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公益社団法⼈⽩河⻘年会議所２０２０年度 

事業報告と御礼 

 

第６２代理事⻑ 片野 仁⼈ 
  
共創～共に創ろう、しらかわの未来～というスローガンを掲げ、２０２０年、公益社

団法人白河青年会議所第６２代理事長という職務を精一杯勤めてまいりました。 
 
本来であれば、私たちが住むしらかわの地にて第５０回目となる福島ブロック大会を行う予定でありました。主管

する立場としては、地域に、参加者に２０２０年だからこそ得られる有意義な時間を過ごしていただくべく、準備を

進めておりました。また、私達自身の運動を発信する最高の機会になる予定でした。 
 
会の内部においては、メンバー一丸となって共に創り上げた大きな実績を得られること。 

理屈ではなく、JC 運動に取り組んで得られる実体験による充実感。一つの担いを自分達の力で成し遂げたという自

信。会にとって有意義なことが数多く得られることを想像しておりました。 
 
しかしながら、突如発生した新型コロナウイルスは、これまでにない状況を生み出しました。誰もがどうすること

が最適であるかわからない事態。２０２０年東京オリンピックの開催延期、そして緊急事態宣言の発令により、思い

描いていたブロック大会の開催を中止することを決断致しました。併せて、当会の事業計画についても大幅に変更す

ることとなりました。 
 
「できることを行う」 
 
私たちは、コロナ禍においても会としてできることを行っていくことを決心しました。緊急事態宣言下においては

WEBを活用した定例会を実施しました。解除後においては対面形式とWEBを交えた定例会を設営することにより、

会員の参加方法の選択肢を増やすことにしました。 
 
９月事業「強く逞しくなろう！～生きるとは挑戦すること～STEP UP CAMP 2020」につきましては、８月中旬に

白河市内において新型コロナウイルスの感染者が発生したことにより、中止の判断を致しました。また、１０月事業

「しらかわ撮って！食べて！探そう！！ウォークラリー」については実施を致しました。どちらの事業においても、

新型コロナウイルスの感染状況に左右される中、会として臨機応変な決断のもと、前へと進めていきました。 
 
会として、一年間で実施できたことは例年より少なかったかもしれません。また、完全に活動を中止するという選

択肢もありました。しかしながら、コロナ禍でもできることを行った実績は、２０２１年、２０２２年の会の運営に

役立てることができるでしょう。また、この会で経験した設営は、自身の社業において WEB を活用した会議や商談

などにも役立てることができると考えます。 
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新たな日常が今後も続くことが予想される現在。 

変化に対応し、前へと歩み続けた経験は、私を含め、会員一同にとって素晴らしい財産となったと信じております。 
 
色々なことがあった２０２０年。この一年も一つの歴史へと変わりました。これからの公益社団法人白河青年会議

所が、どんな状況においても青年らしい発想と行動力をもとに、素晴らしい運動を展開し続けていくことを願い、２

０２０年度事業報告と致します。１年間ありがとうございました。 
 
 

 

直前理事⻑報告 

 
直前理事⻑ 金子 善弥 

 
輝かしいスタートを切った新年会から、誰もが予想だにしなかった「コロナ」という文言に苦しめられた、ある意

味で白河 JC 史上一番悶々とした一年だったかと存じます。そんな中、片野理事長を始めとする理事のメンバー、そ

して委員会メンバーの葛藤は、周りの方々が感じていた以上のモノでありました。我々JC にしかできない事、そし

て with コロナの中で何が一番効果的か、を耐え忍びながら追求し、満を持して地域に実践できた一年だったかと思

います。 
幾度も「決断」と「責任」というワードと長として孤独に闘い、葛藤し続けた片野理事長に心から敬意を表すると

共に、2021 年度も引き続き混沌とするであろう新時代を成井理事長が輝かしい一年としてくれる事を切に祈念しまし

て、直前理事長報告とさせていただきます。一年間本当にお疲れさまでした。 
  

 

副理事⻑事業報告 

 
企画室担当副理事⻑ 成井 匠 

 
企画室では、片野理事⻑スローガン「共創」のもと、市⻑をお招きして市政の⽅針をお聞きした 2 月定例会、7 月

にはコロナ発災から、これからの未来を考えた定例会「これからできることについて考えよう」、10 月にはコロナ禍
に対応したイベントとして「撮って！食べて！探そう！！ウォークラリーin しらかわ」といった事業を展開させてい
ただきました。特に 10 月事業は、本来 7 月に開催される予定であった、第 50 回福島ブロック大会 in ⽩河の全体事
業「⽩河寶市」が 型コロナウイルスの感染拡大の影響により開催中止となり、急遽、コロナ禍にもできる事業を検
討し直し、実施いたしました。 
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できることを考え、率先して行動をした結果、地域を巡り、知らなかった景色や地域の美味しい飲食店の魅力を改
めて発⾒してもらう事業が展開できたとともに、⽩河地域への経済効果ももたらすことができ、地域の⽅々に⽩河⻘
年会議所の存在価値を改めて知ってもらうことができた事業になったと考えます。どのような状態においても、諦め
ず努力する工夫を忘れなければ目的を成し得ること、本当に多くの学びを得た一年でした。一年間全力で、一緒に駆
け抜けてくれた片桐・近藤両副室⻑、２⼈を⽀えたスタッフ委員の皆様、本当にお疲れさまでした。そして多くのメ
ンバーに⽀えられたからこそ各定例会、そして事業が達成できました。関わっていただいた全ての⽅々に感謝申し上
げ事業報告と致します。 
 

財政室担当副理事⻑ 上田 雄介 
 

2020 年度の財政室は財政面からのサポートをはじめ、様々な面から白河青年会議所の土台作りを行いました。 もち

ろん私一人では出来るはずもなく、高橋・池田両室員が利他の精神で支えてくれました。心から感謝いたします。 
 事業に関しては「若竹発行」「若竹編集校正」「みらいく」と様々な青少年育成の事業に  携わらせていただきま

