2021年度スローガン

〜

〜

共に、始めよう。

公益社団法人 仙台青年会議所

理事長あいさつ
公益社団法人 仙台青年会議所
第70代理事長

菅原 啓太

青年会議所は多様性があり、人によって魅力の感じ方が異なる稀有な組
織です。多様性があるからこそ、様々な価値観に触れ自分の考えを見直
すチャンスに恵まれています。私は 2015年に青年会議所に入会させてい
ただき、多くの人との出会いによって、自分を研ぎ澄ます学びを得てき
ました。

ま ち

本年度のスローガンは「Stand Out! 〜次世代がより豊かになる仙台へ〜」
としました。「Stand Out」には「飛びぬける」や「抜きん出る」といっ
た意味があります。物事に取り組む前からできない理由を述べるのでは
なく、青年らしく何事にも挑戦し、良い意味で目立っていきましょうと
いう想いを込めました。
一度限りの人生、本気でまちの未来について考える時間を作ってみませ
んか？地域の豊かな未来を、共に創りましょう！

委員長あいさつ
公益社団法人 仙台青年会議所
2021年度 会員開発委員会
委員長

寺崎 修平

私は2018年に青年会議所へ入会しました。4年が経ち青年経済人としての
自覚、活動で得ることのできた知識教養は自社へ持ち帰り会社や社員へ
良い影響を与えていると確信しています。青年会議所の活動へのかかわ
り方はメンバーそれぞれです。入会したら今のペースより一歩踏み込ん
で活動してください。
その先にあなたの必要となるものが青年会議所には必ずあります。機会
はチャンスです。是非この機会を離さずに掴んで自身の成長へ繋げてく
ださい。共に成長していきましょう！
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JCI
J un i o r C h a m b e r In t e r n a t i o n a l

国際青年会議所
約128カ国約15万3千人
（2020年現在）
世界最大の
青年団体です。

NO M

N a t i o n a l O rg a n i z a t i o n M e m b e r

日本青年会議所

新たな人脈
Personal connections

（692青年会議所）
約3万3千人
（2020年現在）

LOM

Local Organizaton Member

東北地区協議会（77青年会議所）
2,744名（2020年現在）
宮城ブロック協議会
489名（2020年現在）

地区協議会
（全国10地区）
ブロック協議会
（全国47ブロック）

（公社）
仙台青年会議所
ほか10青年会議所

仙台青年会議所
自己成長

まちづくり

Self-growth

Town planning

国際交流
In t e r n a t i o n a l e x c h a n g e

仙 台 青 年 会 議 所 とは？

ま ち

仙台青年会議所は 1951年（昭和 26 年）3 月15日に発足し、以来 69年に渡り私達の住み暮らす 仙台 のため
に文化、経済、防災、青少年育成、国際交流など、様々な角度から明るい豊かな社会の実現に向けて活動
を実践してまいりました。会員会議所内部だけではなく、市民の方々と共に取り組んだ事業や、行政に
働きかけ実現している事業も数多くあります。2021 年 3 月15 日で 70 周年を迎える仙台青年会議所は今後
より推進力を増して運動を展開してまいります。

仙台青年会議所の特徴
ま ち

仙台青年会議所へは、 仙台

をより良くしたいという想いのある青年であれば、男女問わず個人の意思

によって入会できます。但し、入会時の年齢が 25 歳から 37 歳までという年齢制限を設けております。これは
仙台青年会議所が、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「青年の学び舎」
だからです。また、役職や所属する委員会も毎年変更となる単年度制を用いており、これにより豊富な
実践経験を積むことができます。そして、40歳になった会員は卒業することになります。単年度制と年齢
制限は仙台青年会議所最大の特徴であり、限られた時間の中で活動を行い、その活動において仲間と切磋
琢磨することで多くの気づきや学びを教授することができます。
仙台青年会議所は、地域に貢献していきたい想いを持った青年を募ります。

