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入 会 案 内



　青年会議所(JuniorChamber=JC)は、「明るい豊かな社会」の実現を同じ理想とし、

次代の担い手たる責任感をもった20~ 40歳までの指導者たらんとする青年の団体で

ありその青年は、人種・国籍・性別・職業・宗教の別なく、自由な個人の思想によりその

居住する各地域の青年会議所に入会出来ます。

　日本には708の地域に約36,500人の「修練」「奉仕」「友情」という三信条のもと、率先

して行動する仲間がいます。

　そして、その708の地域のひとつである高知JCは、高知のまちづくり、経営者、リー

ダーとしての自己啓発、社会への奉仕、会員相互の交流を目的として、その年々の基本

方針に沿った重要事項を実施するための委員会を設置して活動を行なっています。

高知青年会議所とは

あなたもJCに入ってみませんか？

修練、奉仕、友情

Kochi
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　JCは、人種・国籍・性別・職業・宗教の別なく、自由な個人の意思により
その居住する各地域の青年会議所に入会出来ます。世界107カ国に活動
拠点があり、100カ国以上に約20万人の会員がいます。その中で、社会の
若きリーダーとして過去から現在にかけて、多くの著名人が入会しました。

米国ミズーリ州セントルイスの小さな
青年活動から生まれ、全米、そして世界
へと広がっていったJC運動の国際機関
であり世界最大の青年団。日本は1951

年に加盟。

国際青年会議所

JCI
Junior Chamber International

全国的レべルの運営についてLOMと協
働し総合調整にあたる。国家青年会議所
として、政策提言を行い、 NOMはすべて
LOMから出向者によって構成される。

日本青年会議所※

NOM
National Organization Member

※地区協議会（全国10地区）ブロック協議会（全国47ブロック）

都市こと、あるいは市部•町村が集
まった形で組織され、すべての会

員はLOMに所属する。

各地青年会議所

LOM
Local Organization Member

国内では10地区47ブロック
692の地域で約33,000人

JCI会員について About JCI members

 政治家
麻生太郎（飯塚JC、第９２代内閣総理大臣、日本JC第28代会頭）
石原伸晃（東京JC、衆議院議員）
小渕恵三（群馬JC、第８４代内閣総理大臣）
小泉純一郎（横須賀JC、第８７・８８・８９代内閣総理大臣）
小泉進次郎（横須賀JC、衆議院議員）
鴻池祥肇（尼崎JC、参議院議員、日本JC第30代会頭）
塩川正十郎（東大阪JC、東洋大学総長、元衆議院議員）
塩崎恭久（松山JC、衆議院議員）
菅直人（東京JC、第９４代内閣総理大臣、衆議院議員）
鳩山邦夫（東京JC、衆議院議員）
鳩山由紀夫（室蘭JC、第９３代内閣総理大臣）
中曽根康弘（高崎JC、第７１・７２・７３代内閣総理大臣）
細野豪志（三島JC、衆議院議員）
森喜朗（小松JC、第８５・８６代内閣総理大臣）

 スポーツ選手
稲尾和久（福岡JC、元プロ野球選手）
越本隆志（宗像JC、元プロボクサー、WBCフェザー級王者）
堀井学（苫小牧JC、元スピードスケート選手、リレハンメルオリンピック銅メダリスト）
ラリー・バード（アメリカ合衆国、元NBAプロバスケットボール選手
 芸術家
市川團蔵（東京JC、歌舞伎役者、日本舞踊柏木流宗家）
千玄室（京都JC、茶道裏千家15代家元、国際ロータリー日本財団会長）
坂田藤十郎（東京JC、歌舞伎役者、日本舞踊柏木流宗家）
 その他
高須克弥（名古屋JC、高須クリニック院長）
堤清二（東京JC、セゾングループオーナー）
平尾昌晃（東京JC、歌手、作曲家、モンブラン国際文化賞）

 海外
ヴァルター・シェール（ドイツ、元大統領）
ウォルター・モンデール（アメリカ合衆国、元副大統領）
コフィー・アナン（ガーナ共和国、元国際連合事務総長）
ジャック・ルネ・シラク（フランス、元大統領、元アンドラ公国共同元首）
ジョン・F・ケネディ（アメリカ合衆国、元大統領）
チャールズ・リンドバーグ（アメリカ合衆国、飛行家）
トーマス・S・モナハン（アメリカ合衆国、ドミノピザ創業者）
ビル・クリントン（アメリカ合衆国、元大統領）
ビル・ゲイツ（アメリカ合衆国、マイクロソフト創業者）
ピート・ウィルソン（アメリカ合衆国、政治家）
リチャード・ニクソン（アメリカ合衆国、元大統領）
ロナルド・レーガン（アメリカ合衆国、元大統領）

