
【スローガン】 ～ 「ＧＹＯＢＥＴＳＵ」しましょう！ ～

2022 年度  業種別部会連絡会議  第17 代議長

鈴 木  信 輝 Nobuaki
Suzuki

　「皆さんは、なぜＪＣを選択し、関わり続けていますか？」
入会の動機や経緯は人それぞれかと思いますが、活動を続けている理由の根本には、誰もが「より良くありたい」、「より成長発展したい」とい
う願望があるからではないでしょうか？　ＪＣには、求めれば成長が約束された相応しいステージが用意されており、その中でもビジネス
に特化したステージが、この「ＧＹＯＢＥＴＳＵ」であります。我々は、ＪＣメンバーであると同時に責任世代の青年経済人であり、家庭人で
あります。事業を通じて人や社会に貢献し、お客様や従業員の幸福を求めつつ、家族や仲間そして自分自身の人生を、「より良く・より豊かに」
していくために、日々を送っています。日常を取り巻く環境は、凄まじいスピードで進化しています。昨日まで通用した概念が新たなテクノ
ロジーの台頭や価値観の多様化によって変遷する新時代（グレートリセット）。今こそ４１部会個々の力を結集した「ＧＹＯＢＥＴＳＵ」のつ
ながりを活用する時です。せっかくＪＣに所属しているのであれば、部会に参加し、「ＧＹＯＢＥＴＳＵ」をビジネスに最大限活かしましょ
う。ここには人生を豊かにする出会いと、まだ見ぬ大いなる可能性に満ち溢れています。さぁ原点回帰、「ＧＹＯＢＥＴＳＵ」しましょう！
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※このアプリを使用するためには、どこかの部会に所属する必要があります。※このアプリを使用するためには、どこかの部会に所属する必要があります。

部会員の交流をより
一層加速する！

業別名簿アプリを今すぐダウンロード!

部会員の交流をより
一層加速する！

業別名簿アプリを今すぐダウンロード!業別名簿アプリを今すぐダウンロード!業別名簿アプリを今すぐダウンロード!
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業種別部会連絡会議
《 ２０２ 2 年 度  組 織 図 》

役員(全体)会議

議長
鈴木信輝（ﾌｰドｻｰビｽ）

直前議長
井上昌人（保険）

監事
國井常晃（ビﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ）
麻生益寛（酒類）

議長セクレタリー
田中努（不動産）
清水豊大（ﾌｧｯｼｮﾝ）

顧問
上島一泰(2000年日本JC会頭）

第 3副議長
年岡裕也（ビﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ）

第 4副議長
今井貴裕（ﾒデｨｱ•印刷）

第 5副議長
天方裕太郎（ﾌｰドｻｰビｽ）

第２副議長
有川勝紀（ｱﾐｭｰズﾒﾝﾄ）

第１副議長
岡本知樹（農畜産）

総括幹事
山田洋資（ﾌｰドｻｰビｽ）

総括幹事補佐
早野壮（環境）

会計・運営幹事補佐
太田佳典（ビﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ）

会計・運営幹事補佐
佐藤諒（ｺﾝｻﾙﾃｨﾝグ）

会計幹事
澤田純平（IT）

運営幹事
安田優（IT）

広報幹事
片山大輔（保険）



　生花・園芸部会は、小売店、造園、種苗・花卉生
産、園芸資材など、花・緑・自然に携わる幅広い会
員が在籍し、年５回の研修・視察事業のなかで、現
役メンバー、シニアクラブメンバーと
の交流や事業の学びから、自身の資
質向上に努め、社業、そして業界の
発展を目指し活動しています。
WEB： http://www.jcseika.net

【入会金】￥10,000 【年会費】現役会員￥10,000
シニア￥5,000

【シニア入会】可 ・ 非

生花・園芸

山浦秀明（尼崎 )

産、園芸資材など、花・緑・自然に携わる幅広い会
員が在籍し、年５回の研修・視察事業のなかで、現
役メンバー、シニアクラブメンバーと
の交流や事業の学びから、自身の資
質向上に努め、社業、そして業界の
発展を目指し活動しています。
WEB： http://www.jcseika.net

【入会金】￥10,000 【年会費】現役会員￥10,000

山浦秀明（尼崎 )山浦秀明（尼崎 )

業種別部会連絡会議 41部会のご紹介業種別部会連絡会議 41部会のご紹介業種別部会連絡会議 41部会のご紹介

【入会金】￥10,000 【年会費】￥30,000 【シニア入会】可 ・ 非

ビルメンテナンス
　ビルメンテナンス部会は１９８９年に設
立。社業に関わる情報交換の場として年に 
数回、著名な方をお招きしての講演会や様々
な楽しい企画を設えた例会を開催し、部会
員同士の懇親を深めております。全国の同
業種の方と交流ができる素晴らしい機会が
あります！浅井俊一（松阪）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥30,000

立。社業に関わる情報交換の場として年に 
数回、著名な方をお招きしての講演会や様々
な楽しい企画を設えた例会を開催し、部会
員同士の懇親を深めております。全国の同
業種の方と交流ができる素晴らしい機会が
あります！浅井俊一（松阪）浅井俊一（松阪）

