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2020年度 スローガン 『革新』
～もっと人へ、もっとまちへ、希望溢れる未来のために共に挑もう～

第58代理事長 真邉崇正
新年あけましておめでとうございます。皆さまにおかれましては 、新春の門出を
健やかに迎えられましたこと、心よりお慶び申し上げます。
私は2020年度理事長を拝命しております、真邉崇正と申します。どうぞよろ
しくお願い致します。
近年、私たちの街「府中」は、少子高齢化・人口減少により、街の存続さえ
も危ぶまれる社会問題を抱えております。それに対して私たちが率先してこの課
題に取りくみ、持続可能なまちづくり、そして府中が日本で最も愛される街に近
づけるよう運動を行って参ります。
その実現のために、本年度は特に「地域を牽引するリーダーの排出」と、
「様々なコミュニティとの共創による府中の活性化」に努めて参りたいと思ってお
ります。私どもも、このまちに住み・暮らす市民の一人として、「希望溢れる未
来」の実現のため、自らを変革し、今の時代に相応しい運動を行ってまいります。
本年度も、JCI創始から続く使命である「明るい豊かな社会」の実現に向け、「革新」の精神のもと挑戦してまい
ります。引き続き、皆様の変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

2020年度 新年例会開催

1月11日土曜日、府中文化センターにて2020年度新年例会を開催させて頂きました。
当日は公私ともにご多忙の中、ご来賓に府中市長 小野伸二様、広島県議会議員 岡崎哲夫様、 広島県
議会議員 出原昌直様、府中商工会議所会頭 北川祐治様、府中青年会議所ＯＢ会会長 石原広一様
をはじめ、多くの特別会員の皆様にご臨席を賜り、かつ鄭重なるご挨拶を頂きましたこと、厚く御礼申し上げます。
懇親会では、一般社団法人府中青年会議所2020年度理事長 真邉崇正よりご挨拶をさせて頂き、今年
度の方針、体制をご説明させて頂きました。現役会員としましては、今年度のスローガンであります『革新』をご
臨席の皆様と共有させて頂き、改めて士気を高めることが出来ました。
最後になりましたが、恙無く新年の門出を祝うことが出来ましたのは、偏に理事の皆様、委員会の皆様をはじ
めとする現役会員の皆様のご指導、ご協力があったからこそです。心より感謝申し上げます。

青少年育成委員会 委員長 村上 壽弘
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京都会議に参加
2020年度の京都会議が1月17日(金)〜19日
(日)にかけて開催され、府中青年会議所からも27
名が参加しました。
2020年度の開催テーマは、「アップデート」
あらゆる分野で持続し発展し続けるためのSDGs
推進、それを成し遂げるための組織に関し、様々な
環境変化に適応できるようアップデートしていくことが
我々の責務です。 府中JCとしても、本年度「革新」
の精神のもと、積極的な活動をして参ります。
参加頂いたメンバーの皆様には、この場を借りて感
謝申し上げます。

専務理事 溝上 法光

2020年度 理事メンバー挨拶
直前理事長 平慶一郎

監事 栗原大高

昨年は、スローガンであ
る「進取果敢」な運動に、
多大なるご理解、ご支援
を賜り、まことにありがとう
ございました。皆様のご協
力のもと、2019年度の
全事業が最高の結果を出せたこと、深
く御礼申し上げます。
本年度は、真邉理事長のもと、「革
新」をスローガンに掲げ、さらに進化して
いく府中青年会議所を、直前理事長と
いう立場で助けていく所存です。
理事長という職は、当たり前のことで
はありますが、会の運営や事業について、
様々な決断をしなければならない時が
あります。私は理事長の良き理解者と
なり、理事長が一年を通して、まちの革
新に一歩でも近づけれるよう、自身の
役割を全うしていきたいと思います。
本年度も皆様からの、変わらぬご理
解、ご支援のほど、何卒よろしくお願い
致します。

新年あけましておめでと
うございます。本年度は
監事として会の運営や事
業が円滑に行われている
かを監査すること、また今
までの経験値を活かし、
できるだけ若いメンバーへ指導的立場と
し ての振る舞 いを心 がけてい きたい と
思っております。どうぞよろしくお願い申し
上げます。

監事 福永義治

まつり委員会
副理事長 淺野正裕
本年度、まつり委員会
副理事長を務めさせて頂
きます淺野正裕です。
まつり委員会では、府
中の夏最大のイベントで
ある備後国府まつりの企
画運営を担当させて頂きます。まつりへ
ご来場頂くお客様に楽しんでもらうため
には、企画運営側が楽しむことが重要
だと考えています。備後国府まつりが、よ
り大きく明るい夏の灯となるよう、メン
バー一丸となり行動して参ります。特別
会員、現役会員の皆様には、多大なご
支援・ご協力を賜りたく、どうぞ一年間よ
ろしくお願い申し上げます。