(株)アースシップ
(株)ARMS
アールコンパニオンサービス
アールシステム(株)
(株)RT
(有)アイ通信システム
(有)アイテック
アヴァン
(株)あき・AKIインテリアスペース
(有)アキトモ宝石
(株)明工務店
アクサ損害保険(株)
(株)アクテス
(株)ACT
あさぎ歯科医院
(株)ASA設計事務所
朝日エリアコム(株)
(株)アサヒカガク
旭ブロック建設(株)
(有)あすぱ総合保険
麻生事務機(有)
(株)アドコウチコム
(株)アピタ
(同)あひる保険サービス
荒井金属(株)
(株)アライブ
荒川電工(株)
あらゆる印刷 共和印刷(株)
アリア
ALSOK高知(株)
アルト(有)
アルフレッサ篠原化学(株)
(株)ECクリエート
イエローはうす
池田印刷(株)
(株)和泉塗装
出雲大社土佐分祠
(株)一や
一宮生コンクリート(株)
(株)井筒屋
いつものところ十刻
伊藤まこと司法書士事務所
乾税理士事務所
(有)乾仏具店
(株)いのべ不動産
(株)イリックス
入交グループ本社(株)
岩﨑淳司法律事務所
(株)岩崎屋
岩田歯科診療所
(株)インターナカツ
(株)インフラマネジメント
ヴィップ　ディメンション
(株)WIN
(株)woo
うさぎ屋
宇治電化学工業(株)
氏原公認会計事務所
内田塗料(株)
(株)内田文昌堂
(株)栄興工業
(株)英光事務機
(株)エースワン
STコミュニケーションズ(株)
(株)エッグメール
(株)縁
(株)NC商会
(株)エフエム高知
(株)エレメンテ高知
(株)遠藤青汁高知センター
大石たかゆき司法書士事務所
(株)オーエス・エンジニアリング
大川法律事務所
O-SHIKOKU
オーシャンリース(株)
大塚・津田法律事務所
大野塗装店
オールウィン(株)
岡﨑建装
(株)岡崎不動産
(有)岡林塗装
(有)岡部葬儀社
岡村化成(株)
(株)岡村静男商店
小川内張
尾木食堂
(有)奥内材木店
(株)尾﨑工務店
(株)尾﨑塗装工業
小谷陶器店
(株)オフィスアプリシエイト
OFFICE ITE
(株)オフコム
オリエントホテル高知(株)
CAR PAINT STUDIO
(有)カーポートあすなろ　
(有)開洋建設工業
(有)香川硝子卸店
(株)北岡商事
(株)片岡電気工事

(有)桂自動車
加藤敏仁　登記測量事務所　
金子努法律事務所
和建設(株)
カフェ＆バー　シェルター
(株)かめお設計
(有)狩野タテグ工芸
(有)川村工務店
(有)環境コントロールセンター
関西仮設(株)
関西麺業(株)
岸防水工業(有)
北村染工場
(株)北村塗装店
きもの　せと
(株)貴陽
(株)共進工業
共和印刷(株)
協和運輸(株)
(株)清岡珊瑚店
(株)近畿日本ツーリスト中国四国
銀行業務検定協会
(有)くうかん建築工房
(株)空港
(同)空中八策
(株)葛岡自動車商会
グッドラックカンパニー(株)
(有)熊沢構造設計事務所
(有)蔵多堂
(有)クリーンクルーこうち
グリーンフィールゴルフ倶楽部 かもべ開発(株)
(有)ぐりんぱ
(株)黒岩設計
(株)グローヴ
(株)クロガネコミュニケーションズ
黒潮観光開発(株)
薫的神社
ケイエスエー・プロテック(株)
KHソーラー(株)
(株)K.A.I
K･U･P
(株)建商
(株)ケンジン
(株)ケンセン
建築工房 望(有)
(有)幸進商事
高大建設(株)
(株)合田ネーム
高知医療センター
高知駅つちもと歯科
(株)高知銀行
高知鯨(株)
(一社)高知県移住促進・人材確保センター
高知県いの町代表監査委員
高知県火災共済協同組合
(公財)高知県産業振興センター
高知県消火栓標識(株)
高知県中央木材工業団地協同組合
(株)高知広告センター
(有)高知コンクリートサービス
高知さんさんテレビ(株)
高知サンライズホテル
高知市社会福祉協議会
高知重炭(株)
(株)高知新聞社
高知信用金庫
高知スタンダード石油
(株)高知清掃センター
(株)高知大丸
こうち中央社労士事務所
(株)高知通信機
高知トヨタ自動車(株)
高知トヨペット(株)
高知ニュードライバー学院
(株)高知ハウジングコンサルタント
高知福祉専門学校
(株)高知プリンスホテル
高知包材(株)
(株)高知放送
高知ボデーセンター(株)
(株)高知丸高
高知三菱自動車販売(株)
(株)高知ランドリー
高知ロック(株)
(株)高南食品
(株)高陽堂印刷
(有)ゴーイング
(株)コーチドゥーク・オーディオ
CORAL高知(株)
(有)コーラルハマノリ
国土交通省高知河川国道事務所
(株)湖月
コリンズ　プラス
コロン
(株)金剛
コントリビュート
(株)西原鉄工所
CIPHER Enterprise(株)
(株)サイン・ファクトリー
(株)酒井建設

