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今、世の中は、以前のように人々が企業で一生懸命に働くことによって経済が目覚ましく発展し、国や地域が

豊かになってきた時代から、国や地域の人々、企業が意欲的に社会問題に取り組み、その問題を解決することが

経済やまちの発展につながり地域を豊かにしていく時代へと変わってきています。福山青年会議所には今まで地

域の問題にだれよりも率先して、真摯に取り組んできた歴史があり、このような時代にこそ最も力を発揮するの

が我々です。創始の精神に基づき、メンバー一人ひとりが志を高く持つことで、それぞれの置かれている状況や

環境はあれども青年会議所での活動に全力で向き合うこと。そんなメンバーが集まれば、組織のとしての力を最

大限に発揮し、地域をより良く変えることができると考えて、2018年はテーマを「志高く～世のため人のために

尽くす～」とさせていただき運動を展開して参りました。 

 

 まず、まちの未来創造においては、人口減少に端を発する生産年齢人口の減少による経済規模の縮小の問題に

いかに取り組んでいくかに挑戦する、選ばれるまち福山になるための運動の推進を 2017 年に引き続いて行いま

した。日本遺産となった鞆の浦、走島を舞台に運動を展開して参りましたが、選ばれるまちになるために何が必

要で、何をしなければならないのかが、より明確になり、3 か年計画の集大成である最後の 1 年に向けてのステ

ップとすることができました。また、若者にまちづくりに少しでも興味を持ってもらいポジティブチェンジを起

こしたいと、発信をテーマに若者とともに取り組みを進めましたが大学との連携協定を結ぶことができ、今後ど

のように大学生と連携しながらより良い未来を描いていくのか、これからの展開の広がりが楽しみになる成果を

残すことができました。 

 

 次に組織の未来開発に関して、です。会員拡大が大きな課題となる中で、新入会員として 14 名のメンバーを

迎えることができたことに心より感謝申し上げます。残念ながら拡大の目標人数は達成できませんでしたが、未

来の福山青年会議所を背負って立ち、地域を発展させるためにモチベーション高く挑戦していく仲間が増えたこ

とを頼もしく思います。これからも青年会議所が地域を発展させるために必要な組織であり続けるとともに、社

会や企業のリーダーとなる人材を生み出し続けることで拡大の輪を広げていきましょう。そして、メンバーシッ

プを向上させるために例年行われている特別会員との交流事業に加えて、2012年以来の開催となる家族会を開催

させていただきました。メンバーにとって一番身近な理解者でなければならない家族の理解と協力がなければ、

メンバーが青年会議所の活動に力を注ぐことはできません。本年、そのための第一歩を踏み出しました、次年度

以降もこういった活動が続いていくことを願います。 

 

 未来への架橋を構築していくために、本年も学校訪問授業を軸に福山国際子どもアカデミーに参加し、集大成

として福山国際子どもサミットを開催することで、子ども達に国際の機会を通じて、夢と未来について考えても

らいました。未来を創るのは子ども達です。時代の流れが加速し続ける現代、少しでも子ども達の未来にとって

有益な機会をつくっていくことを我々の使命として、今後も運動を展開して参りましょう。そして、本年は広島
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ブロック協議会の会長を福山青年会議所より輩出するという機会をいただきました。自分の住み暮らす地域を発

展させるためには、他の地域について知らなければなりません。本年は R313 の繋がりも含めて、広島ブロック

内外の近隣の地域とも例年より活発に連携、交流することができました。地域の課題を自分たちの地域だけで解

決することが難しくなっている今、民間だからこそ、青年会議所だからこそできる取り組みを今後も期待します。 

 

最後に、志を高く持ち、世のために人のためにと１年間、運動を展開して参りました。その目的と気持ちに嘘、

偽りはありません。しかし、１年を終えて結果として私は多くのものを得ました。それは自身の成長であり、人

とのつながりであり、ものごとに挑戦する心でした。それこそが青年会議所の活動にしかない得難い体験ではな

いでしょうか。これからも多くの志高きメンバーが青年会議所で真剣に活動してきて良かった、そう思える体験

に巡り合うことを切に願います。多くの方々に支えていただき、万事徹底の心構えをもって LOMの運営が行われ

たお蔭で無事に 2018 年度の運動を終えることができましたこと、心より感謝申し上げます。本当にありがとう

ございました。 

  



 

会員構成 
 

 

 