本 年 度 、監 事 を拝 命
致しました福永義治と申
します。現在、府中青年
会議所はメンバー数が50
名超と増えてきていますが、
希望開拓室
3年以内の入者が約半
副理事長
門田和也
数と、若い組織でもあります。新しい風
が入ることで、多様な考え方、方向性が
本年度、希望開拓室
出てくるのは素晴らしいことではあります
副理事長を拝命いたしま
が、一方で、長年諸先輩方が築いて来
した門田和也と申します。
られた歴史を継承していくことも大事なこ
会員拡大委員会と青少
とです。私は入会して約7年、様々な役
年育成委員会を担当さ
職・経験をさせて頂きました。その良かっ
せていただきます。一年間
た部分をしっかりと新しいメンバーの皆様
どうぞよろしくお願い致します。
に伝えていければと思っております。1年
真邉理事長は本年度事業の一丁目
間どうぞよろしくお願い致します。
一番地として会員拡大を掲げられてお
ります。その会員拡大委員会では新入
会員数を必達10名という決して簡単で

はない目標を掲げ、組織力の増強の為
に皆で力を合わせ取り組んでまいります。
青少年育成委員会では困難に立ち向
かい、諦めることなく目標を達成するとい
う事業を行って参ります。我々にとっての
希望である新入会員の拡大、まちにとっ
ての希望である青少年の可能性に対し
て、2人の委員長と共に真剣に考え事
業を行って参りたいと思います。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

基盤開発室
副理事長 北川慶祐
本年度、基盤開発室
副理事長を努めさせてい
ただきます北川慶祐と申
します。社会開発委員会
と人財開発委員会を担
当させていただきます。
基盤開発室は、地域に良い変化を
起こす基盤をつくることを目標に一年間
運動を展開して参ります。人財開発委
員会では地域に革新を起こす人財の
発掘と支援をし、社会開発委員会では
地域の変革に向けて長期的に行動し
ていく試みをスタートさせると同時に、防
災事業により足元の安心を築いて参り
たいと思います。「革新」というスローガン
のもと、地域にも我々自身にも変革を
起こせるよう、一年間真摯に取り組んで
参りますので、ご指導ご鞭撻のほど、よ
ろしくお願い致します。

専務理事 溝上法光
本 年 度 、専 務 理 事 を
務めさせて頂きます溝上
法 光 と 申 し ま す 。 2020
年度の府中青年会議所
が円滑に運営されるととも
に、1年間を通じて素晴ら
しい事業が行われるよう、メンバーへの
サポート、会の雰囲気作りに尽力してま
いります。今年もより一層のご支援を賜
りますように、心よりお願い申し上げます。

事務局専任理事 堀内朗
謹んで新春のお慶びを
申し上げます。本年度、
事務局専任理事を務め
させて頂きます堀内朗と
申します。昨年の委員長
としての経験を活かし、各

委員長が事業を円滑に進める事が出
来るよう、事務局員と共に組織運営の
サポートに努めてまいります。また事業も
幾つか担当させて頂きますので、個人と
しても成長出来るよう邁進してまいりま
す。一年間どうぞ宜しくお願い致します。

まつり委員会
委員長 中墨真吾
2020年度まつり委員
会委員長を拝命いたしま
した中墨真吾と申します。
当委員会では府中の夏
に欠かせないものとなった
備後国府まつりに全力で
携わって参ります。この備後国府まつり
がさらに発展していくためには、まつりの
盛り上がりがまち全体に広がっていくこと
が理想であると考えています。まずはそ
の第一歩として、本年度はまつりの盛り
上がりの範囲が府中駅方面へ拡大して
いくよう、企画・運営に努めて参ります。
私自身、楽しみながら取り組んでいきま
すので、今年１年間どうぞよろしくお願
い致します。

青少年育成委員会
委員長 村上壽弘
新年あけましておめでと
うございます。本年度、青
少年育成委員会委員長
を務めさせて頂きます村
上壽弘と申します。当委
員会では、子ども達の「や
り遂げる力を伸ばす」ことをテーマに活動
して参ります。目の前にある目標や問題
に前向きに取り組み、やり遂げたという
経験のサイクルが、子ども達にとって自
信となり、やり遂げる力に繋がると考えま
す。私達が行う事業が、子ども達の原
体験となり「希望溢れる未来」に繋がる
よう、全力で取り組んで参りますので、1
年間何卒よろしくお願い申し上げます。

会員拡大委員会
委員長 唐川真明
新年明けましておめでと
うございます。本年度、会
員拡大委員会委員長を
務めさせて頂きます唐川
真明と申します。本年度
は、拡大目標必達人数