【入会金】￥10,000 【シニア入会】 可 （条件あり）

医療
　医療部会は医療に関わる全ての方々が入
会することができる団体です。医療、介護、
福祉の関係者だけでなく、医療に関心があ
る会員が多数在籍しております。長く紡が
れてきた歴史があるので、お会いすること
が難しい方々ともお会いできます。ご興味
がありましたら、ぜひお問合せください。渥美秀樹（大和）

【入会金】￥10,000

会することができる団体です。医療、介護、
福祉の関係者だけでなく、医療に関心があ
る会員が多数在籍しております。長く紡が
れてきた歴史があるので、お会いすること
が難しい方々ともお会いできます。ご興味
がありましたら、ぜひお問合せください。渥美秀樹（大和）渥美秀樹（大和）

【年会費】現役会員￥20,000
特別会員￥10,000

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000 【シニア入会】可 ・ 非

菓子
　菓子部会は菓子製造・販売業、原材料製造
業、問屋卸業、機械製造業、印刷業に関する
幅広い業界のメンバーにて構成されていま
す。業界のさらなる進化・発展に向けた活動
として、春季定例会、秋季総会、前後期研修
会など一年を通して事業を展開しています。
是非ご入会をお待ちしております。田中大介（高松）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000

業、問屋卸業、機械製造業、印刷業に関する
幅広い業界のメンバーにて構成されていま
す。業界のさらなる進化・発展に向けた活動
として、春季定例会、秋季総会、前後期研修
会など一年を通して事業を展開しています。
是非ご入会をお待ちしております。田中大介（高松）田中大介（高松）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥20,000 【シニア入会】可 ・ 非

ファッション
　ファッション部会には和装・洋装に関わ
るメンバーを中心に多くの会員が在籍して
います。製造・加工・デザイン・卸小売等
のファッション関係者はもちろん、年に数
回の例会を通して全国に在籍しているメン
バーと繋がりを持ちたいとお考えの方なら
異業種の方も大歓迎です。齋藤正文（米沢）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥20,000

るメンバーを中心に多くの会員が在籍して
います。製造・加工・デザイン・卸小売等
のファッション関係者はもちろん、年に数
回の例会を通して全国に在籍しているメン
バーと繋がりを持ちたいとお考えの方なら
異業種の方も大歓迎です。齋藤正文（米沢）齋藤正文（米沢）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000 【シニア入会】可 ・ 非

介護・福祉
　介護・福祉部会では、介護福祉に関わる
会員の交流や情報交換、諸官庁への提言な
どを実施し、JC の経験と人脈を駆使して業
界のさらなる発展に貢献します。４７ブロッ
クのネットワークを持つ日本最大の介護・
福祉事業者の団体を目指していますので、
共に活動しましょう！川上玲子（東京）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000

会員の交流や情報交換、諸官庁への提言な
どを実施し、JC の経験と人脈を駆使して業
界のさらなる発展に貢献します。４７ブロッ
クのネットワークを持つ日本最大の介護・
福祉事業者の団体を目指していますので、
共に活動しましょう！川上玲子（東京）川上玲子（東京）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000 【シニア入会】可 ・ 非

冠婚葬祭
　冠婚葬祭部会は結婚式業界や葬儀業界な
ど、冠婚葬祭に関する幅広い業界のメンバー
で構成されています。これからの業界発展
に寄与することを目的に、研修や情報交換
のための例会をおこなっています。オブザー
ブ参加も随時可能ですので、よろしくお願
いいたします。高澤翼（埼玉）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000

ど、冠婚葬祭に関する幅広い業界のメンバー
で構成されています。これからの業界発展
に寄与することを目的に、研修や情報交換
のための例会をおこなっています。オブザー
ブ参加も随時可能ですので、よろしくお願
いいたします。高澤翼（埼玉）高澤翼（埼玉）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000 【シニア入会】可 ・ 非

環境
　環境部会は、廃棄物の処理、リサイクル
事業、解体事業、緑化事業、再生エネルギー
事業等と業務の過程で環境の向上に努めら
れる業の方で組閣されている部会になりま
す。全国の環境に関わる方のご入会をお待
ちしております。多くの懇親と情報交換の
機会を御用しております。永井慎太郎

（むさし府中）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000

　環境部会は、廃棄物の処理、リサイクル
事業、解体事業、緑化事業、再生エネルギー
事業等と業務の過程で環境の向上に努めら
れる業の方で組閣されている部会になりま
す。全国の環境に関わる方のご入会をお待
ちしております。多くの懇親と情報交換の
機会を御用しております。永井慎太郎

（むさし府中）
永井慎太郎
（むさし府中）

【入会金】無料 【年会費】￥10,000 【シニア入会】可 ・ 非

観光事業
　54 年の歴史を持つ観光事業部会には、観
光業に関連する様々な業種の会員が所属し、
情報交換をしております。年に数回、旅行
を伴う例会や勉強会等を開催し、会員同士
の絆を深めています。明るく楽しくをモッ
トーとする、観光事業部会に、ぜひご入会
下さいませ !!山本莉那（東京）