した。特に地域の小中学校との連携が必要な事業が多かったので、私自身も新たな繋がりを得ることができましたし、

白河青年会議所としても有意義な繋がりを持てたのではないかと感じています。  
「 蘭の契り」をスローガンに掲げましたが、金をも断ち切る強固な基盤を築けました。 
そして、蘭にも勝る美しい友情関係を築けました。 
次年度も引き続き財政室をお預かりしますので、さらにパワーアップすることをお約束し、そして一年間の多大なる

ご支援に感謝を申し上げ、事業報告に代えさせていただきます。 
 

しらかわ共創担当副理事⻑ 吉成 茂 
 

2020 年度しらかわ共創担当副理事⻑を務めさせていただきました吉成茂です。 
初めて担当副理事⻑の任を務めさせていただきましたが、本年は判断がとても難しく感じる 1 年でした。正直私が

委員⻑を務めさせていただいた時よりも難しかった年です。出来るかもしれない事業を行っていいのか、行ってはい
けないのか。本年はひとりひとり感じ⽅、考え⽅が違うことがあり、正直正解がわかりませんでした。その判断を北
住委員⻑、委員会メンバーには大変苦労させてしまったと反省する 1 年でした。ただ、この大変な 1 年でしたが、ど
うすればいい事業、例会を行えるかと委員会内で話し合いを重ね web 上や様々な⽅法を考えていくことでメンバーは
成⻑できたのかなと思います。この経験を活かし次につなげることが大切だと思いました。 

 1 年間大変お疲れ様でした。お世話になりました委員会メンバー、JC メンバー、先輩⽅、皆様に感謝を申し上げ
私の事業報告とさせていただきます。 

 
                 会員拡大特別担当副理事⻑ 金子 善弥 

 
3 月定例会がコロナ渦で開催されず、近藤委員長を中心に悔しい思いをしたこの特別委員会の熱い想いが炸裂した

素晴らしい定例会でした。 
 もちろん、初めての試みであったハイブリット参加＋ZOOM 講師スタイルの例会でしたので、至らない部分は

多々あったかとは思いますが、これからの with コロナ時代への先駆けとなる、そしてメンバーにとって未来を感じ

てもらえる機会に出来たと思います。 
 また、一人ひとりの今までの会員拡大への意識が変わり、タイトル通り「他人事を自分事」に変えることが出来
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たかと思います。 
 中心となって設営してくれた近藤委員長と前田裕次郎委員におかれましては、幾度に及んだ打ち合わせと議案書

作成等の準備を大変お疲れ様でした。二人の熱い想いが特別委員会メンバーのリハーサルや当日設営の素晴らしい動

きを引き出し、さらにはメンバーの意識向上に伝わったのだと思います。 
 引き続き、ONE  PLUS  ONE！の精神でこの厳しい情勢を仲間と共に切り開いていきましょう！本当にお疲

れ様でした。今年お世話になったすべての方に感謝し事業報告とさせていただきます。 
 

専務理事報告 
 

専務理事 小磯 祥晃 
 

2020 年度、専務理事を 1 年間務めさせて頂きました。ご協力頂いた全ての皆様に感謝を申し上げます。 
本年は、非常に難しい 1 年となりました。新年を迎えた怒涛の 1 月、2 月を終えた頃に、日本でも新型コロナウィル

スの蔓延が始まり、ニュースの中の対岸の火ではなく、白河青年会議所としても、会議はどうするのか、定例会はど

うするのか、事業は開催してよいのか、会の運営に直面する事態となりました。 
そのコロナ禍の中での青年会議所活動。対内、対外への白河青年会議所としての決断。難しい判断を下さなければな

らない片野理事長の苦渋の想いを、専務理事として傍らで感じ、本当に心を痛めていらっしゃったのを忘れられませ

ん。 
一方で、zoom 等の様々な web ツールを利用した取り組みに活動の活路を見出す機会ともなりました。有賀毅委員長

をはじめとする総務広報委員会の皆様による新たな手法を取り入れた定例会や会議の設えには大いに学ばせて頂き、

今後も続くであろうコロナ禍での青年会議所活動への希望となりました。 
最後に、今年一年の活動を通じて、いたらない自分の為に多くの方にご迷惑をおかけしたこと、まだまだまだまだ未

熟だなと痛感いたしました。役職の重み、決断する勇気、故きを温ねる大切さ、様々な学びや気づき、そして失敗を

反芻し、次年度への力と致します。 
一年間、ありがとうございました。感謝。 

監事報告 
 

監事 十文字 俊之 
 

片野仁人理事長率いる（公社）白河青年会議所は『 共 創 ～共に創ろう、しらかわの未来』のスローガンのもとに

運動を展開してまいりました。本年は新型コロナウイルス感染防止対策の中、片野理事長始め会員個々がオンライン

会議の導入やコロナ渦だから出来る事業を模索し、新しい未来へ繋がる取組を共に始められたのではないでしょうか。 
そして、監事という立場で理事の職務執行を監査させて頂きましたが、どの事業においてもしらかわ地域の発展に

寄与する素晴らしいものであると感じています。これからも 2020 年度の皆様の経験が礎となり、未来へ繋がってい

くことを願いまして監事報告とさせて頂きます。 
一年間お疲れ様でした。そして有難う御座いました。 
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  監事 鈴木 彦 

 
今年度は想像もしていなかった新型コロナウィルスにより会としては当初予定していた通りの活動ができませんで

した。しかしその中でも懸命に考え知恵をだし、できる限りの活動をしてきました。今年度の経験は必ずや今後に繋

がってくるはずです。 
これから先もどのような想定外のことが起こるかわかりませんが白河メンバー一丸となって乗り越えらえることと

思います。 
片野理事長一年間本当にお疲れ様でした。 
 

 

企画室事業報告 

 
企画室副室⻑ 片桐 伸太郎 

本年の企画室は、年当初より福島ブロック大会ｉｎしらかわで行われる全体事業「しらかわ寶市」に向けて走り出
しました。この事業を成功させるべく企画室内で多くの協議を重ねてまいりましたが、 型コロナウイルスの感染拡
大によって福島ブロック大会が中止判断となり「しらかわ寶市」を中止する運びとなりました。しかし、われわれ⻘
年会議所はどんな状況にもあわせて運動を行っていかなくてはなりません。そこで成井室⻑を筆頭に１０月事業「撮
って！食べて！探そう！！ウォークラリーin しらかわ」を企画し実施いたしました。 