魚　串右衛門　KANZASHI
さかもと接骨院
(株)坂本ハウス
(有)サクセス
サクセス工業(株)
ザ クラウンパレス新阪急高知
(株)サニーマート
さわ本陶器(株)
(同)サンキュー不動産
三建設計(有)　
さんごの清岡屋
(株)サンシャインチェーン本部
三宮石油(株)
三和建設(有)
(株)三和店装
(有)ジーアンドエル
(株)シーメック
四銀総合リース(株)
(有)シグマ建設
四国ガスショップ(有)原田商事
(株)四国環境管理センター
四国管財(株)
(株)四国銀行
四国近代建設(株)
(株)四国工芸
四国鉱発(株)
(有)四国サニタ
四國スレート(株)
四国電力(株)
(株)四国不動産
四国防災通信(株)
四国ライフサービス(株)
ジブラルタ生命保倹(株)
司法書士ソフィア法務事務所
(株)島崎建設
(株)島田屋
島津社会保険労務士事務所
(株)清水新星
(株)住ケン高知
シュウハウス工業(株)
ジュエリーKawamuraya
(株)勝賀瀬建設
(株)城西館
城南エーティー
(株)照和建設
(株)新晃総合コンサルタント
真成綜合設備
SKOPテニススクール
(有)寿し幸
(株)鈴木金物センター
須藤商店(株)西屋興産
(医)スマイルプランみかづき歯科クリニック
すまいる空調サービス
(株)角コーポレーション
炭丸
(学)すみれ学園
(有)セイフティー・トランスポート
関(株)
(有)積善会
(有)関損保企画
(株)関洋紙店
セコム高知(株)
勢田司法書士事務所
SELECT
鮮魚中卸　周吉
全世界空手道連盟　新極真会三好道場
(株)相愛
(有)葬儀のダイゾー
(有)創建築事務所
(株)総合家具センター京野
ソニー生命保険(株)
(株)ソニック
(株)ソフテック
第一化成(株)
(株)第一コンサルタンツ
大永造船(株)
大協エンジニアリング(株)
大熊水産(株)
大家建材(株)
(株)大進
ダイニングプランナー(株)
(有)太平洋マリン
(株)ダイワ建装
田岡商店(株)
髙木学而税理士事務所
(有)高橋石材店
(有)高橋設備
(有)高橋豆富
タカハマ整骨院
(株)滝石建設
武井歯科医院
(有)タケムラ建築設計事務所
(株)竹本家石材商店
(株)ダスキンサニーマート
(株)糺
(有)タック
田中工業(株)
谷本物流(株)
(株)種田工務
(有)タネヒサ

TB(株)田部
(株)TaMaS
(有)田村ビル
(株)近森産業
(有)中央環境企画
(株)中央食料品店
(有)中納言
ツカサ鋼販(株)
(株)司不動産商事
司牡丹酒造(株)
土本歯科
筒井紙業印刷(株)
綱屋産業(株)
(有)ツノ工業
(株)ティーエルホールディングス
(同)TOカンパニー
(株)帝国電気企業社
デザインオフィス　シーパル
寺尾産業(有)寺尾石材店
(有)デリンベイク
デルタデザイン
(株)電温
(有)でんき家(はうす)
(株)デンタキ
(株)稲門スポーツ
東洋園芸食品(株)
得月楼
(資)得月楼
(有)土佐技研
(株)土佐御苑
(株)土佐珊瑚センター　　　　　
(株)土佐っ子
(有)土佐PRセンター
(株)土佐ひかりCDM
(特非)土佐山アカデミー
(株)土佐山田ショッピングセンター
(株)轟組
豊由湖(株)
トヨタカローラ高知(株)
(株)トラスト建設
(有)ナイン
9 ナイン
(有)中島出版
中島防水
(株)永野旭堂本店
(有)中之橋住宅
(有)中村工務店
(有)中村食鳥
(有)なのはなプラン
(有)南国中央企画
南放セーラー広告(株)
新谷不動産
西内開運堂
西岡公認会計士事務所
(有)西川写真
西田写真館
(有)にしむらスポーツ
(有)西村大理石商店
(有)西森建築設計事務所
(株)日産サティオ高知
日章造園(株)
日星商事(株)
(株)日東商事
日本化工(株)
(株)日本旅行
ネッツヨトヨタ南国(株)
(有)ノイマン
(株)ノーベル
のかぜ
のぞみ法律事務所
(株)ノナカ照明
株式会社のりぞう工務店
(株)ノワールセキュリティ
パーツセンター高知(株)
(株)ハート
(株)バイエルン・オート
ハウジング総合コンサルタント
(有)はうすin高知
(株)ハウススタジアム
橋本社会保険事務所
(有)橋本設計室
橋本日進堂印房
橋本誠公認会計士事務所
(株)八州包装センター
(株)花輝
HONEY.
パネルハウス(株)
(株)ハマグチ
浜口福月堂
(株)浜幸
浜田工務店
(有)濱田サッシ工業
(株)濱長
(有)林長尺板金工業所
(株)Valley's
(株)はりま家
はりまや司法書士事務所
搬設運輸機工(株)
はんの吉本三星堂
(株)ビーウェーブ