正会員・・・・・86 名 

入会者・・・・・14 名 

小川 恭由   福森 崇    多賀 広幸   渡辺 晃子 

伊藤 広仁   高橋 由樹   奥谷 泰弘   徳岡 旭 

田和 草太郎  藤原 和也   坂谷 祐一郎  濵田 亜衣 

今川 晶斗   石川 貴大 

退会者・・・・・ 5 名 

大土井 教悦  小方 良祐   畠中 克英   藤元 崇志 

福森 崇 

卒業生・・・・・11 名 

辰川 理美子  占部 拓志   安田 圭祐   藤井 雅之 

水主川 嘉範  黒木 啓二郎  戸田 昌宏   塩出 喬史 

住吉 倫弥   加藤 賢士   岡田 祥平 

現会員・・・・・84 名 

 

特別会員 

年当初・・・・・676 名 

入会員・・・・・ 10 名 

物故者・・・・・ 4 名 

現会員・・・・・682 名 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



一般社団法人福山青年会議所 2018年度 スケジュール表 

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月

例会日 13日(土） 1日(木) 1日(木) 2日(月) 7日(月) 1日(金)

例会場 ﾆｭｰｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ ﾆｭｰｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ ﾆｭｰｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ ﾆｭｰｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ ﾆｭｰｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ ﾆｭｰｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ

特別事項 OB合同新年互礼会 定時総会

正副理事長会議 4日(木) 3日(土) 2日(金) 4日(水) 2日(水) 4日(月)

議案審査 5日(金) 4日(日) 4日(日) 5日(木) 4日(金) 4日(月)

常任理事会 9日(火) 8日(木) 8日(木) 9日(月) 8日(火) 8日(金)

議案審査 14日(日) 15日(木) 15日(木) 14日(土) 14日(月) 14日(木)

理事会 17日(水) 19日(月) 19日(月) 18日(水) 17日(木) 18日(月)

事務所開き R313総会（倉吉） ばら祭

4日(木) 13日(火) 19日(土）～20日（日）

京都会議 新入会員面接 ASPAC（鹿児島）

18日(木)～21日(日) 13 日(火)～15日(木) 24日（木）～27日（日）

全国城下町シンポジウム(松江)

18日(金）～20日（日）

正副会長・監事会議 12日(金)三原 8日(木)尾道 11日(金)東広島 21日(木)因島

財政審査会議 30日(火)大竹 22日(木)広島 23日(水)府中

役員会議 9日(金)東広島 13日(金)尾道 2日(土)三次

会員会議所会議 9日(金)未定 13日(金)尾道 2日(土)三次

13日（火）府中 5日(火)広島 10日(火)東広島

16(金)尾道 20日(火)庄原

新春会議 ブロックゴルフ大会 ブロック野球大会 ブロックアカデミー

27日（土） 14日(土) 12日(土)～13日(日) 3日(日) 

広島 尾道 東広島 三次

大竹50周年

９日(土)

役員会議 18日（木）京都 17日（土）金沢 14日（水）未定 23日（月）未定 17日（木）未定 15日（金）未定

会員会議所会議 19日（金）京都

地区ナイト 北方領土の日

19日(金）　京都 7日（日）

正副会頭会議 11日   (木)
1日    (木)
13日   (火)

1日(木)
7日(水)

5日(木)
19日(木)

2日(水)
17日(木)
31日(木)

14日(木)
30日(土)

常任理事会 12日   (金) 14日   (水) 8日   (木) 20日   (金) 18日   (金) 15日   (金)

理　事　会
19日    (金)

（京都）
15日   (木) 9日   (金) 21日   (土) 19日   (土) 16日   (土)

総　　　会
20日   (土)

（京都）
24日   (土)

(東京)

公益審査会議 6日    (土) 3日   (土) 3日    (土) 7日   (土) 12日    (土) 9日   (土)

コンプライアンス審議会議 6日    (土) 3日   (土) 3日    (土) 7日   (土) 12日    (土) 9日   (土)

京都会議
（京都）

18日   (木)
～21日  (日)

金沢会議
（金沢）

16日   (金)
～18日  (日)

JCI常任理事会/
理事会

（セントルイス）
8日    (月)

14～日  (日)

アフリカ・中東
地域会議
（コトフー）

ベナン
9日    (水)

～12日   (土)

アメリカ
地域会議
（マイアミ）

アメリカ
6日   (水)

～9日  (土)

アジア・太平洋
地域会議
（鹿児島）

日本
24日    (木)
～27日  (日)

ヨーロッパ
地域会議

（リア）
ラトビア

19日   (火)
～22日  (金)

