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創⽴７０周年記念式典・祝賀会

 ９⽉２４⽇、９⽉第１例会「創⽴７０周年記念式
典・記念祝賀会」を開催いたしました。
 ⽇頃からお世話になっております、顧問の皆様、ご
来賓の皆様、各地⻘年会議所の皆様と、ご多⽤の中多
くの皆様にご臨席賜り誠にありがとうございました。
 記念式典では、中本理事⻑からこれまでの７０年間
ご⽀援いただいた皆様へ感謝の⾔葉が伝えられ、２０
２３年度髙橋理事⻑予定者より、ＪＣＩ横須賀の５年
後に向けたビジョンを発表いたしました。
 記念祝賀会では、齋藤実⾏委員⻑より７０周年記念
事業である⼀般社団法⼈北九州⻘年会議所との「防災
連携協定」について発表いたしました。

 また、防災協定をご縁として記念式典・記念祝賀会に
もご臨席賜りました、⼀般社団法⼈北九州⻘年会議所の
藤井理事⻑からもお祝いの⾔葉と「防災提携協定」につ
いてお話しいただきました。
 ご参加いただきました皆様には、これまでのご⽀援に
深く感謝を申し上げるとともに、これからのＪＣＩ横須
賀の運動に引き続きのご⽀援とご指導賜りますようお願
い申し上げます。



 �２⽉１６⽇、２⽉第１例会「通常総会」をハイ
ブリット形式で開催しました。
 総会は私達のＪＣ活動に於いて事業報告、監査
報告、そして本年度の事業計画を審議する重要な
役割を果たす場となります。全議題が審議可決さ
れ、中本理事⻑のもと⼀致団結し明るい未来に繋
がる活動に臨んで参ります。

 本年は社会情勢を鑑み、１⽉１９⽇に現役会員のみで賀詞交歓会を
開催しました。
 理事⻑の本年度への思いを会員間で共有し、上地市⻑からもご挨拶
を動画にて頂戴したことで会員の⼠気も上がり、本年度の⻘年会議所
活動の素晴らしいスタートを切ることが出来ました。
 理事⻑の所信表明はＹｏｕＴｕｂｅで公開中となっておりますの
で、ご覧ください。
https://youtu.be/nbBYmq8xSow

 �３⽉１８⽇、３⽉第１例会を開催しました。
 本年、創⽴７０年を迎えるにあたって、創⽴６０
周年に実⾏委員⻑を務められた第６１代理事⻑ 武
藤修儀先輩にご講演いただきました。先輩諸兄姉と
の交流を通じて歴史を学び、当時の思い・⾔葉を紡
ぐ例会となりました。
 また、例会開催に向けて、多くの先輩⽅に創⽴６
０周年当時のお話を聞く機会を設けていただき、７
０周年記念式典や記念事業に向け、機運を⾼めるこ
とが出来ました。
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事業報告

「創⽴７０周年を記念式典・祝賀会に向けて」
３⽉第1例会

「通常総会」
２⽉第1例会

１⽉第1例会
「賀詞交歓会」

 ２０２０年の第４５回⼤会から開催中⽌となっておりました、
よこすかシーサイドマラソンですが、本年は第４７回よこすかシ
ーサイドマラソンとして開催をさせていただきます。
 例年通りの開催とはいかず規模を縮⼩した形となってしまいま
すが、開催を待ち望む多くのランナーや関係者、市⺠の皆様のご
期待に応えられるよう精⼀杯準備を進めて参ります。
 この⼤会がまた次回⼤会への道筋を作り、第５０回⼤会へ向け
て更なる発展のきっかけとなるよう努めてまいりますのでご⽀
援、ご協⼒の程宜しくお願いいたします。

３年ぶりに開催します！



 ４⽉７⽇、４⽉第１例会「謎解きチームビルディン
グ〜ＪＣ王国からの挑戦状〜」を開催しました。
 謎解きを通じて、メンバー間のコミュニケーション
の活性化及び当事者意識の醸成を図りました。
 多くのオブザーバーの⽅にご参加いただき、⻘年会
議所に興味を⽰していただきました。
 難問の謎解きに悪戦苦闘しながらも⼤いに盛り上が
った例会となりました。
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４⽉第２例会

 ４⽉２１⽇、４⽉第２例会「⼀歩を踏み出す勇
気〜⼼を燃やせ〜」を開催しました。
 ⽇本ＪＣシニア・クラブ拡⼤⽀援委員会の最⾼顧
問を務められております⽮⼝健⼀先輩にご講演いた
だきました。
 ⻘年会議所の役割や魅⼒など、⼤変貴重なお話を
伺うことができました。また、多くのオブザーバー
の⽅にご参加いただき、⻘年会議所に興味を⽰して
いただきました。

