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出席状況

	 会員数	 出席数	 出席免除	 出席率	 全員出席卓	 3 名以上欠席卓	 メークアップ	 出席訂正率
	 名	 名	 名	 %	 卓	 卓	 名	 %
	 	 	 	 	 		 85	 58	 5	 69.05	 1・3・8	 9・15・18	 14	 85.71	 	 	 	 	 	

2022年 4月 26日　 20号
2022年 4月 19日　第 3例会報告

本日のプログラム
土浦市消防本部	次長	檜山保明様をお迎え致しま
す。

次週のプログラム
5 月 3 日（火）は祝日のため休会。10 日は，NPO
法人まちづくり活性化土浦	キララちゃんバスの
活動報告を伺います。

₁．点　　鐘	 福田昭一会長

2．ロータリーソング斉唱（「黙唱」）

奉仕の理想

3．来賓紹介	 福田昭一会長

4．地区大会記念ゴルフ大会表彰	 福田昭一会長

5．幹事報告	 髙野竜也幹事

6．委員会報告

7．ニコニコＢＯＸの発表	 井坂雄祐副ＳＡＡ

8．来賓卓話

「青年会議所について」

一般社団法人	土浦青年会議所理事長

植木　健	様

₉．出席状況報告	 出席委員会

10．点　　鐘（点鐘のみ）

（司会進行　説田賢哉ＳＡＡ）

地区 HP 地区行事予定



【委員会報告】

土浦ＲＣとの親睦ゴルフコンペの案内	 吉 田 正 一 親睦ゴルフコンペ幹事

5 月 27 日（金）　 9：20 集合　宍戸ヒルズカントリークラブ・東コースにて土浦ロータリー

クラブＶＳ土浦南ロータリークラブ親睦ゴルフ大会を開催します。振るってのご参加お待ちし

ております。

2022-23年度事前理事会開催について	 説 田 賢 哉 次年度幹事

改めてご連絡は致しますが，5月 10 日（火）例会終了後 L’AUBE で行いますので宜しくお願

い致します。

【来賓卓話】

青年会議所について
一般社団法人 土浦青年会議所理事長　植 木 　 健 様

本日は，お招きいただきまして，ありがとうございます。私は，一般社団法人土浦青年会議

所	2022 年度	理事長職を務めさせていただいております，植木健と申します。改めまして，よ

ろしくお願い申し上げます。

本日は「青年会議所について」お話をさせて頂きます。なぜ，このタイトルをつけさせてい

ただいたかというと，青年会議所には年齢の制限があり，一人でも多くの青年にご入会してい

ただきたい。そのためには，是非，青年会議所がどのような団体であるのか。を知っていただ

きたいと考えたからです。青年会議所はこの４つを基本にして活動をさせて頂いている団体で

あります。

まず，組織改革とは？何か。それは「原点回帰」と「時代に即した組織への進化」でありま

す。では「原点回帰」とは何か。それは「青年会議所の本質」を知ること。そして，「時代に

即した組織への進化」とは何か。それは「社会から最も必要とされる組織への進化」でありま

す。では，青年会議所の本質とは？何か。それは，青年会議所のセレモニーにあります。青年

会議所が創設した時から変わらない，この JCI クリードには大きく分けて 6つの項目に分かれ

ます。すべて大事なことではありますが，2つピックアップさせていただきます。「人類への

同胞愛」は，今の世界情勢の中で，ロシアとウクライナの戦争があります。青年会議所は世界

各国に存在しており，いかなる理由があろうとメンバーや家族，その周りに危険が直面するの

であれば，組織として団結し，嘆きや悲しみに共に心を寄せていくことが大事であるというこ

とであります。また，もう一つは私自身が大事にしていることであり「人間の個性」でありま

す。人間は，育ってきた環境も違えば，考え方も違います。ですが，その個性を集結させるこ

とで，この多様性の時代において，新たな価値や新たな創造といった，よりよい未来を描いて



いける可能性に満ち溢れているからです。