(株)ひがき
光(株)
ビターズカンパニー(株)
日之出産業(株)
ひまわり乳業(株)
ひよしや
ヒロコ美容室
(有)広末龍吉商店
(株)ヒワサキ
(株)ファクトデザイン事務所
(株)福重設計
(株)フジ工芸
(株)フジコミュニケーションズ
(株)冨士書房
藤本塗料興業(株)
フソー化成(株)
(株)二川設計
(株)ブライダル　ミナトヤ
フラワーショップアラキ
ブランドリサイクルくるり
フルイチ高知(株)
ブルーセブン(株)
(株)古田産業
便利屋山中サービス
芳公会 香長中央病院
(株)ホームイン
(株)保険ステーション
(有)ポップアート
(有)ほにや
(株)HONO ブラッスリーブラン
本川生コン工業(株)
(有)マエダテント
マザーズキッチン
増田商事(株)
松岡税理士事務所
(株)松本家具
まどか司法書士事務所
(株)丸三
(有)丸虎
(株)マルナカ
丸の内法律事務所
丸美商事(株)
(株)丸山砂利
(学)みかづき学園
南四国ナショナル特機販売(株)
壬生行政書士事務所
(株)海訪屋
(有)明神観光
(株)みらい
百足屋(株)
ムジカスタイル
(株)ムラタ
(有)村山互
室戸屋(同)
メガネの天狗堂本店
森木エネルギー(株)
(株)森澤総合鑑定
(株)森田
(株)モリチップ
森と匠きんごろう
焼肉　ここから
ヤツデ・ファクトリー(株)
矢野公士法律事務所
(有)山内陸送
(株)山崎猛商店
(株)山下工務店
(株)ヤマセン
(株)ヤマト電設
(株)山光精肉店
(有)やまもと看板
山本有二 自由民主党高知県第二選挙区支部
(株)ユーエスケー
(有)ユニバース
陽和産業(株)
よこた経営労務センター
横山麺業(株)
(有)吉村建設
(有)吉本共栄堂
吉本共栄堂
(株)ライト岡田設計
ラ・ヴィータ宮地電機(株)
リスク・プロテクション(株)高知支店
リバーサイドホテル松栄
隆盛工業
(学)龍馬学園
龍馬国際特許事務所
ル・ミトロン食パン
レンタル衣装　わかば
(有)ロイヤル
(株)ローソン高知　
(株)ワールドコーラル
若松クレーン(株)
(株)和耕
ワジキ産業(株)
(有)和田写真館
ワンアップ

北海道
46LOM

東北
77LOM

関東
157LOM

東海
82LOM近畿

94LOM

沖縄
10LOM

北陸信越
67LOM

中国
54LOM

四国
27LOM

九州
78LOM

※2020年1月1日現在

JCIは国際的な
組織です
世界中の国や地域、 民族、 そして宗教の壁を越えて、
真の友情を育み、共に目標を達成し、 
新たなるチャレンジをしていきます。

JC出身の主な著名人

高知青年会議所 会員企業一覧

2020年11月11日現在



1月 
高知市民憲章は、昭和42年に高知青年会議所が中心となって提唱し、昭和44
年に制定されたものです。制定以来、当会議所は高知市民憲章推進協議会と一
緒に「体育始め式」や「市民憲章よさこい踊り子隊」など様々な事業に取り組ん
でいます。年明けの走り初めとなる体育始め式は、一年をより健康に生活できる
ように、あらゆる面において大きく飛躍し決意を新たにする行事です。

体育はじめ式

6月 
小学4年生から6年生が参加する相撲大会で、高知県では2018年
に第1回わんぱく相撲高知場所が開催されました。各地の青年会
議所が主催しており、県外では40年以上続いている事業です。わ
んぱく相撲出身の力士が大相撲でも多数活躍しています。

わんぱく相撲高知場所

3月 
2006年に始まった「土佐のおきゃく」 では、商店街の皆様と協議
し、高知市中心商店街の賑わいの創出と地域の活性化につなげる
べく、毎年出店させていただいています。 青年らしく若さあふれる
イベントや工夫を凝らした食を用意し、様々な手法で参加者を笑顔
であふれ商店街の皆様に喜んでいただける事業を行っています。

土佐のおきゃく

2月 
前厄（数え年で24歳、41歳となる男性と32
歳、36歳となる女性）となるメンバーの厄
祓いを行う会です。厄の質入れという高
知青年会議所の伝統行事が見られます。

厄除けを祝う会

5月 
高知青年会議所が開催する事業や活
動に興味を持ってくださった方を対象
に開催する事業です。わたしたちの事
業内容や活動の裏側、青年会議所活
動を通じてどのような学びを得られる
のかなどを知っていただくことを目的
としています。

会員拡大大交流会

わたしたち高知青年会議所では、高知のまちづくり、経営者・リーダーとしての自己啓発、社会へ
の奉仕、会員相互の交流を目的として、年間を通じて多数の事業を開催・参画しています。