【入会金】無料 【年会費】￥10,000

光業に関連する様々な業種の会員が所属し、
情報交換をしております。年に数回、旅行
を伴う例会や勉強会等を開催し、会員同士
の絆を深めています。明るく楽しくをモッ
トーとする、観光事業部会に、ぜひご入会
下さいませ !!山本莉那（東京）山本莉那（東京）

【入会金】無料 【年会費】￥10,000 【シニア入会】可 ・ 非

議員
　議員部会は国会議員、地方議員を中心に
構成される部会です。２０２２年度は５周
年を迎え、さらに飛躍して参ります。各種
大会の際の部会研修、現地視察や所属部会
員間の情報交換、他業種別部会との情報交
換など、様々な機会を提供していければと
考えています。島津明香（高砂）

【入会金】無料 【年会費】￥10,000

構成される部会です。２０２２年度は５周
年を迎え、さらに飛躍して参ります。各種
大会の際の部会研修、現地視察や所属部会
員間の情報交換、他業種別部会との情報交
換など、様々な機会を提供していければと
考えています。島津明香（高砂）島津明香（高砂）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥20,000 【シニア入会】可 ・ 非

教育
　教育部会は 35 周年を迎えます。教育部会
では、毎年恒例のゲスト講師を迎えての例
会や、海外ミッションに加え、周年事業と
して国内ミッションも計画しています。ま
た、日本各地でオフライン交流をメインに、
シニアを含め親睦を深める場を提供してい
きます。泉暁 ( 大阪 )

【入会金】￥10,000 【年会費】￥20,000

では、毎年恒例のゲスト講師を迎えての例
会や、海外ミッションに加え、周年事業と
して国内ミッションも計画しています。ま
た、日本各地でオフライン交流をメインに、
シニアを含め親睦を深める場を提供してい
きます。泉暁 ( 大阪 )泉暁 ( 大阪 )

【入会金】無料 【年会費】￥10,000 【シニア入会】可 ・ 非

教習所
　教習所部会は２０００年に設立され、全
国の指定自動車教習所の経営者で構成され
ております。青年会議所の広域ネットワー
クを活かし、全国の会員同士での情報共有
と懇親を深めております。千変万化の世相
を読み、教習所と交通社会のあるべき姿を
求めて語り合ってまいりましょう石原将樹（松山）

【入会金】無料 【年会費】￥10,000

国の指定自動車教習所の経営者で構成され
ております。青年会議所の広域ネットワー
クを活かし、全国の会員同士での情報共有
と懇親を深めております。千変万化の世相
を読み、教習所と交通社会のあるべき姿を
求めて語り合ってまいりましょう石原将樹（松山）石原将樹（松山）

【入会金】
各地クラブにより異なる

【入会金】
各地クラブにより異なる

【シニア入会】可 ・ 非

建設
　建設部会は、2000 名を超える会員が所属
しており、全国に 29 の各地建設クラブがあ
ります。ビジネスを中心とした会員の交流
を目的に活動しており、建設業と仕事の繋
がりを持ちたい方も数多く入会しています。
JC をビジネスチャンスに繋げたい方の入会
をぜひ、お待ちしています。西村大仁郎（となみ）

【入会金】
各地クラブにより異なる

【入会金】
各地クラブにより異なる

しており、全国に 29 の各地建設クラブがあ
ります。ビジネスを中心とした会員の交流
を目的に活動しており、建設業と仕事の繋
がりを持ちたい方も数多く入会しています。
JC をビジネスチャンスに繋げたい方の入会
をぜひ、お待ちしています。西村大仁郎（となみ）西村大仁郎（となみ）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥5,000 【シニア入会】可 ・ 非

士業
　２０２０年に結成したばかりの部会です。
士業の方を募集いたします。大きな法改正
が頻繁に起きる昨今、JC にも本業にも生か
せる法知識を、一般会員の皆様にお伝えで
きるよう研鑽を積みましょう。地方格差解
消など全国的なリーガルサービスの円滑化
効率化にも取り組みたいと思います。稲葉栄憲（宇都宮）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥5,000

士業の方を募集いたします。大きな法改正
が頻繁に起きる昨今、JC にも本業にも生か
せる法知識を、一般会員の皆様にお伝えで
きるよう研鑽を積みましょう。地方格差解
消など全国的なリーガルサービスの円滑化
効率化にも取り組みたいと思います。稲葉栄憲（宇都宮）稲葉栄憲（宇都宮）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000 【シニア入会】可 ・ 非

時計・宝飾・眼鏡
　本年で５６年となる時計宝飾眼鏡部会は
その名の通り、時計宝飾眼鏡に携わる JC メ
ンバーにより構成されており、年５～６回
の例会を開催しています。業界を牽引して
いる先輩方との繋がりも深く有益な情報交
換と学びの場を提供しています。貴志勝俊（銚子）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000

その名の通り、時計宝飾眼鏡に携わる JC メ
ンバーにより構成されており、年５～６回
の例会を開催しています。業界を牽引して
いる先輩方との繋がりも深く有益な情報交
換と学びの場を提供しています。貴志勝俊（銚子）貴志勝俊（銚子）

