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一般社団法人愛知中央青年会議所  ２０１４年度



愛ちゅうかわら版
平素は一般社団法人愛知中央青年会
議所に対して格別のご高配を賜り、厚
く御礼申し上げます。 
我々は日進市、みよし市、長久手市、
東郷町を活動地域とする２０～４０歳
までの様々な業種の青年経済人が集う
市民団体であります。 
青年会議所は全国６９６の地域に存在
し、日々まちづくり、ひとづくりの活
動を通じて、地域の活性化、地域のリー
ダーを育てる活動を展開しております 
本年度は「真価～次世代へのソリュー
ション～」をスローガンに掲げ、愛知
中央青年会議所の存在意義とは何か。今、地域に何が必要で、地
域に求められているか。それらを徹底的に追求し、解決へと導く
ための事業や活動を行って参りました。そして、３３年間の歴史
と伝統を確かに受け継ぎ、青年会議所を未来永劫、進化、発展し
続ける礎を築き上げる運動を行って参りました。 
今後も地域から信頼される組織を目指し、地域に根ざした公益
性の高い事業を更に展開すると共に、どんな課題や困難が待ち構
えようとも、地域の「明るい豊かな社会」の実現のために、メン
バーのココロをひとつにして、希望あふれる輝かしい未来に向かっ
て邁進して参ります。

２０１４年度 理事長 

八田健一

第１３回にっしん夢まつりが開催されました！！
今年のテーマは『輪』（わ） 
今年もにっしん夢まつりが開催され
ました。過去最高の来場者数となり
約１３万人もの人で賑わいました。
私達愛知中央青年会議所も、にっし
ん夢花火実行委員会に参画させて頂
き５年目になりました。主に点火式
を担当させて頂き、市制２０周年を
祝う点火式も無事成功利に終える事
が出来ました！来年度以降も今年以
上の盛り上がりになるよう精一杯、
地元の方々と連携しながら頑張って
まいります 
日時：平成２６年９月１４日（日）	 
場所：日進市役所駐車場 
主催：日進市商工会・にっしん夢花
火実行委員会 
後援：ＪＡあいち尾東日進事業本
部・中日新聞社・ 
一般社団法人愛知中央青年会議所

ながくて冬まつり、準備進行中！
長久手市は大都市近郊にありながら豊かな自然に恵まれて
いる２つの"顔"をもつ都市です。また、「小牧・長久手の
戦い」にまつわる歴史的な文化遺産のほか、観光資源も豊
富です。この特徴を生かし、"もう一度訪れてみたいまち
づくり"を住民のみなさま、企業、各種団体、行政が互い
に力を合わせて進めているのが長久手市観光交流推進会議
です。 
長久手市内の冬を盛り上げるイルミネーションイベント「な
がくて冬まつり」は長久手の風物詩となっており、イベン
トを盛り上げるスタッフは毎年市内から幅広く参加申し込
みを受け付けています。本年も７月より実行委員会がたち
あがり、１２月～１月のイベントに向けた会議が行われて
います。

去る８月８日、日進市の「あ
じさい会」第２回定例会にて
当青年会議所メンバーである
山田敏子君による「フェイス
ストレッチング～表情豊かに
コミュニケーション力アップ」
と題した講演が行われました。
萩野幸三日進市長をはじめと

する「あじさい会」の皆様が、顔の筋肉である「表情筋」
を正しく鍛えるエクササイズに挑戦されました。隣同士
で向かい合って行うエクササイズでは笑顔が溢れ、終始
和やかな雰囲気での講演となりました。日進市を支えて
いる行政、団体、企業の代表の皆様が表情筋を動かし、
表情が更に豊かになりました。第一印象は最初の６秒で
決まり、最初の印象がその後の人間関係にも影響すると
言われています。ぜひこれからも笑顔や表情を意識して
日々を過ごして頂ければと思います。「あじさい会」に
ご参加された皆様ありがとうございました。 