この事業では、ＬＩＮＥ＠やＷＥＢ広告を使⽤するなど⽩河⻘年会議所として たな試みをおこないました。 た
な試みゆえに不安もあったのですが、今の状況下や時代にマッチしていたこともあり、多くの参加者や反響をいただ
く事業となりました。ここで行った取り組みは、今後の⽩河⻘年会議所にとって大きな財産となったと思います。 

企画室は、企画室スタッフ会議、企画室会議を設営することも職務としています。 型コロナウイルス感染拡大に
より計画していた事業が行えなくなるなど、例年とは異なることが多く、難しい判断を委ねられる年であったと感じ
ます。そこでリーダーシップを発揮した成井室⻑、常に一歩先を考え、誰より行動していた近藤副室⻑、斬 な意⾒
やアイデアをくれたスタッフの皆さん本当にありがとうございました。出向により参加できない時もありましたが、
皆様のおかけで副室⻑という役を全うできました。なにより、企画室にご協力いただきました、片野理事⻑はじめメ
ンバーのみなさま本当にありがとうございました。この経験を糧とし今後のＪＣ運動に精進して参りたいと思います。 
 

 

 

 

企画室副室⻑ 近藤 有美 

62 年目を迎えた本年は記念すべき第 50 回目のブロック大会が開催される予定で大会の中の寶市の設営準備を企画

室一丸となって、地域の方や参加される方への今までにないインパクトを与えられるような事業をやりたいという強

い想いをもって、多くの協力頂く方との打合せを繰り返ししてきました。しかし、コロナウイルスの影響により、ブ
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ロック大会の実開催が実現することは叶いませんでした。 
今までの準備を振り返ると大変悔しい気持ちでいっぱいでしたが、成井企画室長の柔軟なアイディアから、このコ

ロナ禍だからこそできる 10 月事業「撮って！食べて！探そう！ウォークラリーin 白河」の開催に繋げることができ

ました。 
密にならないよう、各自のスマホで指定アプリを活用しながら、地域の飲食店を利用するきっかけを作り、私たち

の大好きな街の魅力を再発見する機会をつくることができました。 
参加者した市民の皆さん、協力いただいた飲食店さんからも大変好評で嬉しいお言葉をいただき、言葉には言い表

せない達成感に満ち溢れました。 
また、新しい事業の運営方法として有効であることも検証され、新しい事業スタイルの選択肢として今後も改良さ

れ、活かされていければいいなと思います。 
最後に今年 1 年頑張ることができたのはこの企画室のメンバーのお陰です。本当に成井室長、片桐副室長、スタッ

フのみなさん本当にありがとうございました。 
 

しらかわ共創委員会事業報告 
しらかわ共創委員会委員⻑ 北住 平 

 