2015年9月の国連サミットにおいて全会一致で採択された、2030年を期限とした国際社会全体
の開発目標です。包括的な17のゴールと、さらに細分化された169のターゲットが設定されて
います。
「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、経済・社会・環境をめぐる広範な課題
に、すべての関係者の役割を重視しつつ統合的に取り組むことを宣言しています。仙台青年会議所は持続可能
な開発目標（SDGs）の達成に向けて、本年度も全ての運動と事業にSDGsを結び付け力強く推進していきます。
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事業活動

仙台七夕花火祭
仙台青年会議所が主催している主な事業として、仙台七夕花火
祭があります。1970 年に仙台七夕まつりの前夜祭「ぼくとわた
しのお祭り広場」として始まり、半世紀以上にわたって開催し
てきました。現在では約45 万人が訪れる夏の風物詩として、さ
ま ち

まざまな世代の人々をつなぎ、仙台を希望の光で照らすひとと
きとなっています。市民の皆様に地域への愛着や誇りを持って
いただく機会となって欲しいという想いのもと、企画立案から
関係各所との調整、花火打ち上げ実施に至るまで、仙台青年会
議所のメンバーによって構築されております。
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2021年は第34回国際アカデミーが
仙台の地において開催されます。
国際アカデミーは、世界 80ヶ国あまりの国際青年会議所の代表者が集
い、国際交流とグローバルネットワーカーとしての自己研鑽を重ねる
ことで、各国との友情を深め、自分の国や地域に留まらない社会発展
や世界平和を確立することを目的とした事業となります。開催地域に
おいては行政、企業、学校等の連携を始め、ホームステイ先や通訳
ボランティア等でご協力いただく市民の方々に至るまで、地域全体が
国際の機会に対し主体的に関わりを持つことで、市民協働による都市の国際化を実現する事業性を有しております。
この度、決定しました「第34回国際アカデミー」を起点とし、主催地である仙台にある、私たち仙台青年会議所が主管し、JCIの世界的ネッ
まち

トワークを通じて世界約 80ヶ国からなる事業参加者との友情を育むとともに、心を寄せ合い行動する地域・市民の皆様と共に、仙台の国際
化に向けた革新的な一歩を踏み出す契機といたしましょう。

しあわせな未来を想い描く
仙台創造事業

Jr. グローバルネットワーカー
育成プロジェクト2019

〜誰ひとり取り残さない！仙台防災 Work Together〜
市民の防災・減災の取組みに対する意識を高めることを目的に、
市内各地域間の防災活動情報を共有するとともに各地域の抱える
今般のコロナ禍での防災課題を収集し解決策を見出しました。防
災活動情報を共有する場として、
ＷＥＢページ「地域防災プラット
フォーム（MIYAGI BOSAI STATION）」を活用し、市民自ら地
域の防災活動内容を記事として投稿してもらい地域の防災情報共
有の場を構築しました。そして、実施の概要および事業を通じて
把握された課題とその改善案を取りまとめ、郡市長にご説明させ
ていただくとともに提言書として提出させていただきました。

小学生×留学生相互理解プログラムにて、留学生が小学校を訪問し、
自己紹介、SDGs ボードゲーム、短冊づくりや給食体験などを通して、
国際の機会によりお互いの価値観を理解し、積極的に関わることが
できる次世代のグローバルネットワーカーを育成する事業を実施し
ました。また、事業で製作した短冊を仙台七夕まつり期間に商店街
と連携し七夕飾りとして展示し、地域との連携を図りながら、事業
パートナーとして、一般市民、仙台市内の大学生と協働して事業を
実施することができました。
そして、本事業はJCI 日本