年間事業 Event Schedule

月
・体育始め式
・総会・賀詞交換会
・京都会議

月
・厄除けを祝う会
・2月度定例会 月

・土佐のおきゃく
・3月度定例会
・春季鏡川一斉清掃

月
・4月度定例会

月
・5月度定例会
・会員拡大大交流会 月

・ブロック大会
・わんぱく相撲高知場所
・呉・高知合同例会

多数の事業を
開催・参画しています

4月 
1月と7月、12月には総会、それ以
外の月には定例会が開催されま
す。会員の資質向上を目的として、
各委員会が持ち回りで様々な
勉強会を企画しています。

定例会

Event Schedule 1月-6月



12月 
高知青年会議所の1年間を締めくくる2つの大きな事業です。本年
度理事長から次年度理事長へバトンを渡す総会と、40歳を迎えた
卒業生を盛大に祝う卒業式です。JC歴の長さはそれぞれ違います
が、一人ひとりが歩んできた青年会議所活動を振り返り、現役会員
へ思いを託して卒業していく、涙と感動に包まれる事業です。

総会・卒業式

8月 
高知市民と観光客の皆さんがよさこいを通して交流できること
を目指して、踊りたい方なら誰でも参加できる、それが市民憲章
よさこい踊り子隊です。通常のチームは定員150人までですが、
この踊り子隊には定員がありません。年々参加者が増え続け、最
近は2日間の述べ参加人数が1,000人を超えています。当会議所
は高知市民憲章推進協議会と一緒に、市民憲章よさこい踊り子
隊を運営しています。

よさこい祭り

9月 
高知城や鏡川みどりの広場を舞台に、高知の風土、フード、エン
ターテインメントの数々が集結する夏の一大イベントです。アー
ティストのライブやミュージック花火、よさこいや高校生によるラ
イブ演奏なども行われます。

土佐風土祭り

7月 
新入会員が高知のまちを明るく豊かにするために自分た
ちに何ができるのか、白紙の状態から半年掛けて議論に
議論を重ねて作り上げる事業です。1月入会の前期新入
会員は7月、7月入会の後期新入会員は12月に新入会員事
業を開催します。

前期新入会員事業

11月 
高知青年会議所の先輩方が立ち上げた、土佐の海・山・川・
里の幸をふんだんに使ったご当地メニューを集め、食べて
飲んで存分に秋の味覚を味わっていただきます。県内だけ
でなく県外からのお客様もたくさん来場されます。高知の食
材、料理、酒文化を知り、高知のファンになってしまう、高知
の秋を彩るお祭りです。

土佐の豊穣祭

年間事業 Event Schedule

月

・前期新入会員事業
・四国地区大会
・総会・樽入れ
・サマーコンファレンス

月
・わんぱく相撲全国大会
・よさこい祭り
・8月度定例会

月
・9月度定例会
・土佐風土祭り 月

・世界会議
・11月度定例会
・会員拡大大交流会

・公開討論会月

・後期新入会員事業
・薩長土肥の会
・総会・卒業式

10月 
日本青年会議所主催の全国大会は、日本青
年会議所にて取り組んだ事業活動の総括
の意味合いを持ち、全国各地の会員会議所
のメンバーが勢揃いする大会です。1万人を
超すメンバーが集まる様は圧巻です。

全国大会

Event Schedule 7月-12月

月

・全国大会
・10月度定例会
・家族会
・土佐の豊穣祭

不定期に開催する事業



　担当スポンサーから入会正式決定のご連絡があります。その後事務局から入会金並びに所定
の会費等負担金の請求がありますので、必要な書類と共に期限内に提出・納付してください。入会
金は30,000円、年会費は120,000円となっていますが、一括支払い、半年毎の支払い、NCBカード
による12回分割支払いと3通りの支払い方法があります。（後期入会の場合、初年度の年会費は
60,000円です）
　入会時期は1月と7月（前期・後期）と2回あり、1年間（後期入会者は半年間）は準会員としてアカ
デミー委員会（新入会員担当委員会）に所属し、JCの基礎を学んでもらいます。半年後審査により、
晴れて正会員となります。

　年間120,000円の年会費以外にも一定の経費が掛かります。会費が必要な事業や県外での宿
泊を伴う事業もあります。主な事業全てに出席した場合、交通費や飲食費を除くと年間で200,000
～240,000円ほど、月に直すと20,000円前後の経費が必要です。

　「明るい豊かな社会」をつくることを共通の理想として集まり、 そのた
めの様々な活動をしている青年の団体です。

　これは入会から1年間の私の実際のスケ
ジュールです。入会してから半年後に新入会員
事業を開催しますが、その準備に費やした半
年が今までで最も時間を作るのに苦労した
期間でした。これらの事業への出席の他
に、新入会員事業を構築するために新入会
員が集まって小委員会を頻繁に開催してい
ます。1年を通して全ての事業には出席できま
せんでしたが、可能な限り多くの事業に出席す
るよう心掛けていました。