を10人とし、会員の拡大を行っていきま
す。多くの方に入会していただくことで、
組織が活性化し、組織の内部で様々
な価値観が融合され、会員自身にとっ
て刺激になり、JCが自己成長の場とな
るようにしていきます。本年度も拡大を
青年会議所の最も基礎となる活動と位
置づけ、一年間全力で取り組んでまい
りますので、どうぞよろしくお願いします。

人財開発委員会
委員長 山路大介
本年度、人財開発委
員会の委員長を務めさせ
ていただきます山路大介
と申します。当委員会で
は地域牽引リーダー会議
と題しまして、まちづくりに
積極的な若者を広く集め、まちづくり事
業を自分達で計画し、年内に実行する
という人財開発事業を行います。また、
当委員会で広報事業も担当させてい
ただきます。府中青年会議所の活動や
メンバーをもっともっと知っていただけるよ
う、現在のFacebookやTwitterに加
えInstagramを開始したり、地域のミ
ニコミ誌に毎月継続して掲載する取り
組みなどを行って参ります。一年間、どう
ぞよろしくお願い致します。

社会開発委員会
委員長 田中峻輔
2020 年 度 社 会 開 発
委員会委員長を務めま
す田中峻輔です。本年
度社会開発委員会では、
「安心と希望」をテーマに
掲げ、大きく分けて２つの
事業に取り組みます。防災事業におい
ては、市民の「安心」の土台となるような
事業の構築します。そして、長期ビジョ
ン策定事業では、市民が府中市の未
来にさらなる「希望」を持つことができる
ような長期ビジョンを策定して参ります。
「革新」のスローガンを胸に、府中市や
府中青年会議所にとって、いままでにな
い取り組みを模索し、実践して参ります。
特別会員、現役会員の皆様にも是非
ともご支援、ご協力を賜りたく存じます。
1年間どうぞよろしくお願い致します。
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セクレタリー 重森陽治

セクレタリー 北川和紀

セクレタリー 芦田玄

本年度セクレタリーを務
めさせて頂きます重森陽
治と申します。本年度は
真邉理事長の下、府中
青年会議所の運営が円
滑に行えるように、セクレ
タリーとして溝上専務を全力で支えてい
く所存です。今年一年は何事も楽しく
積極的に取り組み、いままで以上に一
歩踏み込んだ青年会議所活動を志し
て参ります。まだまだ経験も浅く皆様へ
は多々ご迷惑をお掛けすることもあると
思いますが、ご指導ご鞭撻のほど何卒
よろしくお願い申し上げます。

本年度セクレタリーを務
めさせて頂きます北川和
紀と申します。溝上専務
理事が円滑に職務を遂
行できるよう誠心誠意サ
ポートし、真邉理事長を
はじめとする府中青年会議所の運営に
少しでも貢献できればと思います。その
ために、青年会議所の運動や活動を通
して交流する他団体の方々、青年会
議所の仲間や諸先輩方に学ばせて頂
き、走りながらではありますがセクレタリー
の役割を果たせるよう私自身成長して
いきたいと思っております。経験も浅く至
らない点も多いと思いますが、最大限の
努力はする所存ですので、何卒ご指導
ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げま
す。

本年度セクレタリーを務
めさせていただきます芦田
玄と申します。本年度は
セクレタリーが3人体制と
なっておりますので、3人
で協力しながら溝上専務
理事のもとで会の運営に協力させてい
ただき、真邉理事長をはじめとする
2020年度府中青年会議所に少しで
も貢献できるように尽力していく所存で
あります。私は昨年、委員長の役職で
様々な経験させて頂きました。本年度
はその経験を他の会員の方に伝え、昨
年頂いたご恩をお返しする年度と捉え
ております。その中で私自身もより成長
できればと考えております。皆様方にお
かれましては、ご指導ご鞭撻のほど何卒
宜しくお願い致します。

新春会議に参加
1月25日、公益社団法人日本青年会議所 中国地区広
島ブロック協議会の毎年恒例である新春会議が開催されま
した。
府中青年会議所からも15名が出向し、広島ブロックを組
織する5つの委員会でそれぞれのメンバーが活動していきます。
本年度は、その1つであるSDGs推進委員会で府中JCのメン
バーが委員長を担い、広島県内の持続発展可能な社会づく
りの施策を展開してまいります。
「変革を加速せよ！」
広島ブロックのスローガンの下、我々自身の革新も加速させ、
アクセル役となれるよう本年度も全力で駆け抜けてまいります。

専務理事 溝上 法光

ＪＣニュース担当より
本年度JCニュースを担当させて頂きます事務局専
任理事 堀内 朗です。府中青年会議所の事業報
告をこのＪＣニュースを通じて皆様にお伝えさせて頂
きます。また、現役会員の皆様のご協力によりJC
News 519号を発行できました。この場をお借りし
御礼申し上げます。
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