「勇往邁進 ひるまず、ためらわず、自分らしく」をスローガンに、2020年度しらかわ共創委員会委員長として1年

間務めさせて頂きました。まず初めに、ご協力頂きました全ての皆様に感謝申し上げます。 

 当委員会は、ひとづくり委員会として、一昨年、昨年と継続して行ってきた「つよたくキャンプ」を与えられた職

務のメインとして、年当初より、サポート補助金の申請、事業プログラムについて話し合い、準備を進めて参りまし

た。 

 4月に開催を予定していた4月定例会（観桜会）は、本年、7月にブロック大会会員大会がしらかわの地で開催され

る予定であった為、OB である佐藤幸彦先輩をお招きし、過去に白河 JC が行ったブロック大会について、当時のお話

聞くことで、開催に向けて自分たちの士気を高めることを目的としていましたが、世界的に流行しているコロナウイ

ルス感染者拡大に伴う情勢を考慮し、中止の判断としました。 

 6 月には、（一社）はまのね 代表理事 亀山 貴一氏による講演動画を Zoom アプリを使って web 上で開催しまし

た。地域の魅力を発信する方法や地域にもたらすサイクルを学び、活動エリアである「しらかわ」をどのようにして、

魅力を向上させるか？持続可能な集落を作る為にはどのようなことを行っていかなければならないのか？我々JC が、

今後どのようなことが出来るかを考える機会となった定例会となりました。 

 9月には強く逞しくなろう！～生きるとは挑戦すること～STEP UP CAMP2020を計画しました。コロナ対策をした上

で、理事長所信から、「挑戦」というキーワードを元に様々なことにチャレンジをするプログラムとしました。しかし

ながら、しらかわ地域にて、数名のコロナウイルス感染者が発生してしまい、臨時理事会を行った結果、中止の判断

としました。 

 11月には、新人研修セミナーを開催し、JCの基礎知識や3分間スピーチの練習、アジェンダシステムについての操

作方法を学び、OB講演として櫻岡敏之先輩による、2012年度JC活動を通じて得たもの、感じたことを熱く語って頂

き、今後のJC活動を更に活発にしてくれる内容となりました。 

 12月には、「2020年度忘年会～望年会～」と称して、忘年会を開催しました。本年に限っては、コロナ禍というこ

ともあり、感染対策を万全にとった上で、高橋副委員長を中心にプログラム、シナリオ構成、鳴島委員による動画で

の演出、スクリーンを使ったVRゴルフなど、委員会一丸となって、準備をして参りました。開催に関して、賛否両論



9 
 

ではありますが、こういう時だからこそ行って、皆で、来年度に向けた望みを持てるそんな望年会だったと感じます。 

 最後に、今年度は諸先輩方や三役、理事、委員会メンバーなど様々なところで迷惑をかけてしまいました。それと

同時に、委員会メンバーひとり一人に助けられ、学びの多い、一年でした。この得た学び、経験を今後のJC活動に活

かし、成長できるよう邁進してまいります。一年間、本当にありがとうございました。 

総務広報委員会事業報告 
 

総務広報委員会委員⻑ 有賀 毅 
 

2020 年は「おもしろきこともなき世をおもしろく〜すみなすものは⼼なりけり〜」をスローガンに 1 年間総務広報
委員会委員⻑として活動させていただきました。これは理事⻑所信にもあります「JC の活動を作業ではなく血の通っ
た営みに」という想いから定めさせていただいたスローガンです。 
 今年の総務広報委員会は ⼈メンバーが多いこともあり、特に対内的な活動に対しては全てにおいて「なぜ」を問
うて来たつもりです。同じメンバーからすれば煩わしい存在になっていたかもしれません。JC 歴の⻑いメンバーなら
なおさら、わざわざ言葉にしなくてもわかっていることをしつこく投げかける姿は面倒であったかもしれません。そ
れでもただ漫然と JC 活動を行うのではなく、地域に良い影響を与えるため、⾃分⾃⾝の成⻑に繋げるため、仲間と
の絆を深めるため等々、目的を明確に活動を行う団体が⽩河⻘年会議所であると伝えることを目標に 1 年間ただただ
走り続けました。 
 これがどれだけ周りの⼈々に響いたかはわかりません。私のやり⽅が正しかったかもわかりません。それでも間違
いないことは 1 年間こんな私に文句の 1 つも言わずについてきてくれた池田尚弘副委員⻑をはじめとする委員会メン
バーがいたことです。この絆も⻘年会議所活動の賜物であると信じていますので、この絆を更に後輩に伝えていける
ような血の通った活動を今後も続けて行きます。 
 最後になりますが、2 度目の委員⻑の機会を与えてくれた片野理事⻑、面倒な会議に付き合ってくれた理事をはじ
めとするメンバーの皆、そして繰り返しになりますが池田副委員⻑をはじめとする委員会メンバーに感謝を申し上げ、
私からの事業報告と代えさせていただきます。 

 

会員拡大特別委員会事業報告 
 

会員拡大特別委員会 吉成 茂 
 

本年の会員拡大お疲れ様でした。私が委員⻑の時から率先して会員拡大には私なりに力を出している委員会ですが。
本年一番に感じたところは JC メンバーひとりひとりの意識統一が重要だと感じた 1 年でした。その中でも近藤委員

⻑、前田委員はメンバーへの意識統一に素晴らしく活動されてたと感じました。会員拡大はこれから先も⽩河⻘年会
議所が素晴らしい団体であり続けるために重要な活動です。次年度以降も会員拡大活動に気合を入れいきたいと思い

ます。お疲れ様でした。 

 

会員拡大特別委員会 近藤有美 
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この 1 年会員拡大での活動を振り返ると本当にあっという間でした。はじめて、会員拡大という委員会に携わるこ
ととなり、不安でいっぱいでした。 
拡大ってどうやるの？どういうことをするの？からのスタートでした。年 2 回の定例会を担当することとなり、3 月
定例会は、コロナウイルスの感染拡大により中止となり、開催に向けての準備をしてきたため、とても悔しい想いを
しました。9 月定例会では日本 JC の拡大委員⻑を講師としてお招きし、前田裕次郎君をはじめとする委員会メンバー
のひとりひとりの高いスキルやアイディアのお陰で最高の会員拡大特別委員会の定例会を開催することができました。 

拡大という壁と向き合う 1 年となりましたが、入会してもらうことの難しさをひしひしと感じました。我々の振る
舞いや活動の積み重ねの大切さ、相手がどんな言葉を必要としているのか、どんな後押しが必要なのか、なにより「他
⼈事は⾃分事」である大切さを学びました。 

本当に微力ではございますが仕組みや拡大への意識づけのきっかけを少しでも作ることができて、来年の会員拡大
委員会の皆さんの役に立てればと願います。 
また、金子担当をはじめとする三役、理事、メンバーの皆様のお陰で 1 年間で 7 名の入会へ繋がることができました。
この 1 年間は試練の連続ではありましたが、結果思い描いた定例会が成功し、多くの⽅とともに拡大活動を共有でき
たことは、私の大きな大きな糧となりました。悔し涙や嬉し涙の分、成⻑することができたと思います。 
最後に辛い時に手を差し伸べてくれた皆さんにも⼼より感謝申し上げます。 

公益社団法⼈日本⻘年会議所出向報告 
 

ロールモデル推進委員会 
委員 金子 善弥 

 
昨年度の同期理事長経験者の繋がりで、出向させていただいた日本 JC の機会でしたが、コロナ問題も重なり、中々

力になれませんでしたが、この委員会のメイン事業である褒賞事業に白河 JC 全体事業をノミネートさせる事が出来

ました。お忙しい中、協力して下さった成井企画室長と近藤有美副室長に深く御礼申し上げます。今後ともこれから

の出向の経験や人脈を、無理がない範囲で少しでもメンバーに還元出来れば、と思います。 
 
 

渉外委員会  
小幹事 鈴木 恒平 

 
2020 年度は渉外委員会に出向し、会頭補佐として活動させていただきました。出向先の委員会は例年とは違い、事

業実施や概念の推進といった運動を展開する委員会ではなく、補佐という黒子の立場での活動あり、地域貢献や達成

感といったものとは縁遠い委員会でした。 
一方では運動に係われない代わりに、補佐の立場でありますが様々なロムや委員会、青年会議所の協力者にお会い

する機会があり、様々な課題や考え方に気付くことができました。このような機会は、卒業までに恐らくない 2 度は

無いと思います。 
2021 年は白河青年会議所で総務委員会として動くこととなります。2020 年度の経験も委員会活動を通し、白河青

年会議所に還元できるように、それが白河青年会議所の地域貢献の繋がるように活動していきます。 
最後になりますが、このような機会いただきましてありがとうございました。 
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東北地区協議会出向報告 
    

                    東北ゼミナール委員会 
委員 吉成 茂 

 
入会以来はじめて東北地区へ出向させていただきました。 

東北各地より精鋭たちが集い切磋琢磨しあい、近い将来に各 LOM を背負って立つであろう仲間と出会えたことが一

番の収穫であり財産です。 

コロナ渦ということもあり、思うように参加することは叶いませんでしたが、学び・刺激・出会いと改めて出向の

醍醐味を味わうことが出来ましたので、今後は若手メンバーにもその良さを知っていただけるよう出向の後押しをし

ていきたいと思います。ありがとうございました。 

 
 