南国土佐観光びらきの清掃活動、春季
鏡川一斉清掃、地球33番地清掃活動、
七河川一斉清掃など様々な清掃活動
に参加しています。

15 木 入会手続き
27 火 面接、顔合わせ

4 金 よさこい練習
7 月 理事会
11 金 よさこい祭り
14 月 月次委員会
16 水 8月度定例会
20 日 土佐風土祭り

4 水 正副理事長会議
6 金 公開討論会
11 水 理事会
12 木 月次委員会
16 月 次年度月次委員会
18 水 10月度定例会
23 月 四国地区事業説明会
24 火 正副理事長会議　

5 火 次年度月次委員会
9 土 新入会員事業準備
10 日 新入会員事業
11 月 次年度月次委員会
14 木 月次委員会
18 月 新入会員顔合わせ
20 水 12月度総会、卒業式
26 火 正副理事長会議

3 土 新入会員合宿
4 日 新入会員合宿
7 水 厄除けを祝う会
8 木 正副理事長会議
13 火 理事会
14 水 月次委員会
21 水 2月度定例会
24 土 高知ブロック協議会
27 火 シニア例会

5 木 月次委員会
8 日 委員会お花見BBQ
17 火 サル部会
18 水 4月度定例会　

2 土 高知ブロック大会
6 水 正副理事長会議
7 木 月次委員会
13 水 理事会
16 土 高知・呉合同例会
21 木 豊穣祭の試食会
26 火 新入会員顔合わせ
28 木 新入会員事業準備

12 水 7月度総会
17 月 新入会員研修
26 水 月次委員会
31 月 正副理事長会議

6 水 正副理事長会議
13 水 理事会
14 木 月次委員会
24 日 9月度定例会
27 水 シニア例会

2 木 理事会
6 月 次年度月次委員会
8 水 月次委員会
11 土 豊穣祭
12 日 豊穣祭
15 水 11月度定例会
16 木 次年度月次委員会

3 水 体育始め式
8 月 理事会
9 火 南国JC賀詞交歓会
15 月 次年度月次委員会
16 火 松山JC賀詞交歓会
22 月 月次委員会
24 水 1月度総会、
  高知JC賀詞交歓会

2 金 おきゃくオリエンテーション
3 土 おきゃく清掃、地球33番地清掃
4 日 鏡川一斉清掃
7 水 正副理事長会議
10 土 土佐のおきゃく
11 日 土佐のおきゃく
14 水 理事会
15 木 月次委員会
20 火 月次委員会
21 水 3月度定例会
23 金 会頭公式訪問

2 水 正副理事長会議
9 水 理事会
10 木 月次委員会
12 土 チャリティ フットサル大会
16 水 5月度定例会

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

高知青年会議所に入会が決定すると

青年会議所(JC)は何をしている
団体なのですか？

　会員の年齢制限があるところです。また、 JCはまちづくりのためのボラ
ンティア活動、 自己トレーニングのためのひとづくり活動を活発に行って
いる点も違います。ちなみに、政治的・宗教的には全く中立の団体です。

他の青年団体とどこが違いますか？

原則、月1回の定例会と必要に応じた委員会活動を行っています。
いつ活動するのですか？

　業種、役職、男女を問わす自分たちの地域をもっと良くしたいと思っ
ている人が入会して活動しています。

どんな人が入っているのですか？

　これはJCが、青年の真摯な情熱を結集し社会貢献することを目的に
組織された青年のための団体であり会員は40歳を超えると現役を退か
なくてはなりません。この年齢制限はJC最大の特性であり、常に組織を
若 し々く保ち、果敢な行動カの源泉になっています。

なぜ年齢制限があるんですか？

　他業種の会員と交流を通じて視野を広めることができます。また、ま
ちづくりのためのボランティア活動や自己トレーニングのためのひとづく
り活動を通じて自分を再発見できます。またJC活動は、理事メンバーを
中心とした合議制を元に事業を運営していきます。その会議で賛同をい
ただくためには事業のリスクマネージメント、費用対効果、予算管理、プ
レゼンテーション用資料の作成などが必要となり、社会で経済活動をす
るための必要なスキルが自然と身にきます。

入会して役に立つのですか？

入会条件
勤務地または居住地が高知市及び
その周辺で20~40歳までの方

　

入会案内 Enrollment Guidance 1 year for new members

2017

2018

高知青年会議所の
入会について
高知青年会議所では一緒に活動していただける仲間を募集しています！
高知青年会議所は高知のまちに住み暮らし働く、品格ある青年経済人で
あれば入会できます。