【入会金】￥20,000 【年会費】￥20,000 【シニア入会】可 ・ 非

自動車
　自動車部会は自動車関連業界のメンバーが活動
している部会となります。昨今、変化の激しい自
動車業界ですが会員の為に例会ではセミナーの開
催や情報交換の場を設けております。日本全国か
ら集まるメンバーとの情報交換により全国に人脈
を創ることもでき社業発展にもプラスになる部会
です♪是非ご入会お待ちしております！ウォーレス・稜（宜野湾）

【入会金】￥20,000 【年会費】￥20,000

している部会となります。昨今、変化の激しい自
動車業界ですが会員の為に例会ではセミナーの開
催や情報交換の場を設けております。日本全国か
ら集まるメンバーとの情報交換により全国に人脈
を創ることもでき社業発展にもプラスになる部会
です♪是非ご入会お待ちしております！ウォーレス・稜（宜野湾）ウォーレス・稜（宜野湾）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000 【シニア入会】可 ・ 非

酒類
　酒類部会は、酒類製造、販売にかかわるす
べての方にご入会いただけます。京都での新
春賀詞交歓会から始まり、国税課長訪問、各
メンバーの会社訪問勉強会などを行っていま
す。全国の酒類にかかわる新たなつながりを
作り、酒類業界の発展のみならず日本文化の
素晴らしさを伝えて行きましょう。本田龍祐（姫路）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000

べての方にご入会いただけます。京都での新
春賀詞交歓会から始まり、国税課長訪問、各
メンバーの会社訪問勉強会などを行っていま
す。全国の酒類にかかわる新たなつながりを
作り、酒類業界の発展のみならず日本文化の
素晴らしさを伝えて行きましょう。本田龍祐（姫路）本田龍祐（姫路）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000 【シニア入会】可 ・ 非

宗教
　宗教部会というと布教活動のみに思われ
そうですが、各種あらゆる宗教を切り口に
日本国が抱える社会課題を独自の視点で解
決していく組織です。僧侶の方が多いです
が、そこにとらわれず様々な方にご参画い
ただければ幸いです。

門井秀孝（横須賀）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000

そうですが、各種あらゆる宗教を切り口に
日本国が抱える社会課題を独自の視点で解
決していく組織です。僧侶の方が多いです
が、そこにとらわれず様々な方にご参画い
ただければ幸いです。

門井秀孝（横須賀）門井秀孝（横須賀）

【入会金】￥20,000 【年会費】￥10,000 【シニア入会】可 ・ 非

新聞
　全国の新聞販売店関係者を会員に 1994
年に設立。激動の新聞販売業界において、
将来を見据えた活動を展開しています。系
統と地域を超えた交流を軸として、様々な
先進事例を学び、経営に役立つ研修を年に
４回程度実施しています。まずは気軽に連
絡下さい！大塩謙（神戸）

【入会金】￥20,000 【年会費】￥10,000

年に設立。激動の新聞販売業界において、
将来を見据えた活動を展開しています。系
統と地域を超えた交流を軸として、様々な
先進事例を学び、経営に役立つ研修を年に
４回程度実施しています。まずは気軽に連
絡下さい！大塩謙（神戸）大塩謙（神戸）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥20,000 【シニア入会】可 ・ 非

水産
　１９６５年に設立して以降、全国各地に赴
き部会を開催し、その地域の課題や取組みに
ついて学び、交流を深めています。過去には
農林水産大臣に提言を行った年も多々ありま
す。美味しい魚のネットワークが自慢なので
水産業はもちろんの事、飲食店や、純粋に海
や魚が好きな方も大歓迎です。古橋知樹（浜松）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥20,000

き部会を開催し、その地域の課題や取組みに
ついて学び、交流を深めています。過去には
農林水産大臣に提言を行った年も多々ありま
す。美味しい魚のネットワークが自慢なので
水産業はもちろんの事、飲食店や、純粋に海
や魚が好きな方も大歓迎です。古橋知樹（浜松）古橋知樹（浜松）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥30,000 【シニア入会】可 ・ 非

石材
　我々石材部会は「石」を通じて修練、研
鑽の和を広げ、人々が心豊かになる事業を
計画、実行している団体です。北は北海道
から南は沖縄まで、現役会員と特別会員合
わせて約２５０のメンバーで組織しており
ます。ご興味がございましたら是非お声が
けください。奥野慶大（笠岡）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥30,000

鑽の和を広げ、人々が心豊かになる事業を
計画、実行している団体です。北は北海道
から南は沖縄まで、現役会員と特別会員合
わせて約２５０のメンバーで組織しており
ます。ご興味がございましたら是非お声が
けください。奥野慶大（笠岡）奥野慶大（笠岡）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000 【シニア入会】可 ・ 非
（卒業後5年以上の者）

茶業
　茶業部会は、茶業に従事するメンバーで構
成され、お茶の普及・発展に全国のメンバー
と共に繋がりを大事にして事業に取り組んで
います。日本の伝統的文化を守りながら今後
は国際的な感覚も持ち合わせ国内外にお茶の
素晴らしさを伝えていけるよう活動していき
ます。ご入会お待ちしております。新木一志（藤枝）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000