東北⻘年フォーラム運営委員会 
委員 金澤 史典 

 
今回は私⾃⾝初めての東北地区への出向をさせていただきました。本格的な活動が始まった３月、コロナが流行り

はじめ、委員会の活動が ZOOM 委員会へと変わっていきました。 
はじめは参加させていただいてましたが、やはり ZOOM での委員会という事もあり、足が遠のいてしまいました。

東北⻘年フォーラムの主管委員会でしたが、中止を余儀なくされました。貴重な機会をいただきましたが、私⾃⾝が
参加できなくとても残念に思っております。 

２０２１年はこのコロナ禍の中での しい生活様式に伴うような委員会活動、事業の構築を期待し、出向報告とさ
せていただきます。 

福島ブロック協議会出向報告 
 

アカデミー委員会 
委員 添田 拓⼈ 

 
2020 年度、アカデミー委員会、委員として出向させていただきまして、片野理事⻑をはじめとする⽩河⻘年会議所

のメンバーの皆様ありがとうございました。 
今年はコロナの影響もあり、zoom などでの会議がメインとなりましたが、LOM では学べない事や、JC の組織を

より深く学べるきっかけを作ることができました。 
この経験を生かし、今のコロナ化の中で⾃分や⽩河⻘年会議所で何ができるかを考え、よりよい⽩河市を作ってい

きたいと思っています。 
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ブロック大会実行委員会 
委員⻑ 片桐 伸太郎 

 
本来であれば、福島ブロック協議会最大の運動の発信の場である記念すべき第５０回福島ブロック大会ｉｎしらか

わが完全な形で開催されておりました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、縮小して開催

することを余儀なくされました。年当初より４つの益である地域益、主催者益、主管者益、参加者益を最優先に考え、

福島ブロック協議会と白河青年会議所、そしてブロック大会実行委員会で多くの協議を重ねてまいりました。縮小し

た形での開催は、ブロック大会に関わる全ての方がとても悔しい思いをしました。 

しかしながら、縮小した形でも開催できるとモチベーションを高め、委員会が一丸となりどう進めていけばよいの

か、新型コロナウイルス感染の対策を徹底し、どのように開催することが最も効果的なのか、時間が少ないなか多く

の意見をぶつけ合いました。そうしたことによって、福島ブロック協議会初の記念式典をＷＥＢ公開するという判断

させていただきました。メリット・デメリットはありましたが、視聴期間を１か月設けることにより、例年以上に多

くの会員へ運動の発信をする場となりました。こうした取り組みは今後の福島ブロック大会にとって新たな可能性を

もたらしたと考えています。 

そして、本年のブロック大会実行委員会は年当初よりＳＤＧｓの推進という職務をいただきました。２月には県内

１９ＬＯＭのご協力のもと、県内の青年会議所が一体となりＳＤＧｓを推し進めるべく調印式を開催させていただき

ました。ＳＤＧｓ推進事業に関しては５００社を目標としておりました。結果は１５３社と目標数に遠く及ばない数

字となってしまいましたが、県内多くの企業や団体、行政にご協力いただきました。本年パートナーとなった企業等

は今後の福島ブロック協議会にとってかけがえのないものとなると考えています。 

本年、福島ブロック協議会から例年とは異なり多くの事業という機会を提供していただきました。ブロック大会実

行委員会としても多くのアクシデントがありましたが、そんなときに励まされ続けたのは、なによりも白河青年会議

所のメンバー皆さんの存在です。苦しいことがあってもメンバーのみなさんがいたおかげで何度も立ち上がり、委員

長としての１年を全うすることができました。委員長という大役で出向させていただき改めて白河青年会議所のすば

らしさ、仲間の大切さを実感しました。白河青年会議所を誇りに思います。 

今後、このような機会を提供していただいた片野理事長はじめメンバーの皆様に恩返しして参りたいと思います。 

白河青年会議所メンバーの皆さん、そして温かい励ましの言葉をくれた敬愛する先輩方、この１年間支え関わって

くださった皆様に心より厚く御礼申し上げ、出向者報告とさせていただきます。本当にありがとうございました。 

 
 
 

ブロック大会実行委員会 
委員 鳴島 慎介 

 
2020 年度ブロック大会実行委員会委員として出向させて頂きました。 
福島ブロック大会ｉｎしらかわも社会情勢により縮小する形となり大変惜しいですが、その中でも新たな取り組み、

新たな発見と今年だからこその経験を味わうことができてとても感謝しております。 
今年度の経験はこの先の事業、そして未来への糧となる貴重なものだと痛感しております。この経験を無駄にする

事なく次年度へ最大限生かしていこうと思います。 
機会を提供して頂いた白河青年会議所理事長をはじめとするメンバーの皆様には御礼申し上げます。 

ありがとうございました。 
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ふくしまの未来創造委員会 
委員 鈴木 彦 

 
現役最後の年にふくしまの未来創造委員会に出向させていただきました。当初は様々な活動が予定されていました

がコロナ禍により大幅な変更を余儀なくされました。委員長はさぞ悔しかったこと思います。 
そのような状況でも委員長はじめメンバーは諦めることなく一年間懸命に活動をしてきました。 
佐藤委員長一年間お疲れ様でした。 
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1.総会 
総会名 月 日 場 所 議事内容 

1月定時総会 1月24日 白河JC会館 

第1号議案 公益社団法人白河青年会議所2019年度事業報告承認の件 

第 2 号議案公益社団法人白河青年会議所 2019 年度収支決算承認の件及び監査報告  

第3号議案公益社団法人白河青年会議所2020年度事業方針（案）承認の件 

第4号議案 公益社団法人白河青年会議所 2020年度収支修正予算（案）承認の件 

 