「⼀歩を踏み出す勇気〜⼼を燃やせ〜」

 ５⽉２５⽇、５⽉第１例会「創⽴７０周年を祝う
会」をシニアクラブの先輩諸兄姉をお招きし開催し
ました。 
 当⽇は⽇本⻘年会議所第２６代会頭を務められた
本年度シニアクラブ代表幹事の⼩沢⼀彦先輩にご講
演を賜り、⼩沢先輩の熱いエールを現役は胸に刻み
今後の活動に邁進して参ります。

事業報告

「創⽴７０周年を祝う会」
５⽉第１例会４⽉第１例会

「謎解きチームビルディング 
  〜JC王国からの挑戦状〜」



 ６⽉１９⽇、�６⽉第１例会「ＫＥＥＰ ＳＭＩ
ＬＥ」を開催しました。�
 創⽴７０周年を迎えた本年、⽬前に控える記念式
典・記念祝賀会に向けて、メンバー同⼠の相互理解
を⾼めるとともに、組織として⼀枚岩になるために
交流の機会を設けました。
 本例会はご家族を招き⻘年会議所で⾏われる事業
に向けて互いの理解を深めるとともにご家族にはメ
ンバーとの交流を通じて⻘年会議所活動を知ってい
ただく例会となりました。
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事業報告

 ７⽉９⽇、「証券マンからのミッション攻略⼤作
戦」を開催しました。
 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券様と教育と
探究社様による⾦融リテラシー教育プログラム「株
の⼒」を市内の中学⽣、その保護者に体験いただき
ました。 
 株の仕組み、魅⼒を理解して株の⼒を伝えるポス
ターをグループで作成して発表するというユニーク
な内容ですが、ご参加いただきました皆様からは楽
しく学べたとのお声をたくさん頂戴できました。
 参加者それぞれ株の可能性を感じていただき⾦融
リテラシー教育の⼤事さを知っていただくきっかけ
となる例会になりました。

 ７⽉３０⽇、７⽉第２例会「授業で使える⾦融リ
テラシー教育講座」を開催しました。
 ⾦融リテラシー教育は必要だと思うけど勉強する
時間がない…
 そんな先⽣⽅へ向けて７⽉第１例会に引き続き、
教育と探求社様より、⾦融リテラシー教育の考え⽅
や伝え⽅に対するディスカッションやワーク体験を
交えた講演を⾏ないました。
 参加された先⽣⽅からは学んだ要素を授業に取り
⼊れたいとの感想をいただくことができ、今後の横
須賀市の教育現場に⾦融教育を広めるきっかけとな
る例会となりました。

６⽉第１例会
「ＫＥＥＰ ＳＭＩＬＥ」

７⽉第１例会
「証券マンからのミッション攻略⼤作戦」

７⽉第２例会
「授業で使える⾦融リテラシー教育講座」



髙橋 慶光
髙橋塗装

酒⽥ 裕貴
ＤＥＦ ＳＴＹＬＥ

中島 崇裕
(有)中島製材所

⼩菅 ⼤真
(株)船越葬儀社⼤野屋

須藤 未喜
須藤設備⼯業(株)

齋藤 元⼀郎
丸三⻫藤(株)

齋藤 琢磨
(有)齋藤紫紅洞

稲⽑ 和昭
(株)ＮＥＸＴＤＯＯＲ

古⼭ 貴⼠
(株)コヤマ物流�

⽯河 聡志
(株)ドリームプランニング

⼤黒 健司
(株)満利家

濱⽥ 真悟
プルデンシャル⽣命保険(株)

⾨井 秀孝
(株)⾨井仏具店

中本 剛央
（有）⽟城建設

泉⾕ 翔
(株)トライアングル

直前理事⻑
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２０２３年度 役員紹介
理事

監事

 ８⽉２５⽇、「臨時総会」をヴェルクよこ
すかにて開催しました。
 本例会は来年度の⼈事を決定する総会とな
ります。選挙管理委員会のもと監事選挙、理
事選挙が⾏われ、厳正なる開票作業の結果、
来年度の役員が選出されました。
 続いて２０２３年度理事⻑予定者に内定し
ました、髙橋慶光君より所信表明があり、熱
い思いを語っていただきました。

