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新入会員のご紹介 

2015年 1月～4月までの新入会員をご紹介いたします。 

 

Ｑ．ＪＣに入ってやりたいこと、たずさわりたいことは？  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＣ news 

5月号 

 

 

 

２０１５ vol.２ 

２０１５年度 ＬＯＭスローガン 「今を生きる」 

堀 静香 君（1月入会） 

1980 年 12月生まれ 

堀建設株式会社 

Ａ．大人が元気なまち、国際交流に積極的なまちづくり 

のための事業にたずさわりたいです。 

山下 和志 君（2月入会） 

1978 年 10月生まれ 

株式会社日建都市開発 

代表取締役社長 

Ａ．仲間づくり！！ 

斉藤 順也 君（2月入会） 

1980 年 7月生まれ 

有限会社いわて防災 

専務取締役 

Ａ．ＪＣ活動を通じて仕事では経験できないことにチャ 

レンジしていきたいです。 

後藤 のぞみ 君（３月入会） 

1975年 9月生まれ 

紫雲会横浜病院 作業療法士 

Ａ．家と仕事の往復では出会えない人たちとお会い 

したいです。 

菱沼 康之 君（3月入会） 

1977年 11月生まれ 

株式会社ヒシヌマ 取締役 

Ａ．横須賀市は人口減少と言われているので、横 

須賀が活気づくような事業にお役に立ちたい。 

鈴木 守 君（4月入会） 

1979年 8月生まれ 

株式会社 JTB コーポレートセールス 

法人営業マネージャー 

Ａ．よこすかシーサイドマラソン！！ 

手塚 徹君 君（4月入会） 

1975年 7月生まれ 

ラディックス株式会社 課長代理 

Ａ．ほかの地域からたくさん人を呼べるイベントを企画 

したいです。 

宮田 淳之介 君（4月入会） 

1980年 4月生まれ 

便利屋お助け本舗横須賀店 代表 

Ａ．漠然ではありますが、環境問題について携わって 

みたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＪＣ ＮＥＷＳ ５月号｜通巻第 413号                               平成 27年 5月発行 

 

新年賀詞交歓会 

１月第１例会（地域共育推進室） 

2015 年 1 月 14 日に横須賀メルキュールホテ

ルにて、公益社団法人横須賀青年会議所 1 月

第 1例会「賀詞交歓会」を開催いたしました。 

新倉理事長率いる2015年度 公益社団法人

横須賀青年会議所の門出となる本例会、日頃お

世話になっている顧問の皆様や、横須賀青年会

議所シニアクラブの先輩諸氏、県内外の青年会議

所のメンバーの方々など大勢にお越しいただき盛大

に開催させていただくことができました。この場をかり

て厚く御礼申し上げます。 

 

◆実施日時 ２０１５年１月１４日（水） 

１７:３０～２１：００ 

◆実施場所 メルキュールホテル横須賀 ５階パリ 

◆ご来場のお客様 １６８名 

 

 

 

 

 

 

 

京都会議 １月第２準例会（検証確立委員会） 

年に一度、日本中の会員が国立京都国際会館に一堂に会

する、公益社団法人日本青年会議所のスケールを大いに感じる

会議。 

京都会議は、その年度の公益社団法人日本青年会議所の

基本理念・基本方針を発信する場であり、我々、公益社団法

人横須賀青年会議所も公益社団法人日本青年会議所の議

案に対し議決権を持つ一員として参加してまいりました。 

 また本年度は、横須賀青年会議所シニアクラブより多くの先輩

にご参加をいただき誠にありがとうございました。 

本例会を通じて、参加費用以上に得られるものは多く、2 日

間メンバーと行動を共にすることにより、さらに親睦も深まりより一

層絆が深まったように思います。来年も多くのメンバーと共に参加

いたします。（門井委員長談） 

 

◆実施日時 

２０１５年１月２４日（土）～２５日（日） 

◆実施場所 国立京都国際会館ほか 

◆参加者 １６名 
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通常総会 

２月第１例会（総務渉外委員会） 

２０１４年度事業報告、決算報告、監査報告、２０１５年度予算書と無事に審議可決され、改めて名実ともに、２０

１４年度平林理事長より、２０１５年度新倉理事長へのバトンが渡されました。例会当日は、出席率８０％を超えるメンバ

ーに出席いただき、ＬＯＭスローガン「今を生きる」を掲げる新倉理事長のもと一致団結いたしました。（髙田委員長談） 

◆実施日時 ２０１５年２月４日（水）１９：００ 登録・受付 １９：３０ 開会 ２１：３０ 閉会予定 

◆実施場所 生涯学習センター（まなびかん）大学習室 ◆参加者 ３４名 

  

スポーツを通じたまちづくり 

２月第 2例会（地域ブランド創造委員会） 

「スポーツを通じたまちづくり」について、講師 静岡産業大学特任教授 青山 芳之氏をお呼びして講演会を開催いたしました。 

スポーツを通じたまちづくりを目指す自治体・団体が増えております。携わる人々や地域そのものが、同じ目的に向かい思いや

感動を共有することで、生まれる絆や郷土愛を育むことが地域の健全な発展に寄与し、一人ひとりの誇りを醸成することができる

と考えるからです。 

本例会を通じて、「スポーツがまちに及ぼす効果」「スポーツを通じたまちづくり」についてご来場いただいた皆さまと考えることがで

き誠にありがとうございました。（池野委員長談） 

◆実施日時 ２０１５年２月２５日（水）１８：３０～２０：００ 

◆実施場所 ヴェルク横須賀 大ホール ◆ご来場のお客様４７名 

◆基調講演「スポーツを通じたまちづくり」 講師 静岡産業大学特任教授 青山 芳之氏 
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Change~意識変革を呼び起こせ~ 