続いて，2008 年の世界会議にて採択された，JCI ミッションですが，これは使命であり，大

事な部分が 2つあります。１つ目は，青年会議所は「青年に発展と成長の機会を提供してくれ

る」素晴らしい団体です。では，発展と成長の機会とは？何か。それはできない事ができるよ

うになるだけではなく，愛を前提として，受け継ぐことであり，愛とは，人へ無条件で奉仕す

ることであります。私自身もそうですが，青年会議所はごく自然な形で成長することができま

す。２つ目は，「社会により良い変化」であります。それは，私のまちをより良くする運動を

起こす力であります。青年会議所は多くの事業を行っておりますが，ただ行ってるのではなく

「私のまちをより良くするために行動を起こせる力を青年に与えるため」に数々の事業を通し

て成長の機会を提供しているものなのです。他の団体様も同様であると思いますが，青年会議

所は単年度制を取り入れています。それは「より多くの青年に様々な役割を通じて発展と成長

の機会を提供するため」でもあり，「まちをより良くするための運動を起こす力を身に着けて

いただくため」であります。

続いて，明るい豊かな社会とは？何か。それは長期ビジョンでもあり，JC宣言に記載がさ

れています。JC宣言と綱領と呼ばれる宣言文は組織としての意思表示であります。綱領は「明

るい豊かな社会」をつくることを理念として，JC宣言は「明るい豊かな社会」とは何か。言

い換えてしまえば，明るい豊かな社会とは「多様性と持続可能性のある地域」の事です。少し

戻って，時代に即した組織への進化とは「社会から最も必要とされる組織への進化」とお話を

しました。そのためには「まちのためになる運動を数多くつくること」であります。先ほども

お話ししましたが，青年会議所が数多くの運動を起こすことが社会から必要となる組織になる

ために必要なことであります。では，長期ビジョンが明るい豊かな社会の実現として「多様性

と持続可能性のある地域」となるのであれば，短期ビジョンは１年間の方針を示している「所

信」になるのですが，５年後，10 年後を描けるビジョンがあることで，方向性は明確になる

と考えると，中期ビジョンとして「まちのありたき姿」を創造することで，多くのメンバー，

市民を巻き込んでいくことが可能になります。まちのありたき姿とは，ルール，モノ，ヒト，

カネ，情報等が自走する仕組みであり「幸せを生み出す装置」であると会頭もおっしゃってお

りました。そのためには「多くのアイディアが必要」であります。

最後になりますが，青年会議所は仲間をつくることができ，地域貢献を行うところでもあり，

仕事のネットワークをつくるところでもあります。私自身も仲間と仕事の観点から入会をさせ

て頂きました。ですが，多くの役職を受けていく中で「青年会議所には運動を起こす力」と「発

展と成長の機会」を得ることができる事や，明確な目標を持って行動する事「まちのありたき

姿」を描くためには，より多くのメンバーからの「アイディア」をいただく必要があることを

改めて学ばせていただくことができました。この機会をより多くの方へ伝えていくためには，

会員拡大が必要なことであります。皆様に改めて，会員拡大のお願いをさせて頂きまして，本

日の卓話とさせていただきます。



青年会議所について

一般社団法人土浦青年会議所
2022年度 理事長 植木健

① 組織改革とは？

原点回帰と時代に即した組織への進化
青年会議所の本質

青年会議所の本質とは？

それは、セレモニーにあります。

JCI Creed（私たちの価値観）

（１）真理は人生に意義と目的を与え

（２）人類の同胞愛は国家による統治を超越し

（３）公正な経済は我々の自由な経済活動によってこそ果たされ

（４）政府には人治ではなく法治が必要であり

（５）人間の個性はこの世の至宝であり

（６）人類への奉仕が人生最大の使命である

発展と成長の機会とは？

できないことが、できるようになる。
だけではなく、

愛を前提として、受け継ぐこと。