８⽉第１例会
「臨時総会」

特別理事
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【はじめに】

 私は横須賀というまちに⽣まれ育てられました。少
年の頃の私は、⼀番⾝近にいた両親の愛にさえ気づか
ず、⾃分さえ良ければ他⼈のことなど考えもしません
でした。⾃⾝の主張を通すことが強さだと思い込み、
本当の強さの意味を履き違えていたのです。時が経
ち、⼀⼈の男性と出会いました。その男性は⻘年会議
所という組織の理事⻑を経験された⽅でまちのことを
真剣に考え、その⼈の周りには同じ考えを持つ多くの
仲間が集まっていました。⾃分の⽬にその姿は愛に溢
れ、その中に真の強さがあるように映りました。それ
はまるで⾃分の家族へ無償の愛を注いでくれていたあ
の時の両親のように。家族でもない誰かのため、まち
のために真剣に向き合っているその姿に憧れ、「⾃分
もあの⼈のようになりたい」という意識が芽⽣えた私
は横須賀⻘年会議所への⼊会を決意しました。そし
て、現在ではその当初の気持ちを⼀層上回る想いで⻘
年会議所活動に邁進しております。
 横須賀⻘年会議所は昨年、創⽴７０周年という節⽬
を終え、本年は７１年⽬を迎えます。これからも横須
賀という地域に求められる団体であり続けるために
も、今⼀度、組織内部の体制を確⽴することはもとよ
り、しっかりと時代に即した社会課題を把握した上
で、横須賀市⺠の意識変⾰につながる運動を展開する
必要があります。意識が変われば⾏動が変わります。
⾏動が変われば成果が⽣まれます。我々は⼈々の意識
変⾰を通じて、横須賀のためになる成果を⽣み出すこ
とでまちの発展に寄与してまいります。

事業告知２０２３年度理事⻑予定者所信

髙橋 慶光

【交流⼈⼝増加が⽣む経済効果】

 現在多くの地域で⼈⼝減少という現状が様々な問題
を引き起こしています。我々の住み暮らす横須賀も２
００２年度の約４３万⼈をピークに２０４０年度には
約３１万⼈まで減少するという予測データも出されて
います。この⼈⼝減少に伴い多くの業種では売上⾼や
営業利益などが減り横須賀経済に負の影響を及ぼして
いることで、市⺠の不安が⾼まっています。２０２０
年６⽉に発表された「横須賀市⺠アンケート報告書」
によると、「⽣活の基盤となる仕事やお⾦についての
不安が、どの年代も⼀定の回答があり、背景に今後の
社会が及ぼす経済への不安があることが推測され
る。」と記載されており、市⺠の不安が⾼まっている
ことを裏付けております。市⺠の⽅々が安⼼して住み
暮らし続けられる横須賀を創造するためには、この課
題を少しでも解決する必要があります。
 ６６２万⼈、これは横須賀市の２０１１年度、延べ
観光客の⼈数です。新型コロナウイルスが蔓延する前

の２０１９年度には約８７５万⼈まで増加しており、
消費額は約５６９億円とも⾔われています。２０１７
年２⽉に策定された「横須賀市観光⽴市推進アクショ
ンプラン」では２０２５年度までに観光客数を１００
０万⼈、観光客消費額を６３６億円まで上昇させるこ
とを⽬標にしています。
 そこで、本年は横須賀の活気を取り戻せるような交
流⼈⼝増加を⾒据えた事業を構築いたします。その事
業を通じて多くの⽅々に共感をいただくことでまち全
体として同じ⽬標を⾒定め、経済効果を⾼める運動を
展開してまいります。また、多くの⽅が訪れるよこす
かシーサイドマラソンを最⼤限に活⽤しつつ、関係各
所と⼀層の連携を図ることで交流⼈⼝増加へ向けた運
動効果を⾼めてまいります。