東北地区協議会

AWARDS TOHOKU

2020 最優秀LOM個人能力開発プログラム部門を受賞いたしました。

仙台青年会議所

例会

例会とは？
仙台青年会議所がめざすべき運動の方向性をメンバー間で確認する場、メンバー同士
の親睦を図る場、さらには社会へ直接訴えさせていただく場として毎月 1 回さまざま
な切り口でテーマを設け、月例会を開催しております。
メンバーのみ参加の例会と、一般市民の皆さまをお呼びして行う公開例会の２種類が
あり、後者においては各テーマの認識を深め、『今、我々市民が何を問題とし行動に移
さなければならないのか』という気持ちを共有し醸成することを目的としています。
2020年はコロナ禍という状況下においても、ウェビナー形式でのWEB例会を実施し、
コロナ禍においても社会情勢に対応した形で事業構築し実施しました。
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会員からのメッセージ

今野 円海 君
泉開発興業株式会社
営業

入会 2 年目の今野円海と申します。社業は不動産業です。私が
仙台青年会議所に入会したきっかけはＯＢの方に入会を勧めて
頂いたことです。2 年間活動をして気づいたことは皆、仙台の
地域発展のために一丸となって活動をしているということです。
ＪＣでの活動を通じて様々な職業や年齢の仲間が出来たこと、
新しい自分に出会えたことも大きな財産となっています。性別・
年齢関係なく活躍できることも魅力の 1 つだと思っております。
ぜひ私たちと一緒に仙台青年会議所で活動をしましょう。

高崎

明徳 君
東照宮
禰宜

仙台東照宮に神職として奉仕しております。先神職は仙台青
年会議所に現在１人の状況ですが、多くの異業種の方と友情を
育み、目標となる先輩と出会うことができました。コロナ禍
により大変な状況ですが、仙台のためにあらゆる手段で事業
に取り組むメンバーの姿勢に勇気づけられました。友情や成
長の機会を得ながら、仙台の未来のために行動する場として
仙台青年会議所は最高の場所だと思います。

石川 小百合 君
はちまん石川内科クリニック
理事

私は2018 年にO B である義理の父からのすすめで仙台青年会議
所へ入会しました。職種や年齢を超えて様々な人と知り合える
ことはＪＣの一番の魅力ではないでしょうか。また、仙台七夕
花火祭の準備や事業に関することなど、社業だけでは得ること
ができない知識や経験が沢山ありました。仕事や家庭との両立
は大変ですが、充実した毎日を送っています。仙台青年会議所
で同じ志をもつ、刺激的な仲間と共に自己成長してみません
か。きっと社業や家庭で活かせる学びがあると思います。
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齋 崇君
株式会社齋テント
専務取締役

私は2019年入会の齋 崇と申します。株式会社斎テントで、幅
広くテントに関する設営業を営んでおります。仙台青年会議
所は異業種の人たちとの交流があり、さらに自分にはない魅
力を持った人たちに出会えて得るものが多いなと日々実感す
る毎日を送っています。仙台をより魅力的な街にしていこう
と奮闘する仲間が沢山います。そんな仲間と出会える喜びを
共に分かち合いましょう。思い切って自分の殻を打ち破り外に
飛び出しましょう！

林 祐子 君
株式会社東洋環境開発
代表取締役

2018年入会、林祐子です。社業は建設業です。私がJCIに出会っ
たのは、先輩から紹介頂いたことがきっかけです。当時、事業
承継して間もない時期ということもあり、入会する事にはとて
も躊躇しました。しかし、3年という短い期間の中で、多くの機
会に接し社業だけでは味わうことの出来ない経験や出会いが私
を成長させてくれました。大変な時だからこそ、前向きに、共
に挑戦しましょう。新たな出会いを楽しみにお待ちしています。

内藤 梓 君
弁護士法人 A.I.ステップ
代表社員 弁護士

2012 年に入会した内藤梓です。私は県外出身で仙台に友人が
いなかったため、友達作りのために入会しました。しかし、
様々な機会に接するうちに、仙台のために何ができるかを自
然と考えるようになりました。JCI は毎年立場や役職が代わる
ため、10 年目の今でも様々な出会いや発見があります。気負
いすぎず、私たちと一緒に活動してみませんか。