「あじさい会」 
メンバーの山田敏子君も活躍中

東郷町長選挙公開討論会 
８月１７日（日）東郷町町民会館ホールにて、東郷町長選挙公開討論会を開催し
ました。地域町民の方々がより身近に候補者の意見を聞いていただける環境を提
供し、地域町民の方々にまちづくりについて考えるきっかけにしていただくこと
を目的とした事業でありましたが、多くの町民に参加していただき、立候補予定
者の意見を聞いていただく場を作ることが出来たことで東郷町長選挙への関心が
高まったと思います。そのことが町民の自分たちの町の政治に対して興味を持っ
ていただき、まちづくりについて考える一助となったと思います。ご参加いただ
きました候補予定者の方からも高い評価をいただき大変感謝しております。 



活動地域の団体紹介 

【きまもり会】 
日進市蟹甲町中島１８　TEL(0561)75-5506 !
社会福祉法人きまもり会は、旧あゆみ園の保護者の皆さんからなる「あゆ
み園協力会」、「日進市手をつなぐ育成会」などの関係団体が母体となら
れ、新たな通所の授産施設「愛歩（あゆみ）」を設置、運営するために設
立された社会福祉法人です。 
　そうした経緯を踏まえ、故近藤博恒前理事長のご遺志である『利用者の
皆さんの個性を尊重し、一人ひとりの長所を生かすことを大切にし、地域
に融け込むこと』を日常の支援の中で具現したいと考えます。そのために、
職員はもとより、愛歩協力会、賛助会、行政など当法人を見守ってくださ
る、多くの方々のご協力とご指導をいただきながら、利用者の皆さんが、
楽しい毎日を過ごせるように一歩一歩前進してまいりたいと思います。今
後ともよろしくお願いします。 

【社会福祉法人あゆみ会しおみの丘】 
みよし市打越町新池浦８３番７ TEL(0561)32-2501 !
みよし市打越町にあります社会福祉法人あゆみ会が運営す
るしおみの丘管理者の松平幸彦です。 
しおみの丘では、現在、知的に障がいをお持ちの利用者の
方（３８名）が、自動
車部品などのプラスチッ
ク部品の組み立て、ク
リーニング作業、アル
ミ缶リサイクル作業な
どのお仕事を行ってい
ます。 
昨年度から利用者の増
員に伴い、利用者の皆
さんに提供するお仕事
の量が不足してきてお
ります。不足してきたこ
とにより、利用者の皆
さんにお支払するお給
料も依然の半分ぐらい
になり困っております。
簡単な組み立て作業な
どご提供いただけるお
仕事がありましたら、
ご紹介のほどよろしく
お願いいたします。 
◆第１８回あゆみ祭 
今年度も平成２６年１
１月８日（土）しおみ
の丘で「第１８回あゆみ祭」がたくさんのボランティアさ
んのお力をお借りしながら盛大に開催されました。 

【長久手商工会：こども商店街】 
長久手市岩作長池４５　TEL(0561)62-7111 !
長久手市商工会青年部では、商工会の事業を積極的に推進
するとともに、商工会の後継者たるべき青年の経営者とし
ての資質を向上させ、もって商工会の総合的な改善発達を
図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資するため日々活
動しております。 
いろいろな活動をしておりますが、その中でメインイベン
トでもあり市内の小学生が心待ちにしている第９回子ども
商店街をご紹介します。今年は7店舗出店し市内の小学生
６０名により運営しました。開催日までに５回のワーク
ショップを行い、出店準備ならびに接客マナーやあいさつ
等の練習をかさね本番への準備を重ねていました。開催日
当日は、多くのお客様に来店いただき商売の仕組みやいろ
はについて学び、働くことの大変さや難しさ、そして、商
売を通じて商品等が売れた時のよろこびを体験できるまし
た。後日、事業報告
会において、 各お店
の収支について、子
どもたち自ら計算し
ますが、利益の一部
をどうのように使う
かも子どもたちで考
えることになってい
ます。この取り組み
も社会貢献とともに
かけがえのない経験
や達成感を学ぶ重要
な要素になります。 !