8月定時総会 8月25日 白河JC会館 

第1号議案 公益社団法人白河青年会議所2020年度事業計画変更（案）承認の件 

第2号議案 公益社団法人白河青年会議所2020年度収支補正予算（案）承認の件 

第3号議案 公益社団法人白河青年会議所2021年度理事 有賀一裕君 選任の件 

第4号議案 公益社団法人白河青年会議所2021年度理事 有賀毅君 選任の件 

第5号議案 公益社団法人白河青年会議所2021年度理事 上田雄介君 選任の件 

第6号議案 公益社団法人白河青年会議所2021年度理事 片野仁人君 選任の件 

第7号議案 公益社団法人白河青年会議所2021年度理事 金子善弥君 選任の件 

第8号議案 公益社団法人白河青年会議所2021年度理事 北住平君 選任の件 

第9号議案 公益社団法人白河青年会議所2021年度理事 小磯祥晃君 選任の件 

第 10 号議案 公益社団法人白河青年会議所 2021 年度理事 近藤有美君 選任の件 

第 11 号議案 公益社団法人白河青年会議所 2021 年度理事 鈴木恒平君 選任の件 

第 12 号議案 公益社団法人白河青年会議所 2021 年度理事 高橋和弘君 選任の件 

第13号議案 公益社団法人白河青年会議所2021年度理事 成井匠君 選任の件 

第14号議案 公益社団法人白河青年会議所2021年度理事 吉成茂君 選任の件 

第 15 号議案 公益社団法人白河青年会議所 2021 年度監事 十文字俊之君 選任の件 

第 16 号議案 公益社団法人白河青年会議所 2021 年度監事 前田裕次郎君 選任の件 

 

12月定時総会 12月 5日 白河JC会館 

第1号議案公益社団法人白河青年会議所2021年度事業計画（案）承認の件 

第2号議案公益社団法人白河青年会議所2021年度収支予算（案）承認の件 

第 3 号議案公益社団法人白河青年会議所 2020 年度理事片野仁人君解任（案）承認の件  
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2.理事会 
回 月日 場 所 議事内容 

1 2020/1/7 白河JC会館 

(1)2019年度12月定時総会報告議案について 【専務理事】 

(2)2019年度卒業式補正予算について     【専務理事】 

(3)2019年度 卒業式報告議案について    【専務理事】  

(4)2019年度 忘年会報告議案について         【専務理事】 

(5)第 69集「若竹」編集・構成事業補正予算について 【財政室】 

(6)第 69集「若竹」編集・構成事業報告議案について 【財政室】 

(7)2019年度 みらいく事業報告議案について    【財政室】 

(8)１月定時総会について             【総務広報委員会】 

(9)新年会について                   【総務広報委員会】 

(10)優秀作品集｢第69集若竹｣発行事業について   【財政室】 

(11)みらいく事業について                  【財政室】 

(12)公開討論会について            【財政室】 

(13)2019年度 決算について           【専務理事】 

(14)2020年度 収支修正予算について       【専務理事】 

(15)7月事業定例会「しらかわ寶市」について  【企画室】 

2 2020/2/6 白河JC会館 

(1)2020年度 ２月定例会について  【企画室】 

(2)2020年度 ３月定例会について  【会員拡大特別委員会】 

(3)2020年度 ７月事業定例会「しらかわ寶市」   【企画室】 

(4)名義後援依頼 白河市倫理法人会 講演会について【専務理事】 

(5)名義後援依頼 第１８回関山山開きについて   【専務理事】 

3 2020/3/5 白河JC会館 

(1)２０２０年度 新年会報告議案について   【総務広報委員会】 

(2)２月定例会報告議案について       【企画室】 

(3)４月定例会「観桜会」について      【しらかわ共創委員会】 

(4)７月全体事業（一部審議）について    【企画室】 

(5)COVID-19流行に伴う３月定例会の実施可否について 【専務理事】 

(6)新入会員入会について              【専務理事】 

4 2020/4/6 白河JC会館 

(1)優秀作品集「第69集 若竹」発行事業 補正予算について【財政室】 
(2)優秀作品集「第69集 若竹」発行事業 事業報告について【財政室】 
(3)2020年度 １０年後に届くハガキ発送事業について【総務広報委員会】 
(4)４月定例会「観桜会」開催について 
(5)2020年度 ７月事業定例会「しらかわ寶市」開催について 

5 2020/5/11 白河JC会館 

(1)２０２０年度３月定例会 報告について   【会員拡大特別委員会】 

(2)２０２０年度４月定例会 報告について  【しらかわ共創委員会】 

(3)２０２０年度５月定例会について     【総務広報委員会】 

(4)２０２０年度６月定例会について     【しらかわ共創委員会】 

6 2020/6/5 白河JC会館 
(1)2020年度１０年後に届くハガキ発送事業報告について【総務広報委員会】 

(2)5月定例会 報告について           【総務広報委員会】 
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(3)7月事業「しらかわ寶市」報告について        【企画室】  