成され、お茶の普及・発展に全国のメンバー
と共に繋がりを大事にして事業に取り組んで
います。日本の伝統的文化を守りながら今後
は国際的な感覚も持ち合わせ国内外にお茶の
素晴らしさを伝えていけるよう活動していき
ます。ご入会お待ちしております。新木一志（藤枝）新木一志（藤枝）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥15,000 【シニア入会】可 ・ 非

鉄鋼機械工業
鉄鋼機械工業部会は、鉄鋼・機械の加工・
流通にかかわるメンバーの集まりです。産
業の根幹である “ものづくり” に情熱を燃
やす志高き OB・現役会員が多くいます。当
部会では、年 5 回の企業視察や研修会を行
うことで、情報交換や学びの機会となる場
を提供していきます。小林仁久（富岡）

会】可 ・ 非
（卒業後5年以上の者）

成され、お茶の普及・発展に全国のメンバー
と共に繋がりを大事にして事業に取り組んで
います。日本の伝統的文化を守りながら今後
は国際的な感覚も持ち合わせ国内外にお茶の
素晴らしさを伝えていけるよう活動していき

【入会金】￥10,000 【年会費】￥15,000

流通にかかわるメンバーの集まりです。産
業の根幹である “ものづくり” に情熱を燃
やす志高き OB・現役会員が多くいます。当
部会では、年 5 回の企業視察や研修会を行
うことで、情報交換や学びの機会となる場
を提供していきます。小林仁久（富岡）小林仁久（富岡）

【入会金】￥20,000 【年会費】￥10,000 【シニア入会】可 ・ 非

農畜産
　農畜産部会は全国の農業・畜産業に係る
会員を中心に、現役・OB 会員との親睦を深
め、ビジネスの機会を提供しております。
業界内の知識だけでなく、多角的な考えが
取り入れるよう他の業種からも会員を募り、
共に励み合いながら社業の発展をしてまい
りましょう。ご入会お待ちしております富田紘介（常滑）

会】可 ・ 非

国の指定自動車教習所の経営者で構成され
ております。青年会議所の広域ネットワー
クを活かし、全国の会員同士での情報共有
と懇親を深めております。千変万化の世相
を読み、教習所と交通社会のあるべき姿を

【入会金】￥20,000 【年会費】￥10,000

会員を中心に、現役・OB 会員との親睦を深
め、ビジネスの機会を提供しております。
業界内の知識だけでなく、多角的な考えが
取り入れるよう他の業種からも会員を募り、
共に励み合いながら社業の発展をしてまい
りましょう。ご入会お待ちしております富田紘介（常滑）富田紘介（常滑）

【入会金】現役会員￥10,000
シニア￥20,000

【年会費】郵送会員￥10,000
メール会員￥9,000 【シニア入会】可 ・ 非

不動産
　不動産部会は現役・特別会員併せて６０
０名超で構成され、本年度で設立４７年目
を迎えます。年４回全国各地で例会を開催
しており、業界の最新情報の講演や部会員
同士の情報交換を通じ、部会員の日々のビ
ジネスに役立てて頂いております。杉山大介（横浜）

【シニア入会】 可 （条件あり）

会することができる団体です。医療、介護、
福祉の関係者だけでなく、医療に関心があ
る会員が多数在籍しております。長く紡が
れてきた歴史があるので、お会いすること
が難しい方々ともお会いできます。ご興味
がありましたら、ぜひお問合せください。

【入会金】現役会員￥10,000
シニア￥20,000

【年会費】郵送会員￥10,000
メール会員￥9,000

０名超で構成され、本年度で設立４７年目
を迎えます。年４回全国各地で例会を開催
しており、業界の最新情報の講演や部会員
同士の情報交換を通じ、部会員の日々のビ
ジネスに役立てて頂いております。杉山大介（横浜）杉山大介（横浜）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥20,000 【シニア入会】可 ・ 非

物販
　２０２１年７月に設立。物販や物販に携
わる様々な企業とのビジネス交流を行って
います。昨年１１月には、大手ホームセン
ターのバイヤーによる講演会、交流会を開
催しました。現在、部会独自の仕入と販売
を促進するプラットフォームを構築中です。
物販に興味のある方はご連絡ください！古澤清（堺高石）

会】可 ・ 非

士業の方を募集いたします。大きな法改正
が頻繁に起きる昨今、JC にも本業にも生か
せる法知識を、一般会員の皆様にお伝えで
きるよう研鑽を積みましょう。地方格差解
消など全国的なリーガルサービスの円滑化

【入会金】￥10,000 【年会費】￥20,000

わる様々な企業とのビジネス交流を行って
います。昨年１１月には、大手ホームセン
ターのバイヤーによる講演会、交流会を開
催しました。現在、部会独自の仕入と販売
を促進するプラットフォームを構築中です。
物販に興味のある方はご連絡ください！古澤清（堺高石）古澤清（堺高石）

【入会金】￥20,000 【年会費】現役会員￥20,000シニア￥10,000 【シニア入会】可 ・ 非

物流サービス
　物流サービス部会は１９７８年に設立。物流業に
関わる仕事の情報交換の場として年に 数回、著名な
方をお招きしての講演会や実地研修旅行等の様々な
JC でしか体験出来ない企画を設えた例会を開催し、
全国に居る同業同士の縦と横の関係を懇親にて深め
ております。全国の同業種の方と交流ができ、LOM
活動にはない素晴らしい学びの場があります！雨谷一宇（水戸）