【未来を担う⼈材の育成】

 ⻘年会議所の魅⼒の⼀つは、まちを良くする運動を
起こすために⾏う⽇々の活動を通じて⽣まれる⾃⼰成
⻑にあります。しかし、その活動を⾏うメンバーのバ
ックグラウンドは様々であり、それまで過ごしてきた
環境によって経験やスキルの差があることは⾄極当然
なことです。私が⼊会した当時の横須賀⻘年会議所で
は、先に⼊会したメンバーから⻘年会議所のルールや
⻘年経済⼈としてのマナーなどを学び、活動の中で時
間をかけ成⻑して⾏くことが⼤半を占めていました。
しかし、近年の⻘年会議所では在籍年数の短いメンバ
ーが増えております。横須賀⻘年会議所も例外ではあ
りません。⻘年会議所の⼤きな魅⼒の⼀つである成⻑
の機会を得ることは⼊会したメンバー全員の権利であ
り、在籍年数が短くともこの権利を⾏使することが可
能な成⻑できる組織である必要があります。
 横須賀⻘年会議所は歴史と伝統のある組織として多
くのルールやマナーが存在します。それらは、⻘年経
済⼈、そして⻘年会議所メンバーとして必要不可⽋な
ものです。そこで本年は、在籍年数が短くても成⻑で
きるシステムを構築します。
 また、各種⼤会への参画も機会の提供とし、⽇本⻘
年会議所・関東地区協議会・神奈川ブロック協議会が
主催する各種⼤会を準例会として各委員会で設え、そ
れぞれの⼤会の意義を読み解いていただきます。それ
により多くのメンバーが設営する益と、参加する益の
⼆重の成⻑を得る機会を創出することで、在籍年数が
いメンバーにも⻘年会議所の魅⼒をご理解いただき、



【事業構築を⽀える盤⽯な組織運営⼒】

 質の⾼い事業を展開するためには事業構築を⽀える組
織運営⼒が求められます。この組織運営⼒を⾼めるため
に、まずは、事業計画時に重要となる背景・⽬的の設定
⽅法について、全ての会議参加者が共通の理解のもと議
論を交わせる素地を形成する必要があります。また、事
業を計画する際に付随する費⽤対効果の検討、法令違反
を起こしていないかのコンプライアンスチェック、より
⼀層の効果を⽣み出すための広報計画の審査を⾏うこと
により、事業の質を向上させることが叶います。そのた
めに共通認識を図ることを⽬的とした事業計画に関する
マニュアルの改正を⾏います。
 そして本年、重要視していくのが２０２２年度に策定
された横須賀⻘年会議所におけるビジョンに関する事項
です。単年度制である⻘年会議所という組織において、
⼀年間を超える⽅向性を横須賀⻘年会議所メンバーそれ
ぞれが把握をしておかなければ、毎年異なる⽅向を向い
てしまいます。この⽅向性を共通認識とするため、事業
構築の際はビジョンに合致しているかを確認する機関を
設けるとともに、メンバー全体へビジョンの内容を落と
し込み、同じ⽅向を向いて事業を構築できるような体制
を築きます。
 このようにして盤⽯な組織運営⼒を確⽴することによ
り社会課題を適切に捉え、その解決に向けた事業を構築
することができるとともに、メンバーが全体として同⼀
の⽬的達成へ向け⾏動することが叶います。

今後の活動に活かしていただきます。そして、⼀⼈ひと
りのメンバーが常に⾃⼰成⻑の意識を持つとともに、ま
ずは個々の成⻑をすることこそが組織の成⻑となり、地
域の成⻑に繋がると確信しております。
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事業告知

【新たな仲間を求めて】
 いかに盤⽯な組織体制を確⽴し、メンバーが成⻑でき
る環境を整え、良い事業を構築・実施しようとも、そこ
に参画する⽅々が少なければ⼗分な効果を得ることは難
しくなってしまいます。我々⻘年会議所は多くの⽅々に
ご共感をいただき、共に活動することで地域のリーダ
ー、つまりまちのことを想い、⾏動できる⼈々を⼀⼈で
も多く創出していく必要があります。
 「⻘年会議所の活動を本気で⾏うから多くの苦楽を共
にした仲間ができ、⾃⼰成⻑が⽣まれる。」
 これは私⾃⾝の経験から得た⻘年会議所での最⼤の魅
⼒だと感じております。

【むすびに】

 あなたは誰に幸せになってもらいたいですか。⾃分
の家族さえ良ければいいですか。⾃分の会社だけ良け
ればいいですか。もちろん家族や会社を守ることはと
ても⼤切なことです。しかし、⾃分の住み暮らす横須
賀(まち)が良くならずして幸せな未来が訪れると⾔え
るでしょうか。少しだけ背伸びをしてみませんか。⼈
のため、横須賀(まち)のために。そうすればきっと今
までとは違った⽬線で世界が⾒え、今までとは違う出
会いも訪れるでしょう。そしてそれらは必ずあなたと
いう⼈間を⼀回りも、⼆回りも⼤きくしてくれます。
ただ待つのではなく、⾃分から進む覚悟を決めたあな
ただからです。
 我々が⼤きな夢を描き、多くの関係諸団体の皆様と
ともに活動を続けられているのも先輩諸兄姉が築き上
げたこの横須賀⻘年会議所という組織の⼀員であるか
らに他なりません。私はこの歴史と伝統に感謝し、メ
ンバーの皆様とともに横須賀⻘年会議所の歴史を紡い
でいくことを宣⾔いたします。様々な場⾯でパートナ
ーとなっていただいた⽅々に今後とも変わらぬご⽀援
を賜りますこと、そしてメンバー皆様の厚き友情と、
先輩諸兄姉の変わらぬご指導ご鞭撻を⼼よりお願い申
し上げ、私の所信とさせていただきます。