人へ無条件で奉仕すること。なのです。

本日のテーマ

① 組織改革とは？
② 青年会議所の本質とは？
③ 明るい豊かな社会とは？
④ 最後に

本日のテーマ

① 組織改革とは？
② 青年会議所の本質とは？
③ 明るい豊かな社会とは？
④ 最後に

セレモニー

① JCI Creed
② JCI Mission
③ JCI Vision
④ JC宣言
⑤ 綱領

JCI Mission（使命）
2008年世界会議総会にて採択

青年会議所は
青年が社会により良い変化をもたらすための

発展と成長の機会を提供する

青年会議所活動を通して
少しずつ、ごく自然な形で成長することができます。



JCI Mission（使命）
2008年世界会議総会にて採択

青年会議所は
青年が社会により良い変化をもたらすための

発展と成長の機会を提供する

青年会議所が事業を行う理由

私のまちより良くするために
行動を起こせる力を青年に与えるためです。

本日のテーマ

① 組織改革とは？
② 青年会議所の本質とは？
③ 明るい豊かな社会とは？
④ 最後に

長期ビジョン「明るい豊かな社会」とは？

「綱領」は、明るい豊かな社会をつくることを理念としている。
「JC宣言」は、明るい豊かな社会とは何であるか。

多様性と持続可能性のある地域

① 組織改革とは？

原点回帰と時代に即した組織への進化
社会から最も必要とされる組織への進化

社会により良い変化とは？

それは、私のまちを良くする「運動」を起こす力であります。

単年度制とは？

より多くの青年に、様々な役割を通じて、
発展と成長の機会を提供するためです。

また、より多くの青年に、まちをより良くするための
運動を起こす力を身に着けていただくためです。

JC宣言
2020年 第165回総会にて決議

ＪＣ宣言
日本の青年会議所は

希望をもたらす変革の起点として
輝く個性が調和する未来を描き
社会の課題を解決することで

持続可能な地域をつくることを誓う

ビジョン

長期ビジョン 明るい豊かな社会「多様性と持続可能性のある社会」

中期ビジョン ？

短期ビジョン 1年間の方針「所信」

それぞれの運動・事業

社会から最も必要とされる組織への進化とは？

まちのためになる「運動」を数多くつくること。



会員拡大のお願い	 会員拡大交流委員長　 佐 藤 翔 平 様

皆様こんにちは，土浦青年会議所会員拡大交流委員長を仰せつかっております佐藤翔平でご

ざいます。

本年度の土浦青年会議所は拡大が非常に急務な状態になっておりまして，2022 年度植木年

度に関しましては 1月のスタートが 48 名，現状 3名の新規入会をし，51 名のメンバーで活動

しております。5月 13 日（金）には入会候補者オリエンテーションを湖北ホテルにて開催いた

します。

土浦ＪＣシニアクラブの大山直樹様をお迎えし，講演をして頂くことになっておりますので，

身近に候補者の方がいらっしゃいましたら是非ともご協力をいただければと思います。以上，

宜しくお願い致します。

ビジョン

長期ビジョン 明るい豊かな社会「多様性と持続可能性」

中期ビジョン まちのありたき姿 LOMの中期ビジョン

短期ビジョン 1年間の方針「所信」

それぞれの運動・事業

本日のテーマ

① 組織改革とは？
② 青年会議所の本質とは？
③ 明るい豊かな社会とは？
④ 最後に

まちのありたき姿

それは、ルール、モノ、ヒト、カネ、情報等が自走する仕組みづくり
幸せを生み出す「装置」

そのためには、多くの「アイディア」が必要となります。

なぜ、会員拡大が必要なのか。

「仲間をつくる」ところです。
「地域貢献を行う」ところです。

「仕事のネットワークをつくる」ところです。

運動を起こす力と発展と成長の機会を得ることができる。

「まちのありたき姿」を描くためには
より多くのメンバーから「アイディア」をいただく必要があります。



【優良事業所訪問】
〜	米山梅吉記念館見学　４/22－23	〜


