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皆様、こんにちは。令和３年１１月６日より春日部市長に就任いたしました、岩谷一弘です。
春日部青年会議所の皆様には、日頃より本市の市政運営に対し、多大なるご理解、ご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
かつて、私自身も春日部青年会議所の一員として１３年間、皆様とともに明るい豊かなまちづくりを目指して活動させていただきました。
現在、皆様におかれましては、長く続く新型コロナウイルス感染症の影響により、人と人との交流が減少する中であっても、「みんなのま
ちプロデュース」、「スペースＪｒ. プログラム」など、地域の課題や未来について考える場を設けることや、オンラインを利用した、こども
たちの夢の支援など、あらゆる分野においてご尽力いただいていることに心から敬意を表します。
これからも、青年らしく、失敗を恐れず何事にも果敢にチャレンジしていただきたいと考えております。
春日部市を盛り上げていくためには、会員の皆様のご協力が必要不可欠です。今後も、より一層のご理解、ご協力をお願い申し上げます
とともに、春日部青年会議所の更なるご発展を心より祈念申し上げます。

皆様、こんにちは。杉戸町長の古谷松雄です。
春日部青年会議所の皆様には、日頃より町政運営に対し、多大なるご理解、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
また、創設以来、歴代の理事長をはじめとした役員の皆様、そして、会員の皆様のご努力のもと、幅広く地域社会でご尽
力いただいておりますことに、心より敬意を表する次第でございます。
杉戸町は「みんなで育てるまち 自然とやさしさがあふれるまちへ」の実現を目指し、行政のみならず、町民の皆様や地域、
民間企業など、すべての方々と手を取り合い、一丸となって、まちづくりを推進しているところでございます。
春日部青年会議所の皆様におかれましては、東部地域の更なる発展のため、その若い力と豊かな創造力をもって、引き続
きお力添え下さいますようお願い申し上げるとともに、益々のご発展とご活躍を心より期待しております。
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皆様、こんにちは。宮代町長の新井康之です。
春日部青年会議所の皆様には、日頃より町政運営に格別のご理解、ご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。
貴会議所は、創立以来の長い歩みの間、地域交流事業や次世代育成事業、国際交流事業など、地域に密着した様々な
活動に取り組んでこられました。これは、歴代の理事長、役員をはじめ、多くの会員の皆様のご努力の賜物であり、地域
社会の担い手として、多大な成果をあげておられますことに、心から敬意を表するものでございます。
さて、人口減少や高齢化が進む中、予期せず発生した感染症の影響で、地域にはこれまで以上に、住民や企業、各種
団体がつながりをもって、ともに共感しあい、共助あふれる社会を育てていくことが求められています。是非、今後とも地
域の明るい未来の実現のために力を発揮されることを期待しております。
宮代町では「首都圏でいちばん人が輝く町」を目指し、市民の皆様といっしょにまちづくりを進めてまいりますので、皆様
のさらなるご協力をお願い申し上げるとともに、貴会議所の益々のご発展を心よりご祈念申し上げます。

在籍メンバー業種一覧

こんな方はぜひ！!

公益社団法人春日部青年会議所は多くのメンバーで
構成されています。

子ども達のため

市議会議員、製造業、不動産業、不動産仲介業、不動

産管理業、飲食業、造園業、保険業、家具修理業、小売業、
介護医療、建設業、屋根工事業、神事、解体業、医療福祉、
内装業、探偵業、理美容室、自動車販売業、自動車板
金業、自動車洗車業、塗装業、測量設計、測量業、司

法書士、電気設備業、電気通信工事業、配管工、コン
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険労務士、便利屋業、青果卸業（順不同）

◆一度例会事業を見学して頂くことが原則です。
会

費

◆入会金：10,000円

◆年会費：120,000円

※入会金については入会時のみとなります。

会費は春日部青年会議所が行う公益事業（地域発展事業、青少年育成
事業、国際交流事業）や会員研修等に使わせていただきます。
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公益社団法人 春日部青年会議所

〒344-0062

月・火・木・金 10：00〜14：00
TEL.048-761-0032

公式
HP

事務局

埼玉県春日部市粕壁東1-22-10ナカヤ第二ビル3F
FAX.048-752-6538

http://www.kasukabe-jc.com

今年で 57 年目を迎え、更なる発展に向けて
日々精力的に活動しています。

おすすめ

知りたい

お問い合わせ

入会資格

◆会員資格は20歳から40歳迄です。
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自分の新たな
可能性を

