machi × 未来博
～今を変えろ～

ウェブ会議システム

コロナ支援事業

新型コロナウイルス感染症対策

理事長挨拶
若者らしい発想をもって困難を乗り越え、
魅力ある豊かな個性が輝く、
地域に必要とされる人財の育成を目指して