入会までのスケジュール
入会申込み
受付開始
2021年1月4日

会員章授与
2021年7月28日

入会申込み
受付締切

公式面接審査
2021年4月17日

2021年3月31日

第34回
国際アカデミー

宮城
ブロック大会

2021年7月（予定）

2021年6月（予定）

仮会員
セミナーⅠ

4月入会後、約 3ヶ月は仮会員
としての活動となります。

各例会

2021年5月8日

仮会員
セミナーⅡ
2021年6月19日

青葉まつり
2021年5月15日
16日

入会資格
●原則として年齢が入会申込年度末日（12 月31日）の時点で 25 歳から37歳であること。
●健全な社会人としての良識を持ち、法令を遵守した事業に従事していること。
入会希望者は必要に応じて下記の書類を用意してください。
◇代表者、勤めている方ともに会社の履歴事項証明書（登記簿謄本、発行日より3 ヶ月以内のもの）又は個人事業主の方は「個人
事業の開廃業等届出」をご準備ください。
◇本年の住民票抄本（本人のみ、発行日より3ヶ月以内のもの）・年会費は15万円、入会金は 6万円となります。

青年会議所 Q& A
Q1. 入会するといい事あるの？

Q2. 社業が忙しくても活動していけますか？

JC 活動を通じて、経営者としてのノウハウやリーダーシッ
プなどを学びます。希望すれば、そのためのプログラムも
数多くあり、仲間作りの機会にも恵まれています。また会
議の進め方、企画の立案やプレゼンテーション能力、PC 技
術など、そのまま仕事に活かせる経験もたくさんあります。
そして青年経済人として不可欠である基本的な品格を身に
付けることができます。

忙しく飛び回るビジネスマンから腕自慢の職人さん…メン
バーのほとんどが多忙な人ばかりです。しかし本業をおろ
そかにせず JC 活動を行っています。今、忙しくて時間の余
裕がないという方は現状が限界だと感じていませんか。だ
からこそ、JC 活動の中で時間の使用法を学んでいただきた
いと思います。成功されている人の多くは時間を上手に使
っています。JC 活動はそんな限られた時間をより有効に使
うことが身につきます。

A

Q3. 異業種の方との交流ができるの？

A

JC には様々な業種のメンバーがいます。互いに情報交換や
意見交換する中で新しいビジネスチャンスやアイデアにつ
ながる事もあります。なにより、目的を共有し、企画や事
業を進行させていく時の連帯感は何年経っても消えません。
仲間と友情も芽生えます。

A

私達が全力で
サポートいたします！

Q4. いつ集まったりするのですか？

A

月に1 度、例会があり、現役メンバーが全て集まることにな
っています。開催は夕方からですが、仕事に支障のない時
間帯を設定しています。各委員会がそれぞれ月1 回の委員会
を行っていますので、そこで会議、勉強会、メンバー間の
交流が行われます。
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Member Board
株式会社アイコー工業
株式会社アイショウ
株式会社アイヒェジャパン
株式会社あおぞら
株式会社 ACT
旭日法律事務所
弁護士法人浅野協同法律事務所
株式会社アスト
株式会社アバディーン
株式会社阿部和工務店
逢啓
株式会社アラボーイ
株式会社 ALSERIO
株式会社アルファオメガゼロ
株式会社あわの里
泉開発興業株式会社
有限会社泉自動車解体
泉電設工業株式会社
株式会社いちか
株式会社イノベーションワークス
内ケ崎法律事務所
有限会社岩沼屋ホテル
株式会社 Vicamo
ウエノ設備株式会社
株式会社魚問屋丸福
株式会社エイチ・アイ・エス
有限会社エイチアイファクトリー
株式会社エイトステップ
弁護士法人Ａ．
Ｉ．ステップ
エール法律事務所
SC 株式会社
株式会社 SGC
株式会社 STNS
株式会社 ESNA
株式会社 epi＆company
有限会社 FP コールセンター
株式会社ＭＳＣ
株式会社エム・ユニット
株式会社江村工務店
エリシアンテレコム株式会社
株式会社エルエスシー
株式会社エルスタイル
株式会社エルピダあおば
医療法人社団桜蘭会
合同会社オーブ
株式会社岡﨑工業
株式会社 OGAWA
小野法律事務所
小野リース株式会社
株式会社菓匠三全
かの整骨院
株式会社亀正
呑処がりでぶちゅう
KiT‐UP
木本生花株式会社
クラシタス株式会社