会】可 ・ 非

立。社業に関わる情報交換の場として年に 
数回、著名な方をお招きしての講演会や様々
な楽しい企画を設えた例会を開催し、部会
員同士の懇親を深めております。全国の同
業種の方と交流ができる素晴らしい機会が

【入会金】￥20,000 【年会費】現役会員￥20,000

関わる仕事の情報交換の場として年に 数回、著名な
方をお招きしての講演会や実地研修旅行等の様々な
JC でしか体験出来ない企画を設えた例会を開催し、
全国に居る同業同士の縦と横の関係を懇親にて深め
ております。全国の同業種の方と交流ができ、LOM
活動にはない素晴らしい学びの場があります！雨谷一宇（水戸）雨谷一宇（水戸）

【入会金】無料 【年会費】￥15,000 【シニア入会】可 ・ 非

文具・紙製品・事務機
　弊部会は、「ISOT」直前に行われる定例会、
11 月の定例会と、年 2 回の活動を行っておりま
す。活動内容としましては、業界で活躍されて
いる先輩や仲間との交流、情報の交換などとなっ
ております。楽しみながら交流・情報交換でき
るのは部会の特権です。同業種の皆様、どうぞ
お気軽にご連絡ください。お待ちしております。三田村哲郎（武生）

【入会金】無料 【年会費】￥15,000

11 月の定例会と、年 2 回の活動を行っておりま
す。活動内容としましては、業界で活躍されて
いる先輩や仲間との交流、情報の交換などとなっ
ております。楽しみながら交流・情報交換でき
るのは部会の特権です。同業種の皆様、どうぞ
お気軽にご連絡ください。お待ちしております。三田村哲郎（武生）三田村哲郎（武生）

【入会金】￥10,000 【年会費】現役会員￥10,000
シニア￥5,000

【シニア入会】可 ・ 非

保険
　全国の保険業に関わるメンバーの皆様、
OB の皆様、是非一緒に学び合い、新たなビ
ジネスチャンスを創造しましょう！保険部会
は以下の皆様を急募しています！・生命保険
主体の方　・損害保険主体の方　・保険業に
関わる方(税理士、司法書士、社会保険労務士、
経営コンサル、自動車、建築など)倉橋俊輔（静岡）

【入会金】￥10,000 【年会費】現役会員￥10,000

OB の皆様、是非一緒に学び合い、新たなビ
ジネスチャンスを創造しましょう！保険部会
は以下の皆様を急募しています！・生命保険
主体の方　・損害保険主体の方　・保険業に
関わる方(税理士、司法書士、社会保険労務士、
経営コンサル、自動車、建築など)倉橋俊輔（静岡）倉橋俊輔（静岡）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥20,000 【シニア入会】可 ・ 非

木材
　木材部会は、木材業界の発展向上と会員
相互の啓発を図ることを目的として活動し
ております。OB の先輩方も約 300 名登録
しており、全国各地にネットワークを広げ
ることができます。官公庁との情報交換会
や当部会ならではの事業を計画しますので、
きっと貴重な経験が出来るはずです。安心院啓（日田）

会】可 ・ 非

しており、全国に 29 の各地建設クラブがあ
ります。ビジネスを中心とした会員の交流
を目的に活動しており、建設業と仕事の繋
がりを持ちたい方も数多く入会しています。
JC をビジネスチャンスに繋げたい方の入会

【入会金】￥10,000 【年会費】￥20,000

相互の啓発を図ることを目的として活動し
ております。OB の先輩方も約 300 名登録
しており、全国各地にネットワークを広げ
ることができます。官公庁との情報交換会
や当部会ならではの事業を計画しますので、
きっと貴重な経験が出来るはずです。安心院啓（日田）安心院啓（日田）

【入会金】無料 【年会費】￥10,000 【シニア入会】可 ・ 非

窯業
常滑青年会議所・（一社）瀬戸青年会議所・（一

社）多治見青年会議所・（一社）瑞浪青年会議所・
（一社）土岐青年会議所の窯業が盛んなまちの
LOMメンバーで構成された、部会の中でも特殊
な部会です。「楽しく学び交流する」ことをモッ
トーに年２回の事業を行っています。他LOMの
方でもお気軽にお問い合わせください！狩山謙吾（瀬戸）

会】可 ・ 非

るメンバーを中心に多くの会員が在籍して
います。製造・加工・デザイン・卸小売等
のファッション関係者はもちろん、年に数
回の例会を通して全国に在籍しているメン
バーと繋がりを持ちたいとお考えの方なら

【入会金】無料 【年会費】￥10,000

社）多治見青年会議所・（一社）瑞浪青年会議所・
（一社）土岐青年会議所の窯業が盛んなまちの
LOMメンバーで構成された、部会の中でも特殊
な部会です。「楽しく学び交流する」ことをモッ
トーに年２回の事業を行っています。他LOMの
方でもお気軽にお問い合わせください！狩山謙吾（瀬戸）狩山謙吾（瀬戸）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000 【シニア入会】可 ・ 非