高知青年会議所について

高知JC入会の流れ

月経費は約20,000円

入会申込
入会申込書、顔写真等高知JC入会は
年に2回1月と7月になります

入会審査
面接後、理事会にて入会審査

入会決定

藤崎 豊 2017年度 7月入会
有限会社あすぱ総合保険

地域で開催されるお祭りなどのイベント
にも参加して、まちを盛り立てています。

イベント活動への参加

半年の濃密な時間を一緒
に乗り越えて、同期メンバー
は結束し仲間になります。

新入会員事業の構築
高知県内の清掃活動※できるだけ多くの事業に参加していただきたいですが、全ての事業に参加するのが必須ではありません。

※メンバーの車に乗り合わせで移動することが多いので、交通費はそれほど多く掛かりません。

フォロワーとしての半年 1月～6月

新入会員期間の半年 6月～12月

Kochi



なぜJCに入会すべきなのか

JC会員インタビュー Interview 

　入会当初は何をすれば良いのか？自分自身何をしたいのかビジョンが明
確ではなかった為、新入会員事業の具体的な活動に対して積極的に参加し
ていませんでした。本来なら確実に参加した方が良い新入会員合宿にも仕
事を理由に参加せず、同期の中では少し浮いた存在でした。一方で全体の
集まりにはできる限り参加して、開催される会の中身を体感したり先輩の話
を聞いたり、知らない人と出会えたりする場面はとても有意義だったので自
分なりに現場で勉強を重ねていきました。その中でJCの歴史や現役メン
バーの想い、何のための団体なのか？という芯の部分が理解でき、振り返っ
てみればもっと前向きに新入会員事業にも参加しておけば良かったと反省
しました。何事も横目で見ているだけでは経験に繋がらず、本当に一歩踏み
出した人にだけ得られる学びがあります。まだ入会して1年半ですが、JCの
良い部分を最大限に活用し、自分の成長に繋げたいと思っています。

　高知には様々な青年団体が存在しますが、その中でもJCは親会に依存し
ない独立した団体であり、そのメンバーには経営者や組織のトップなど多く
のリーダーが集っています。会員全員が等しく年会費を払い活動を行ってい
ますが、組織ですので団体のトップである理事長や委員会の委員長といった

「長」の付く役職も存在します。JCは単年度制で役割は１年間ですが、メン
バー間に会社のように労使関係があるわけではないので、どのようにしてみ
んなに動いてもらうのか？組織をまとめるリーダーとはどうあるべきか？など
真剣に考えさせられました。メンバーそれぞれが職場などでリーダーをすで
に務めている中で、JCにてリーダーを任された際には、メンバーから非常に厳
しく査定されるという側面もあり、責任感や立ち振る舞いなど非常に高いレ
ベルが求められ、自らの資質向上につながります。 
　「人は人によって磨かれる」という言葉がありますが、友達、親兄弟、会社の
同僚、顧客といった既存のコミュニティで出会う人に磨かれるのと、JCという
リーダーが集まる団体で磨かれるのでは、得られる経験や感性も違うと思い
ます。リーダーの集団で研磨力の強い仲間が多くいるJCという団体で磨かれ
ることにより、新たな自分を再発見できると思います。 
　またJCは非営利団体です。明るい豊かな社会を創り上げるために、青年が
会費を払い、自らの「まち」に対し当事者意識をもって、自分の時間を使い知
恵を絞り、一生懸命に汗を掻いて「公」のために活動をします。仕事で大きな
受注を取れたからと泣く人は少ないでしょうが、JCの事業をやり遂げた時に
はみんな涙が出ます。決して楽ではありませんが、是非この感動を経験しても
らいたいと思います。私が理事長職を預かった年にも、実現可能か分からな
い事業にチャレンジしよう！終わった後に泣ける事業をやろう！と話し実行し
てきました。その「まち」に住み暮らす青年が元気よく活動をしていることこ
そ、「まち」の活力の源であると考えており、JCには明るい豊かな社会を創り
上げる力があると思います。 
　そんなJC活動を本気でやると多くの時間が割かれますが、一生懸命に、真
剣に活動することで、他のメンバーにも信頼され、人脈を得ることが出来ま
す。私は31歳の時に高知に帰ってきたのですが、学生時代の友達以外に知り
合いも少なく、当時ビジネスにおける人脈は皆無でした。JCに入会したこと
で、多くの先輩方や同年代の異業種の仲間ともつながりができ、これは結果
的に仕事にも大きく結び付き、会社業績を拡大することが出来ました。しかし
ながら、入会したら自動的に多くの人脈ができ、仕事につながるという簡単な
ものではないと感じます。それぞれが会社の看板を背負って参加して、皆に
自分を知ってもらうよう努め、活動を通じて信頼をいただいた結果として仕
事にもつながってくるのではないかと考えます。 
　最後にJCは、20～40歳までの期間で多くの同世代の仲間とともに、様々な
勉強や経験を通じて自分磨きが出来る最適な活動の場です。「まちづくり」や

「ひとづくり」という非営利な活動を仲間と共に純粋に一生懸命に行うことで
こそ得られる絆は強く、生涯の友を得られるはずです。 

入会から今までを振り返って

　高知市社会福祉協議会とJCは災害協定を締結しています。月一回程度研
修や情報交換を行い、懇親を深めていました。本職の福祉分野とは異なる
様々な企業人のいるJCに、会社の会長や上司たちが入会することを認めて
くれました。初年度は最低限の入会費や年会費だけを会社負担にして他は
自己負担でした。その後は会社の配慮もあり、来年度予算を毎年会社と話し
合って決めています。JCでは、通常業務では関わることがない業種の会員も
多いので、お互いの仕事のイメージが分かり業務の幅が広がりました。どの
会社でも自社内だけで解決できることは限られていると思います。困った時
に気軽に聞ける専門家が周りに沢山いることはとてもありがたい環境だと
思います。時間もお金も使いますが、その分自身の幅も広がります。ただ、出
向者は会社の意向等に左右されやすいので、会社、特に上司や同僚の理解
が必要です。入会前はJCのことが分からないので難しいですが、入会後は
JCでの繋がりや活動をアピールしつつ、社内の理解を得ていくと良いです。
入会を迷ったら、事前にJCの事業に参加してみると良いと思いますよ！