一緒に活動してくれる皆様をお待ちしています。

工事、建材、消毒・害虫駆除・クリーニング、社会保

奉仕 を通して、個人の資質を
向上させるために修練 し、活動を共にする
仲間と友情 を得ることができます。

地域社会への貢献

我々、公益社団法人 春日部青年会議所は、

サルティング業、中古車販売、八百屋、エクステリア

入会要項

信頼できる
生涯の仲間が
ほしい

公益社団法人春日部青年会議所は、春日部市・杉戸町・宮代町とその近隣地域に居住し、
又は勤務する青年によって、愛する郷土の発展と人間性の向上という目的を持って
創立されました。
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入会に関するお問い合わせ

会員拡大委員会

委員長

川鍋 沙織

☎090-7193-7931
kjc@tky.3web.ne.jp

公益社団法人 春日部青年会議所

私が自己成長できたのはこんな時！
榮

寛美

監事

2010 年入会
業種：市議会議員

共に自己成長しよう

入会してからメンバーとまちのために熱

馬場茂明

JAYCEE 育成塾
2014 年入会
業種：医療業

塾長

入会を考えている皆様こん

く語り合ったり、メンバーと互いを高め合っ

にちは。JAYCEE 育 成 塾の

たりととても刺激を受けました。

塾長の馬場茂明です。

同年代の多様なメンバーと活動する中

入会していただいた新入会員の皆さ

で、自分の行動や自身の考え方が変わり

んとつながりを強め、友情を育み、

地域社会や仕事にも活きています。

理事長挨拶

特に「自分の為」が「誰かの為」に考え
方が自然と変化したときに自己成長をとて

も感じられました。

皆様こんにちは。この
きまことにありがとう
する郷土の発展」
２０歳から４０

種 多 様な仲 間が 多く
間と、地 域の未 来を
生かし、自身を高め
議所の魅力であります。
役に立ちたい、新たな仲
得る事のできる仲間との
の成長の糧へとつなげて
まっています。ご入会心よ

私が自己成長できたのは
こんな時！
花村圭祐

私が自己成長できたのはこんな時！

1月

国際交流委員会 委員長

2020 年入会 業種：配管修理業

私は本来口下手で、人と会話をする事
が苦手でしたが、入会して 1 年半の時
間が経過し、話をするのは苦ではなくな
りました。自分の意見をもっと多くの人
に知ってもらいたいと考えるようになり
ました。
いい所は褒めて頂き、悪い所も忌憚の
ない意 見を言って貰えるのでその都
度、自己の成長につながっていると実
感しております。

2月
3月
4月
5月
6月

理事長 小笠原拓也

2017 年入会 業種：建設業

度は入会案内書を手に取り拝見して頂
ございます。春日部青年会議所は「愛
と「人間性の向上」を目的に設立され、
歳までの青年が集い、その時代に即し
た運動を行っております。春日部青年会
議所には、仕事も違えば年齢も違う多
在籍しております。そのような多くの仲
想い共に切磋琢磨しお互いのつながりを
あう事ができるのが私たち春日部青年会
今の自分を変えたい、地域のために何か
間を作りたいと思う方は、ぜひ研鑚から
絆を感じてもらい、生涯の友を作り自ら
参りましょう。JC には様々チャンスが詰
りお待ちしております。

2022年間スケジュール

新春賀詞交流会
京都会議
総会
合同所信伝達式
会員研修
会員研修
古利根川清掃
藤まつりへの協力
国際交流研修会
子どもの未来創造事業
じゃがいも春場所
（ゴルフコンペ）
会員研修
埼玉ブロック久喜大会

7 月 サマーコンファレンス
8 月 国際交流事業
パサディナホームステイプログラム
献血
子どもの未来創造事業
9 月 総会
全国大会大分大会
10 月 会員研修
じゃがいも秋場所
（ゴルフコンペ）
11 月 子どもの未来創造事業
12 月 卒業式
献血
総会

一 生 涯の友になりたいと思いま

す。また、青年会議所の学びには、

生業に役に立つ自己成長の機会があり

ます。私自身もその恩恵を受けた一人

でございます。入会して自分にも、家

族にも会社や社員にも魅力的な自分に

なりましょう。

入会お持ちしています。

私が自己成長できたのはこんな時！
浅井明子

広報渉外委員会 副委員長（広報）

2020 年入会 業種：保険業

入会して早 1 年、新型コロナの影響で対
面の活動が出来ず、例会も zoom 開催が多
かったです。
今まで人前で話をするのが苦手でしたが、こ
こでは 3 分間スピーチ、例会の司会をやらせ
て頂き、貴重な 体験をすることができまし
た。今でもまだ人前では上手く話せないで
すが、少しずつ成長してるのを身に感じてま
す。これからも積極的にいろんなことに参加し、
視野を広げて自分を大きく成長させ、地域のた
めに貢献できたらと考えています。