３月第１例会（地域リーダー育成委員会） 

「世界一の朝礼」で世に知れ渡る、株式会社てっぺん 代表取締役 大嶋 啓介氏をお招きして講演会を開催いたしました。 

「横須賀をもっともっと、もっと元気にするのは、「誰かのお仕事」だけではありません。この横須賀に暮らす一人ひとりの私たちが、

原動力となる可能性を必ず持っています。学生さん、様々な分野で活躍して企業を支えるアルバイトさん、毎日頑張るお勤めの

皆さん、子供を育て、家族を支えるお母さんやお父さん、一人ひとりの毎日がもっと元気になれば、横須賀は、もっと元気になりま

す！！何気なく過ごしている毎日が、きっと明日から変わります。そんな”ワクワク”が「いっぱい×2」詰まっています。きっと、始まる前

と終わった後、こみ上げるほどの前向きな心の変化に、胸が熱くなります。」（瓜生委員長談） 

例会当日は、関係諸団体をはじめ、大勢の横須賀市民の皆さまにお越しいただき誠にありがとうございました。 

 

「どんな環境であろうと、習慣を変えて心に夢を持ったら、自分でも環境を変えられる。自分でもできる！！と、いうことを知ってほし

い」（大嶋啓介氏公演より抜粋） 

 

◆実施日時 ２０１５年３月１８日（水）１８：００会場 １８：３０開始 ２０：３０終了 

◆実施場所 ヴェルクよこすか ６Ｆホール ◆ご来場のお客様 １６２名 

◆講師 居酒屋てっぺん代表取締役 大嶋 啓介氏 「世界一の朝礼」で数多くのメディアにも取り上げられ、居酒屋てっぺんの

公開朝礼には、海外からも含め年間 1 万人もの人々が見学に訪れます。業種や活躍の分野に関係なく、誰もの胸に響く大嶋

氏の講演は、全国から依頼が殺到し、実に講演回数は年間 300回に及びます。 
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第３１回わんぱく相撲大会横須賀場所 

４月第１例会（地域共育推進室） 

「よいしょ～踏み込め子どもたち！～」スローガンのもと、4 月第 1 例会 第 31 回わんぱく相撲大会横須賀場所を、平成 27

年 4 月 25 日（土）に開催いたしました。当日は晴天に恵まれ、保護者の皆さまや引率の学校関係者の皆さま、地域商店街

や地域沿道の皆さま、多くの方にご来場、ご声援いただき誠にありがとうございました。 

子どもたちが国技である相撲を通して礼節を学びながら懸命に立ち向かう姿勢や強い心、相手を想う心などを目的に開催した

「第３１回わんぱく相撲大会横須賀場所」、本物の力士に触れ、子どもたちには貴重な体験ができたと思います。８月には優勝

した力士たちによって行われる、全国大会（両国国技館にて）も控えています。是非勝ち進んでほしいと思います。引き続き皆

さまの応援よろしくお願いいたします。（大越副室長談） 

◆実施日時 平成 27年 4月 25日（土）８：００受付 ９：００開会式 １６：００閉会式 

◆実施場所 横須賀わんぱく相撲道場 ◆ご来場のお客様 ２５０名（内、こども力士１７６名） 

◆実施競技 個人戦 200名（3年生男子・4年生男女・5年生男女・6年生男女）団体戦（各小学校 2 チームまで） 
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今後の例会・その他予定 
 

To the future 

～未来へまちを導くために～ 

５月第１例会（地域リーダー育成委員会） 

「市民が原動力となる街づくり」とは・・・ 

地域活性の手法や考え方についての見識を深めることによって、ひと

の意識変革が企業やまちの発展の原動力となる可能性を学び、意識

変革によってもたらされる行動や言動の変化を、より能動的にまちの発

展に向けて活用し、未来へ向けたまちの発展に寄与できる“人財”の

育成と地域社会の健全な発展の一助となると考えております。 

 

◆実施日時 ２０１５年５月２０日（水） 

◆実施場所 横須賀市立勤労福祉会館（ヴェルクよこすか）6F ホ

ール 

◆募集定員 １５０名 

◆講師 木村 俊昭氏 地域活性化学会 理事 一般社団法人北海道活性化機構 代表理事 公益社団法人日本青年

会議所アドバイザー兼地域プロデューサー育成塾長 

 

 

よこすか基地交流フェスタ２０１５（仮） 

６月第１例会 ２０１５年６月２８日（日） 

我々の愛する郷土である横須賀は、古くより軍港都市として栄えた他に類の無い誇るべき歴史と文化を持っている。また、終

戦後は米海軍の拠点として普段の生活の中に違和感なく外国人との交流が存在し、互いの文化が調和した独特の景観がまち

に点在している。 

横須賀の持つこの特異な地域特性を活かした事業を展開することで、人々のまちを誇りに思う気持ち「郷土愛」を醸成し、

人々のふるさと意識の向上を図ることで「笑顔があふれるまち」創造の一助となると考えております。 

 

 

 

 

 



ＪＣ ＮＥＷＳ ５月号｜通巻第 413号                               平成 27年 5月発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＣ news 

5月号 

 

   

 

２０１５ vol.２ 

 平成 27年 5月発行 通巻第 413号 

 

■発行者／公益社団法人横須賀青年会議所 

〒238-0013 横須賀市平成町 2-14-4商工会議所内  

TEL：046(824)1061 FAX：046(824)1060 

■発行責任者／公益社団法人横須賀青年会議所 理事長 新倉 隆史 

■編集責任者／総務渉外委員会 委員長 髙田 源太 

■編集者／大沼 高広 ・ 宮澤 清美 ・ 森 歩三 

 