グロービス経営大学院
株式会社 KRS
建設連合・東北地区東北労働保険振興会
株式会社孔栄社
株式会社興設
公認会計士小野寺重久事務所
公認会計士須藤裕州事務所
株式会社ココワークス
小島智法律事務所
寿屋寿庵
株式会社斎テント
坂部印刷株式会社
株式会社櫻井防災
サリダ・プランニングオフィス
SALT
参議院議員和田政宗事務所
株式会社サンユー
サンワ株式会社
三和自動車商事株式会社
シー・アール・エー株式会社
株式会社シー・バイ・シー
シービーアールイー株式会社
シブヤ食品株式会社
澁谷メディカルホールディングス株式会社
ジブラルタ生命保険株式会社
司法書士土地家屋調査士馬場謙二事務所
学校法人菅原学園
株式会社 SPAZIO
炭と創作和食 若林源三
ソニー生命保険株式会社
株式会社清月記
清光商事株式会社
仙台市議会議員
有限会社仙台予約センター
仙台市役所
社会福祉法人大樹
株式会社タイハク
太陽地所株式会社
大和ハウス工業株式会社
株式会社髙工
株式会社竹中工務店
株式会社タックス宮城野
株式会社智誠
株式会社チバ電気システムサービス
株式会社土屋総合
株式会社つばさパートナーズ
株式会社 D.ｆorce
株式会社ティ・ケイ・ワイ
鉄板ダイニング鼎
株式会社電通東日本
株式会社トウケングループ
東照宮
東北アメニティ施設株式会社
東北黒沢建設工業株式会社
株式会社東洋環境開発
株式会社東和商会

（2020年12月現在 20 卒業生は除く）

遠山青葉印刷株式会社
株式会社富樫工業
株式会社登米ブラス
ナイスクリーン株式会社
株式会社ニア
株式会社ニーズトラストジャパン
有限会社ニーズネクスト
有限会社ニシオ不動産
株式会社ニッセイ宮城
株式会社仁田工務店
合同会社日本メディカル
株式会社メディクシア
NONBEE
HIGHBURY
はちまん石川内科クリニック
株式会社 PASHA
株式会社 BWM
株式会社檜守総建
ファイナンシャルアライアンス株式会社
株式会社フェストコーポレーション
株式会社福重企画
株式会社フラクタル・クリエイト
古川直磨公認会計士事務所
プルデンシャル生命保険株式会社
株式会社 FLOW-HIDE
株式会社 Project Agent
ほいみ整骨院
株式会社邦栄不動産
訪問鍼灸マッサージ メディカルリンク
ホームオフィス仙台税理士法人
株式会社ホットハウス
法律事務所ポラリス
株式会社ボルテックス
松本事務機株式会社
嘉肴萬菜○いけ
株式会社丸佐商店
宮城県議会議員
株式会社ミヤックス
有限会社ミリオン商事
名鉄観光サービス株式会社
明治安田生命保険相互会社
メットライフ生命保険株式会社
株式会社モリタミ
守屋木材株式会社
株式会社八重樫工務店
株式会社山一地所
株式会社山電
株式会社ユアーズ・コーポレーション
有限会社ラヴィアンジョワ
弁護士法人リーガルプロフェッション
株式会社 Riche
ワークマンＰｌｕｓ仙台郷六店
株式会社ワールドアイシティ
ワタナベシーリング株式会社

お問い合わせ・お申し込み

公益社団法人 仙台青年会議所
TEL : 022-222-9788
MAIL : oﬃce@sendai-jc.or.jp

仙台青年会議所

https://www.sendai-jc.or.jp