(4)2020年度役員資格審議委員会設置（案）承認の件【役員資格審議委員会】 

7 2020/7/7 白河JC会館 

(1)6月定例会報告について       【しらかわ共創委員会】  

(2)7月定例会について         【企画室】 

(3)9月事業について          【しらかわ共創委員会】  

(4)カルチャーネットワーク事業名義後援依頼について 【専務理事】 

8 2020/8/6 白河JC会館 

(1)7月定例会事業報告について         【企画室】 

(2)10月事業について             【企画室】 

(3)資格審議委員会一部報告について      【資格審議委員会】 

(4)2020年度 事業計画変更（案）について   【専務理事】 

(5)2020年度 収支補正予算（案）について   【専務理事】 

(6)2020年度定時総会修正議案について    【総務広報委員会】 

(7)第 66回白河市発明展後援依頼について   【専務理事】 

9 2020/9/7 白河JC会館 

(1)優秀作品集第70集「若竹」編集・校正事業について  【財政室】 

(2)9月定例会について           【会員拡大特別委員会】 

(3)10月事業 について                 【企画室】 

(4)白河まちなか音楽３DAYｓ2020後援依頼について    【専務理事】 

(5)第 26回中山義秀文学賞公開選考会後援依頼について  【専務理事】 

10 2020/10/6 白河JC会館 
(1)9月事業報告について     【しらかわ共創委員会】 

(2)9月定例会事業報告について  【会員拡大特別委員会】 

11 2020/11/9 白河JC会館 

(1)10月事業補正予算について        【企画室】 

(2)10月事業報告について          【企画室】 

(3)１１月定例会について          【総務広報委員会】 

(4)新人セミナーについて          【しらかわ共創委員会】 

(5)２０２０年度総会修正議案について    【総務広報委員会】 

(6)卒業式について             【総務広報委員会】 

(7)忘年会について             【しらかわ共創委員会】 

(8)2021年度 事業計画について 

(9)2021年度 収支予算について 

12 2020/12/3 白河JC会館 

(1)みらいく事業報告について   【財政室】 
(2)公開討論会事業報告について  【財政室】 

(3)１１月定例会報告について   【総務広報員会】 

(4)2021年度新年式典並びに新年会一部審議について 【2021年度担当者】 

(5)2021年度 組織図（案）について      【2021年度理事長予定者】 

(6)2021年度 年間スケジュール（案）について 【2021年度理事長予定者】 

(7)2020年度事業報告並びに決算報告の次年度役員一任について【専務理事】 

(8)新入会員について 

(9)名義後援依頼について 

臨時 2020/3/23 白河JC会館 
(1)コロナウイルスの情勢を踏まえた弊会の行動方針について 【専務理事】 

(2)4月定例会の実施可否について             【専務理事】 
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3.定例会 
例会 月日 場 所 内容 

2月定例会 

(企画室) 
2月 19日 白河JC会館 

2月定例会「2020年のしらかわ地域の展望について学ぶ」  

講師例会 講師 白河市市長 鈴木 和夫氏 

3月定例会 

（会員拡大特別委員会） 
－ － 

3月定例会「次世代人材交流会～力の結集～」 

（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止） 

4月定例会 

(しらかわ共創委員会) 
－ － 観桜会 （新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止） 

5月定例会 

(総務広報委員会) 
5月 18日 Web 

5月定例会「Web会議ってなんなのさ？」  

勉強会 

6月定例会 

(しらかわ共創委員会) 
6月 18日 Web 

6月定例会～やる気スイッチ、オン～ 

講師例会 講師 一般社団法人 はまのね  

代表理事 亀山 貴一氏 

7月定例会 

(企画室) 
7月 20日 白河JC会館 

7月定例会「これからできることについて考えよう」 

講師例会 講師 株式会社アウレ 遠藤 孝行氏 

講師 ヘルベチカデザイン株式会社 佐藤 哲也氏 

9月定例会 

（会員拡大特別委員会） 
9月 18日 白河JC会館 

9月定例会「会員拡大は意識変革、他人ごとを自分ごとへ」 

講師例会 講師 公益社団法人日本青年会議所 

組織拡大戦略会議 議長 曽根 友基君 

11月定例会 

(総務広報委員会) 
11月 18日 白河JC会館 

11月定例会  

次年度定例会 
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4.会議・行事 
 

月日 行 事 内 容 場  所 
1月 

1月 4日 成功祈願 南湖神社 

〃 第1回三役会 白河JC会館 

1月 5日 (公社)会津青年会議所新年会 会津若松ワシントンホテル 

1月 6日 令和2年新春市民交歓会 鹿島ガーデンヴィラ 

1月 7日 第 1回理事会 白河JC会館 

1月 10日 一般社団法人桑名青年会議所新年会 桑名市 

1月 12日 白河市成人式 白河文化交流館コミネス 

1月 14日 第 3回企画室スタッフ会議 白河JC会館 

1月 15日 商工会議所女性部新年会 鹿島ガーデンヴィラ 

1月 16日 京都会議 国立京都国際会館 

1月 17日 京都会議 国立京都国際会館 

1月 18日 京都会議 国立京都国際会館 

1月 19日 京都会議 国立京都国際会館 

1月 21日 公益社団法人行田青年会議所新年会 行田市商工センター 

1月 22日 矢吹ロータリークラブ新年会例会 ホテルニュー日活 

〃 公益社団法人だて青年会議所新年会 セレビア スカイパレス（伊達市） 

〃 第 3回企画室会議 白河JC会館 

1月 23日 １月定時総会 白河JC会館 

〃 公益社団法人二本松青年会議所新年会 二本松 ウェディングパレスかねすい 

〃 白河商工会議所青年部新年会  東京第一ホテル 

1月 27日 公益社団法人郡山青年会議所新年会 郡山市 ビューホテル 

1月 28日 第 1回財政審査会議 白河JC会館 

1月 29日 一般社団法人会津坂下青年会議所新年会  会津坂下町 わたや 

1月 31日 新年会 東京第一ホテル新白河 

2月 

2月 1日 第 1回会員会議所会議 伊達福祉センター 

〃 第50回福島ブロック大会主催主管締結式 伊達福祉センター 

2月 2日 2020年度福島ブロック協議会「新春の集い」 伊達市 

2月 3日 第 2回三役会 白河JC会館 

2月 4日 一般社団法人いわき石川青年会議所新年会 母 温泉八幡屋 

〃 みらいく事業 白河第二小学校 

2月 6日 第 2回理事会  白河JC会館 

2月 8日 ゼミナール開講式  仙台 秋保温泉 
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2月 10日 一般社団法人田村青年会議所新年会  田村市 辰己屋 