２０１４年度事業報告 
百年森（ひゃくねんもり）映画制作プロジェクト 

「一人ひとりが主人公となり、全員で共働して未来を創る」これが私たち百
年先まちづくり委員会の理想の社会です。 
「天がある人を生じた以上、おのずからその人に固有の用というものがある」
一人ひとりに固有の強みがあります。一人ひとりに生まれてきた意味があり
ます。一人ひとりに必ずその人にしか出来ない役割があります。 
それぞれの強みや役割を精一杯世の中に果たし、お互いが活かし合い、全員
が誰かの役に立ちながら社会を創っていく。 
一人ひとりの経験価値、生き方が物語となり、将来世代まで繋がっていく。
今回の映画制作プロジェクトはまさにそのためのきっかけ作りです。 
一人ひとりが何かしらの形で映画制作に関わり、全員で同じ目的・目標に向
かって共働して映画を制作する。 
完成した映画は子供に伝わり、孫の世代まで語り継がれる。まさに一人ひと
りの想いが１００年先の未来まで生き続けるプロジェクトです。 
地域住民は映画制作という一つの「まちづくり」に参加することで、まちづ
くりへの興味がわきます。この映画をきっかけとし、さらなるまちづくり活
動への参加意識が高まります。受動的ではなく、能動的にまちづくり活動に
参加する人々でいっぱいとなり、「一人ひとりが主人公となり、全員で共働
する未来創り」へと発展するイメージです。行政、企業、地域住民、地域団
体が垣根を超え、一枚岩となれるようなプロジェクトにしたいと思い立ちあ
げました。 !
５月度例会 
５月度例会としまして、「百年森(ひゃくねんもり)映画制作プロジェクト」説
明会をとりおこないました。 
「みんなの映画制作プロジェクト」説明会 
　　　映画からはじまる「まちづくり」　～私たちの百年先（みらい）私たちで
創る～ 
結果としては、地域のまちづくり活動に志高く活動しておられる一般の方に数多
く集って頂くことができました。 !
７月度例会 
７月度例会としまして、「百年森(ひゃくねんもり)映画制作プロジェクト」映画制作発表会をとりおこないました。６月
に行ったオーディションを経て、キャスト発表、シナリオ発表を行いました。最後にクライマックスシーンである「ふる
さとフードフェスティバル」を題材にまちづくりワークショップを行いました。 
「百年森(ひゃくねんもり)映画制作プロジェクト」制作発表会 
　　　一人ひとりが百年先プロデューサー ～私たちの百年先(みらい)は私たちで創る～ 
たくさんの地域の方にご参加頂くことができ、また、まちづくりワークショップも大変盛り上がり、素晴らしいアウトプット
が得られました。JCメンバーと地域の皆様との一体感も生まれました。 !
１０月度例会 
１０月度例会としまして、「百年森映画祭「上映会」を行いました。「映画制作」という共通目的のために、地域住民が集い、
出演者、エキストラ、炊き出し、大道具制作、など約１０ヶ月を経て完成に至りました。「百年前の先人たちは何を想って私
たちに残してくれたのか？そして私たちは、百年先（みらい）を見つめ、将来世代に何を残すべきなのか？」映画を通してみな
さんと様々な視点で考えるきっかけとする例会です。 
「百年森映画祭」　一人ひとりが百年先（みらい）プロデューサー ～私たちの百年先は私たちで創る～ 
おかげさまで多くの地域のみなさまにご協力・ご参加頂くことができ、素晴らしい映画を完成させる事ができました。映画制
作が目的ではなく、制作のプロセスにおいて様々な共働・コラボレーションが生まれ、「一人ひとりがみらいをつくる主人公」
になることができました。映画制作にご協力を頂きました、総合プロデューサーの石丸みどり様、愛知淑徳大学の学生の皆様、
百年森映画制作プロジェクト実行委員会の皆様、撮影にご協力を頂いた地域の皆様、最後に当日ご来場頂いた皆様、全て
のみなさまに感謝を申し上げます。ありがとうございました。 