JCは経営者だけの物じゃない

入会1年半の
若手

 企業からの
出向者

合同会社空中八策　代表 吉岡 亮 2019年7月入会

高知市社会福祉協議会　主査 市川 真千 2016年7月入会

株式会社高知通信機 代表取締役
森本 道義  2004年7月入会

人は人によって
磨かれる



株式会社みらい 代表取締役
水谷 太一 2012年7月入会

活動のフィールドは無限大
　JCはアメリカ発祥で世界中に広がっており、世界100カ国以上、国内では
北海道から沖縄まで各地にJCがあります。JCに入会すると世界中の20～
40歳の若者と繋がりを持つチャンスが誰にでもあります。私は2017年に高
知JCの理事長を経験した後、四国地区や日本JCなどの出向先に関われば
もっと面白い人との出会いがあるのではと思い高知を飛び出しました。四
国地区で出会った会員と仲良くなり、自分が頑張れば周りから認められて
仲間がどんどん増えました。それが楽しくて更に活動を広げて行った結果、
日本JCに辿り着き、世界へ出向することになりました。日本JCでは英語も
話せないのに日本中・世界中を飛び回り、世界のメンバーと渡り合う大変な
役柄を経験できました。 
　時間もお金も使い会社の皆には迷惑を掛けましたが、社内で自分の仕事
を誰かに任せたり環境を整えることも自身のスキルアップや会社の組織力
強化にも繋がりました。日本JCで築いた人間関係は、お金には変えられな
い、かけがえのない生涯の繋がりになりました。この繋がりや経験は仕事に
も活かされています。 
　JC活動をしながら自分の家庭や社業への時間の使い方、そして何よりも
JC活動を理解してもらうことは本当に大変かもしれません、いや大変です
が（笑）乗り越えられない壁は決して自分の前には表れないという信念を
持って、すべてを大事に乗り越えてきたこれまでの経験は自分だけではな
く、周りの人々のこの先のみらいを豊かにする活動に繋がります。 
　せっかくJCに入会したならば現役の間に多くのJCの機会を経験して、生
涯の繋がりとなり得る友情を育むために全力で行動すべきです。国内には
約3万人、世界には約15万人（2020年11月現在）もの会員がおり、入会した
時点で誰にでも平等に多くの会員と繋がりを持つチャンスがあります。この
チャンスをものにするかは自分次第です。どこまでやってもJCは40歳で卒
業です。卒業まで人生をかけてやる価値がJCにはあります。 
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未来の仲間に伝えたいこと

得難いものを
得る　私は大学卒業以来、地元である高知を離れ10年ぶりに帰省したタイミング

で高知青年会議所に入会しました。長く地元を離れていたこともあり、かつて
の友人は殆ど残っていませんでした。社会人になると同業者での付き合いが
増えてしまうため、異業種の方 と々の交流が減ってきてしまうので、様々な業
種の方と交流ができる高知青年会議所に入会を決意しました。
　入会すると必ず同期入会者と一緒に新入会員事業を構築していきます。初
対面の人たちと私たちの住み暮らすこの街の未来を明るく、豊かなものとす
るため、現状を分析し、課題点を洗い出し、解決策を提案し、事業の実行、そし
て結果の検証をします。その中で経済人として必要な課題解決能力を自然と
身についていくことが出来ます。このような一連のサイクルを回していくため
にはコミュニケーション能力が必要不可欠です。ほぼ初対面な人たちと事業
構築していくにはトラブルがつきものとなり、仕事のように利害関係がない中
で素の自分をさらけ出すことになるので、好ましくない部分を注意してくれる
人もいれば、受け入れてくれる人もいます。また仕事では経験することの少な
い行政や、メディア、非営利団体、一般の方を巻き込んだ活動では不慣れな部
分をフォローしてくれる先輩たちもついています。このような活動を行ってい
く中で、損得関係がないからこそ互いに素の自分をさらけ出すことができ、人
間同士の付き合いを深めることが出来るので、一生の付き合いができる関係
になりえます。
　青年会議所には年齢、性別、職種、家庭など環境や価値観の違う方がいて、
得意なことや、悩み事、困りごとも様 あ々ります。皆さんもきっとそうです。入会
して一方的に何かを教わるだけではありません。逆に私やメンバーが求めてい
る解決策をもたらすのがあなたかもしれません。あなたが青年会議所に入会
してくださるのを心からお待ちしています。

ワジキ産業株式会社 代表取締役社長
和喰 一泰 2018年1月入会

JC会員インタビュー Interview 