2月 11日 白河ユネスコ協会 令和元年度だるま市街頭募金  中央公民館入口 

2月 12日 第 4回企画室スタッフ会議 白河JC会館 

2月 16日 一般社団法人原町青年会議所新年会  ニューさいとう 

２月19日 2月定例会 「2020の白河地域の展望について」 白河JC会館 

2月 21日 JCI金沢会議2020 金沢市北國新聞赤羽ホール 

2月 22日 JCI金沢会議2020 金沢市北國新聞赤羽ホール 

〃 第4回企画室会議  白河JC会館 

2月 23日 JCI金沢会議2020 金沢市北國新聞赤羽ホール 

〃 表郷ボランティア交流フェス  表郷公民館 

2月 24日 第 2回 県南エリア理事長連絡会議  郡山青年会議所事務局 

2月 25日 白河経済懇談会 新春講演会及び懇親会  鹿島ガーデンヴィラ 

〃 2020年度白河ＪＣじゃがいもクラブ役員会  梅寿 

 第 2回財政審査会議 白河JC会館 

 福島県青年団体連絡協議会 第11回特別交流会 郡山ビューホテルアネックス 

2月 28日 白河JCシニアクラブ総会・懇親会 東京第一ホテル新白河 

3月 

3月 2日 第 3回三役会 白河JC会館 

3月 4日 第 2回会員会議所会議 いわき市 

3月 5日 第 3回理事会 白河JC会館 

3月 12日 第 5回企画室スタッフ会議 白河JC会館 

3月 23日 第 1回臨時理事会 白河JC会館 

〃 第5回企画室会議  白河JC会館 

3月 26日 第 3回財政審査会議 白河JC会館 

3月 29日 第 18回 関山山開き  関山 

4月 

4月 1日 第 4回三役会 白河JC会館 

4月 6日 第 4回理事会  白河JC会館 

4月 8日 第 3回会員会議所会議 須賀川市 

4月 13日 第 6回企画室スタッフ会議 Web 

4月 22日 第６回企画室会議 Web 

4月 27日 第 4回財政審査会議 白河JC会館 

5月 

5月 7日 第 5回三役会 白河JC会館 

5月 11日 第 5回理事会 白河JC会館 

5月 12日 第 7回企画室スタッフ会議 Web 

5月 13日 第 4回会員会議所会議 郡山市 

5月 18日 5月定例会 「Web会議ってなんなのさ？」 Web 

5月 22日 第 7回企画室会議 Web 



20 
 

5月 26日 第 5回財政審査会議 白河JC会館 

6月 

6月 1日 第 6回三役会 白河JC会館 

6月 3日 第 5回会員会議所会議 福島市 

6月 5日 第 6回理事会 白河JC会館 

〃 第2回臨時企画室会議 Web 

6月 11日 ASPAC Web 

6月 12日 ASPAC Web 

〃 第 8回企画室スタッフ会議 Web 

6月 13日 ASPAC Web 

6月 14日 ASPAC Web 

6月 18日 6月定例会 ～やる気スイッチ、オン～ Web 

6月 22日 第 8回企画室会議  Web 

6月 26日 第 6回財政審査会議 白河JC会館 

7月 

7月 1日 第 7回三役会 白河JC会館 

7月 4日 ブロック大会ｉｎ白河 Web 

〃 第 6回会員会議所会議 Web 

7月 7日 第 7回理事会 白河JC会館 

7月 12日 第 9回スタッフ会議 白河JC会館 

7月 20日 ７月定例会 「これからできることについて考えよう」 白河JC会館 

7月 22日 第 9回企画室会議 白河JC会館 

7月 26日 じゃがいもクラブ会長杯 グリーンアカデミーカントリークラブ 

7月 28日 第 7回財政審査会議 白河JC会館 

7月 31日 第 8回三役会 白河JC会館 

〃 第1回三役候補者会議 白河JC会館 

8月 

8月 6日 第 8回理事会 白河JC会館 

8月 12日 第 10回企画室スタッフ会議 白河JC会館 

8月 18日 方針会議 Web 

8月 21日 第 10回企画室会議 白河JC会館 

8月 25日 8月定時総会 白河JC会館（Web） 

8月 26日 第 8回財政審査会議 白河JC会館 

8月 29日 東北青年フォーラム Web（YouTube） 

9月 

9月 1日 第 9回三役会 白河JC会館 

〃 第2回三役候補者会議 白河JC会館 

9月 2日 第 7回会員会議所会議 喜多方市（Web） 

9月 7日 第 9回理事会 白河JC会館 
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〃 第1回役員候補者会議 白河JC会館 

9月 10日 第 11回企画室スタッフ会議 白河JC会館 

9月 18日 9月定例会「会員拡大は意識変革、他人ごとを自分ごとへ」  白河JC会館（Web） 

9月 23日 第 11回企画室会議 白河JC会館 

9月 25日 第 8回県南エリア会議 井筒屋 

９月26日 全国大会 札幌（Web）  

9月 28日 第 9回財政審査会議 白河JC会館 

10月 

10月 1日 第 10回三役会 白河JC会館 

〃 第3回三役候補者会議 白河JC会館 

10月 5日 第 10回理事会 白河JC会館 

〃 第2回役員候補者会議 白河JC会館 

10月 10日 「しらかわ撮って！食べて！探そう！！ウォークラリー」 白河市各所 

10月 13日 第 12回企画室スタッフ会議 白河JC会館 

10月 23日 第 12回企画室会議 白河JC会館 

10月 26日 第 10回財政審査会議 白河JC会館 

10月 29日 第 1回臨時企画室会議 白河JC会館 

11月 

11月 3日 JCI世界会議 横浜＋web 

11月 4日 第 11回三役会 白河JC会館 

〃 第4回三役候補者会議 白河JC会館 

〃 JCI世界会議 横浜＋web 

11月 5日 JCI世界会議 横浜＋web 

11月 6日 JCI世界会議 横浜＋web 

11月 7日 JCI世界会議 横浜＋web 

11月 9日 第 11回理事会 白河JC会館 

〃 第3回役員候補者会議 白河JC会館 

11月 12日 第 1回企画室スタッフ会議 白河JC会館 

11月 15日 じゃがいもクラブ理事長杯・卒業生追い出しコンペ 白河国際カントリークラブ 

11月 17日 2021年県南エリア会議 白河JC会館 

11月 18日 11月定例会  白河JC会館（Web） 

11月 22日 2021年会員会議所会議 パルセいいざか 

〃 2020年会員会議所会議 パルセいいざか 

〃 福島ブロック大会inしらかわ 大会旗伝達式 パルセいいざか 

〃 アカデミー閉校式 パルセいいざか 

〃 ブロック卒業式 パルセいいざか 

11月 27日 第 12回三役会 白河JC会館 

〃 第5回三役候補者会議 白河JC会館 

11月 26日 第 11回財政審査会議 白河JC会館 
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11月 28日 新人研修セミナー 白河JC会館 

11月 30日 街頭献血キャンペーン 白河市立図書館前 

12月 

12月 3日 第 12回理事会 白河JC会館 

〃 第4回役員候補者会議 白河JC会館 

12月 5日 １２月定時総会 白河JC会館 

〃 卒業式 ハウス・オブ・ベルヴィ白河 

〃 望年会 ハウス・オブ・ベルヴィ白河 

12月 12日 第 2回企画室スタッフ会議 白河JC会館 

12月 23日 第 2回企画室会議 白河JC会館 

12月 28日 第 12回財政審査会議 白河JC会館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