メディア・印刷
印刷、広告、出版、デザイン、放送、IT
などのメディアに関わる業種のメンバーが
ビジネスの成長を目指し、情報交換、人脈
構築、スキルアップに励んでいます。現役・
OB 問わず LOM の中だけでは培えない、ビ
ジネスのつながりを全国に広げられます。

今井貴裕（鈴鹿）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000

などのメディアに関わる業種のメンバーが
ビジネスの成長を目指し、情報交換、人脈
構築、スキルアップに励んでいます。現役・
OB 問わず LOM の中だけでは培えない、ビ
ジネスのつながりを全国に広げられます。

今井貴裕（鈴鹿）今井貴裕（鈴鹿）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥15,000 【シニア入会】可 ・ 非

玩具・人形
　玩具・人形部会は日本青年会議所にて約 50
年の歴史を持ち、節句人形関連事業者を中心
に活動しています。家族の思いを受け継ぐ大
切な行事を多くの方に伝えたい。そんな思い
で業界をリードする力強い志を、共に育んで
いく仲間を募集しています。部会メンバー一
同、ご入会を心よりお待ちしております。渡辺健一郎 ( 岡崎 )

会】可 ・ 非

そうですが、各種あらゆる宗教を切り口に
日本国が抱える社会課題を独自の視点で解
決していく組織です。僧侶の方が多いです
が、そこにとらわれず様々な方にご参画い

【入会金】￥10,000 【年会費】￥15,000

年の歴史を持ち、節句人形関連事業者を中心
に活動しています。家族の思いを受け継ぐ大
切な行事を多くの方に伝えたい。そんな思い
で業界をリードする力強い志を、共に育んで
いく仲間を募集しています。部会メンバー一
同、ご入会を心よりお待ちしております。渡辺健一郎 ( 岡崎 )渡辺健一郎 ( 岡崎 )

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000 【シニア入会】可 ・ 非

石油・エネルギー
　石油・エネルギー部会は、１９７５年に設
置された歴史ある部会です。多様化するエネ
ルギーのベストミックスが求められる現在、
私たちはそれぞれのエネルギーの強みを生か
した豊かな暮らしの提供を目指します。例会
を通じた研鑽によるビジネス推進と、メン
バー間の交流を図ってまいります。廣川正和（広島）

会】可 ・ 非

関わる仕事の情報交換の場として年に 数回、著名な
方をお招きしての講演会や実地研修旅行等の様々な
JC でしか体験出来ない企画を設えた例会を開催し、
全国に居る同業同士の縦と横の関係を懇親にて深め
ております。全国の同業種の方と交流ができ、LOM

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000

置された歴史ある部会です。多様化するエネ
ルギーのベストミックスが求められる現在、
私たちはそれぞれのエネルギーの強みを生か
した豊かな暮らしの提供を目指します。例会
を通じた研鑽によるビジネス推進と、メン
バー間の交流を図ってまいります。廣川正和（広島）廣川正和（広島）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥20,000 【シニア入会】可 ・ 非

米穀
全国の米屋さん、米に携わっている皆さ
ん、全員集まれ！米に関連のある方なら誰
でも OK。全国各地に友達が作れて仕事にも
結びついて、ＬＯＭにはないおもしろさがこ
こにはあります（年６回定例会を開いて情
報交換及び勉強会を実施）。ぜひ、あなたも
日本青年会議所米穀部会に入会しませんか。石附拓真（新潟）

会】可 ・ 非

き部会を開催し、その地域の課題や取組みに
ついて学び、交流を深めています。過去には
農林水産大臣に提言を行った年も多々ありま
す。美味しい魚のネットワークが自慢なので
水産業はもちろんの事、飲食店や、純粋に海

【入会金】￥10,000 【年会費】￥20,000

ん、全員集まれ！米に関連のある方なら誰
でも OK。全国各地に友達が作れて仕事にも
結びついて、ＬＯＭにはないおもしろさがこ
こにはあります（年６回定例会を開いて情
報交換及び勉強会を実施）。ぜひ、あなたも
日本青年会議所米穀部会に入会しませんか。石附拓真（新潟）石附拓真（新潟）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000 【シニア入会】可 ・ 非

コンサルティング
人の悩みを解決すること、それこそまさにコンサルティング
業！！あなたのコンサルティングマインドを全国の仲間と一緒
に高めてみませんか？！当部会では、年４回の勉強会や交流会
を通じてコンサルティングマインドを培い、全国の士業をはじ
め様々なコンサルティング業の仲間と繋がり、ビジネスや地
域活動に活かすことを目的としています！いまも日本のどこか
で人の相談に乗っているあなた！共に活動しましょう！白鳥佑記 ( 厚木 )

会】可 ・ 非

ど、冠婚葬祭に関する幅広い業界のメンバー
で構成されています。これからの業界発展
に寄与することを目的に、研修や情報交換
のための例会をおこなっています。オブザー
ブ参加も随時可能ですので、よろしくお願