!
●６度例会　 
スポーツＧＯＭＩ拾い愛ちゅう大会 
 みよし市保
田ヶ池公園周
辺での清掃活
動を６月度例
会で行いまし
た。地域住民
や、名古屋商
科大学の学生
に参加して頂
き、６０分で
ゴミの量と質を競うゲームをしながらの清掃
活動です。 
当日は、天候にも恵まれまして、絶好のゴミ
拾い日和となりました。参加者、約５０名で
のゴミ拾いだったこともあり、みんなで拾っ
たゴミの重さが約２０ｋｇ！参加した子供は
『負けて悔しかった！次は絶対に勝つよ。』
大学生の先生からは『学生は先生以外の大人
と交流する機会が少ないので参加させてよかっ
た 』大学生からは『今度は私たちが企画し
てやってみます！』等、地域の人たちとの新
しい繋がりができました。 
ゲーム感覚でゴミ拾いができるスポーツＧＯ
ＭＩ拾い！小さいお子様にも楽しんでもらう
ことができました。 

!
●３度例会　野球から学ぶリーダーシップ 
地域の皆さま、入会候補者の
皆さま、メンバーの皆さま、
３月度例会に多くの皆様にご
参加頂きありがとうございま
した。 
 今回の例会では、
講師としてメジャー
リーグで活躍するイ
チロー選手の恩師で
あられる中村豪氏を
お招きしリーダーシッ
プを学ぶ例会でし
た。メンバーの皆さ
まには地域の方をお招きし例会を行ったこ
とで青年会議所活動の魅力を再認識して頂
けたと思います。また地域の皆様や入会候補
者の皆様へ青年会議所がどのような事業を
行っているかも発信できて良かったと思い
ます。将来を担う子供たちにも多く参加して
頂けたので青年会議所の活動に関心を持っ
て頂き将来青年会議所メンバーとして活動し
てもらえることも期待しております。 !

２０１４年度活動報告

会員募集


我々愛知中央青年会議所は、「明るい豊かな社会の実現」の為に、まちづくりをは
じめとする様々な活動を行っている市民団体です。 
男女問わず20歳から40歳までの人・まち・地域を愛し活動できる人で構成されてい
ます。全国に700余りの青年会議所がありますが、私たち愛知中央青年会議所は日進
市・みよし市・長久手市・東郷町を活動エリアとしております。 
　まちづくり事業としまして市民や行政の共感を得ながらリーダーシップ・マネジメ
ントといった事業や子供たちにも参加してもらえるスポーツ交流事業や地域事業への参画を行っております。 
　ひとづくり事業としまして子供向けのキャンプ事業や地域の大学生と行う寺子屋事業も行っております。これらの事業を通して未来
を担う子供たちの健全育成を目指しております。東海地区最大の事業としてＪＣ青年の船「とうかい号」という船上研修もあり一般の
方も自己スキル成長の為に参加して頂くことも可能です。 
　最後になりますが、我々青年会議所メンバーは基本理念を「修練」「奉仕」「友情」におき、「明るい豊かな社会を築き上げる」こ
とを理想とします。また、会員相互の啓発と交流を図り、公共心を養いながら地域との協働により、社会の発展に寄与する事を目的に
しています。共感して一緒に活動できる方を探しておりますので重ねてお願い致します。 

一般社団法人愛知中央青年会議所　　〒470-0224　愛知県みよし市三好町大慈山2-11 
　TEL 0561-34-3866 FAX 0561-34-3164　　Email 695@aichi-chuo.jp 
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