LOMにおける経歴
２０１３年 ⼊会
      会員開発委員会 委員
２０１４年 輝けるＪＡＹＣＥＥ育成委員会 委員
２０１５年 地域ブランド創造委員会 幹事
２０１６年 横須賀⼒結集委員会 副委員⻑
２０１７年 総務渉外室 副室⻑
２０１８年 地域の未来創造委員会 委員⻑
      よこすかシーサイドマラソン
            実⾏委員会 実⾏委員⻑

２０１９年 専務室 室⻑
      ブロック⼤会実⾏委員会 実⾏委員⻑
２０２０年 副理事⻑
２０２１年 副理事⻑
２０２２年 専務理事
      ７０周年記念事業実⾏委員会
               副実⾏委員⻑

⾔葉の表現は⼈それぞれ異なろうとも、全てのメンバ
ーがこの⻘年会議所の魅⼒をしっかりと認識した上
で、未だ⾒ぬ未来の仲間に対し適切な情報を発信しな
ければなりません。
 そのためにも本年は⼀⼈でも多くの⽅々に我々の活
動を広く知っていただくことを全ての広報の基盤と
し、従来の広報活動はもちろんのこと、新たな⼿法に
挑戦をしてまいります。



�JCの最新情報が⼊⼿できます！

 公益社団法⼈横須賀⻘年会議所のＬＩＮＥ公式アカウントを始めました！
私たちが今後⾏う事業の紹介や過去に⾏った事業の活動報告、横須賀にまつ
わるお得な情報などを、随時お届けしています！
 ＬＩＮＥの「友だち追加」画⾯からＱＲコードを読み込み「追加」ボタン
を押して友達登録をお願いします！

スマートフォンのカメラでQRコードを読み取るだけ！

私たちと⼀緒に、横須賀で活動をしませんか？

 「明るい豊かな社会」の実現
を⽬標に、横須賀の活性化のた
めの取組みをはじめ、様々な事
業を展開しています。
⻘年会議所は
「⾃分のスキルを磨きたい」
「新しい⼈脈を作りたい」
「横須賀に貢献したい」
「地域の仲間と出会いたい」
といった、あなたの想いを実現
する場所にきっとなります。
 横須賀在住・在勤の２０歳か
ら４０歳の⽅であれば、どなた
でも⼊会可能です。

■発⾏責任者/公益社団法⼈横須賀⻘年会議所 理事⻑ 中本 剛央
■編集責任者/拡⼤・広報委員会 委員⻑ 酒⽥ 裕貴
■編集者/中島 崇裕・⼋⽊ 章仁・⽯河 聡志・嘉⼭ 雄⼀郎・鈴⽊ 幸太朗・髙橋 亮平・栁沼 洋平
    ��髙⽥ 亨・⼩池 瑞希・宮成 将吾・古敷⾕ しのぶ・相川 剛⼠・⼯藤 恭紫・宮崎 和也

公益社団法⼈横須賀⻘年会議所
〒238-0013
神奈川県横須賀市平成町2-14-4
横須賀商⼯会議所内
TEL.�046-824-1061�������MAIL.����info@yokosukajc.com
※電話でのお問い合わせは平⽇9:00~15:00（⽊曜定休）のみとなっております。

令和４年１０⽉発⾏

詳しくは下記連絡先まで

�⼊会や事業のお問い合わせに便利です！

Facebook�/�Instagram�/�Twitter
YouTube�/�ホームページはコチラから

 横須賀市、ＰＩＡＺＺＡ株式会社、横須賀⻘年会議所で包括連携協定を結び
地域特化型ＳＮＳアプリ『ＰＩＡＺＺＡ』の横須賀エリアが開設しました！
 誰かの役に⽴ちたい⽅、横須賀の魅⼒を発信したい⽅にオススメです！
 企業・団体のアカウントも作れます！是⾮ご登録お願いします！

ＰＩＡＺＺＡ横須賀エリア登録者増加中！
スマートフォンでQRコードを読み取るだけ！