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000

業！！あなたのコンサルティングマインドを全国の仲間と一緒
に高めてみませんか？！当部会では、年４回の勉強会や交流会
を通じてコンサルティングマインドを培い、全国の士業をはじ
め様々なコンサルティング業の仲間と繋がり、ビジネスや地
域活動に活かすことを目的としています！いまも日本のどこか
で人の相談に乗っているあなた！共に活動しましょう！白鳥佑記 ( 厚木 )白鳥佑記 ( 厚木 )

【入会金】￥15,000 【年会費】￥15,000 【シニア入会】可 ・ 非

アミューズメント
　アミューズメント部会は、業界を取り巻く
諸問題についての講演会、研究会の開催を通
じ、社会に奉仕し業界の正しい発展及び会員
相互の啓発を図ることを目的とします。海外
ミッションや部会ならではの事業を企画運営
し、国内外で幅広く活動しております。皆様
のご入会をお待ちしております。小林望（西宮）

【入会金】￥15,000 【年会費】￥15,000

諸問題についての講演会、研究会の開催を通
じ、社会に奉仕し業界の正しい発展及び会員
相互の啓発を図ることを目的とします。海外
ミッションや部会ならではの事業を企画運営
し、国内外で幅広く活動しております。皆様
のご入会をお待ちしております。小林望（西宮）小林望（西宮）

【入会金】￥5,000 【年会費】￥5,000 【シニア入会】可 ・ 非

フードサービス
フードサービス部会は、食品製造業、卸業、
飲食店経営、食品パッケージ業に関する業
界の方、そして食をこよなく愛するメンバー
で構成されております。日本の食を支える
フードサービス部会の活動としては、京都
例会、定期例会、最終例会などがございます。
是非、ご入会をお待ちしております。高橋宏実（京都）

会】可 ・ 非

業、問屋卸業、機械製造業、印刷業に関する
幅広い業界のメンバーにて構成されていま
す。業界のさらなる進化・発展に向けた活動
として、春季定例会、秋季総会、前後期研修
会など一年を通して事業を展開しています。

【入会金】￥5,000 【年会費】￥5,000

飲食店経営、食品パッケージ業に関する業
界の方、そして食をこよなく愛するメンバー
で構成されております。日本の食を支える
フードサービス部会の活動としては、京都
例会、定期例会、最終例会などがございます。
是非、ご入会をお待ちしております。高橋宏実（京都）高橋宏実（京都）

【入会金】無料 【年会費】￥20,000 【シニア入会】可 ・ 非

旅客サービス
旅客サービス部会では、年初の国土交通
省への挨拶まわりに始まり、全国各地で年
４回の講師講演例会を開催しております。
タクシー・バス業界の講師だけでなく、ＩＴ
関連など他業種もお招きするなどして、激
動著しい旅客運送業界の情報交換やビジネ
スに役立っております。信原賢一（広島）

【入会金】無料 【年会費】￥20,000

省への挨拶まわりに始まり、全国各地で年
４回の講師講演例会を開催しております。
タクシー・バス業界の講師だけでなく、ＩＴ
関連など他業種もお招きするなどして、激
動著しい旅客運送業界の情報交換やビジネ
スに役立っております。信原賢一（広島）信原賢一（広島）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000 【シニア入会】可 ・ 非

IT
JCでは、運営、事業等で多くのITの予算が

組まれ、様々な面でITのサービスやホーム
ページ作成が行われています。 これらの発注
先や相見積もりで、ITに詳しくないご担当者
が苦慮している相談を多数受けています。IT
部会では今後、全ての相談に積極的に提案や
紹介が出来るよう、体制強化を進めています。岸良圭祐（東京）

会】可 ・ 非

事業、解体事業、緑化事業、再生エネルギー
事業等と業務の過程で環境の向上に努めら
れる業の方で組閣されている部会になりま
す。全国の環境に関わる方のご入会をお待
ちしております。多くの懇親と情報交換の

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000

組まれ、様々な面でITのサービスやホーム
ページ作成が行われています。 これらの発注
先や相見積もりで、ITに詳しくないご担当者
が苦慮している相談を多数受けています。IT
部会では今後、全ての相談に積極的に提案や
紹介が出来るよう、体制強化を進めています。岸良圭祐（東京）岸良圭祐（東京）

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000 【シニア入会】可 ・ 非

美容・健康

美容・健康に関する職種の方ならどなた
でも入会できます！ビジネスの機会を多く
し、メンバー企業の発展と自身の成長に繋
がる部会です。皆さまの入会お待ちしてお
ります。『jc-biken』で検索！

斎藤利恵（鹿沼）

会】可 ・ 非

会員の交流や情報交換、諸官庁への提言な
どを実施し、JC の経験と人脈を駆使して業
界のさらなる発展に貢献します。４７ブロッ
クのネットワークを持つ日本最大の介護・
福祉事業者の団体を目指していますので、

【入会金】￥10,000 【年会費】￥10,000

美容・健康に関する職種の方ならどなた
でも入会できます！ビジネスの機会を多く
し、メンバー企業の発展と自身の成長に繋
がる部会です。皆さまの入会お待ちしてお
ります。『jc-biken』で検索！

斎藤利恵（鹿沼）斎藤利恵（鹿沼）