周年行事

主要行事

事　　業

周年行事

その他

事　　業

真の国際人育成委員会 メンバーシップ向上委員会まつり実行委員会

福
山
J
C

例会行事担当 メンバーシップ向上委員会 未来へつなぐ 福山発信委員会 選ばれるまち福山推進委員会

日
本
J
C
/
Ｊ
Ｃ
Ｉ

財政審査会議

NOM主要事業
JCI諸会議

広
島
ブ
ロ
ッ
ク

ブロック会長公式　訪問

9日   (土)
10日   (日)

中
国
地
区

6日    (土)
7日    (日)

3日   (土)
4日   (日)

3日    (土)
4日    (日)

7日   (土)
8日   (日)

12日    (土)
13日    (日)



 

一般社団法人福山青年会議所 2018年度 スケジュール表 

 

7月 8月 9月 10月 11月 12月

例会日 2日(月) 1日(水) 3日(月) 1日(月) 6日(火) 3日(月)

例会場 ﾆｭｰｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ ﾆｭｰｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ ﾆｭｰｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ 県民文化センター ﾆｭｰｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ ﾆｭｰｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ

特別事項

臨時総会
入会式

理事長選考委員
選挙

臨時総会
納涼会

臨時総会
臨時総会

次年度監事選挙
臨時総会

正副理事長会議 4日(水) 3日(金) 4日(火) 3日(水) 10月29日(月) 4日(火)

議案審査 5日(木) 4日(土) 6日(木) 4日(木) 4日(日) 6日(木)

常任理事会 9日(月) 8日(水) 10日(月) 9日(火) 8日(木) 10日(月)

議案審査 14日(土) 16日(木) 15日(土) 14日(日) 15日(木) 12日(水)

理事会 18日(水) 20日(月) 18日(火) 18日(木) 19日(月) 15日(土)

理事長選考委員会 夏まつり ロマンチック街道313 全国大会（宮崎） JCI世界会議 卒業式

7日（土） 13日(月)～15日(水) 9/15(土) (予定) 4日(木)～7日(日) （ゴア） 忘年会

ｻﾏｰｺﾝﾌｧﾚﾝｽ(横浜) インド 8日(土)

21日(土)～22日（日） 10/30(火)～11/3(土) （ﾆｭｰｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ）
福山国際子どもアカデミー

24日(火)～30日（月）

正副会長・監事会議 27日(金)三次 25日(木)竹原

財政審査会議 4日(水)呉 9日(木)広島 8日(木)福山

役員会議 14日(土)庄原 1日(土)三原 24日(土)未定

会員会議所会議 14日(土)庄原 1日(土)三原 24日(土)未定

ブロック大会

2日(日)

三原

府中55周年 因島50周年(仮)

23日(日) 27日(土)

役員会議 20日（金）未定 18日（土）未定 6日（木）鳥取 22日(月）未定 20日（火）未定 1日（土）未定

会員会議所会議 日（）未定 1日（土）未定

地区野球大会 地区コンファレンス

平田 8日(土)

25日(土)～26日(日) 鳥取

地区ナイト

21日(金）

正副会頭会議 18日(水)
6日(木)

13日(木)
27日(木)

18日(木)
8日(木)

15日(木)
6日(木)

13日(木)

常任理事会 19日   (木) 14日   (金) 19日   (金) 16日   (金) 14日   (金)

理　事　会 20日   (金) 15日   (土)
5日   (金)
（宮崎）

20日   (土)
17日   (土) 15日   (土)

総　　　会
5日   (金)
（宮崎）

公益審査会議 7日   (土) 8日 (土)・29日(土) 10日   (土) 8日    (土)

コンプライアンス審議会議 7日   (土) 8日 (土)・29日(土) 10日   (土) 8日    (土)
国際アカデミー

（姫路）
9日   (月)

～13日  (金)
サマーコンファレン

ス

（横浜）
21日   (土)

～22日  (日)

全国大会
(宮崎）

4日     (木)
～7日   (日)

JCI中間常任理事
会

（ニューヨーク)
24日    (火)

～　27日  (金)

グローバルパート
ナーシップ

サミット（ＧＰＳ）
24日    (火)

～　27日  (金)

アカデミー委員会渉外・広報委員会 選ばれるまち福山推進委員会 総務委員会ロマンチック街道313実行委員会アカデミー委員会

10日   (土)
11日   (日)

8日    (土)
9日   (日)

7日   (土)
8日   (日)

8日(土)・9日(日)
29日(土)・30日(日)

福
山
J
C

例会行事担当

主要行事

広
島
ブ
ロ
ッ
ク

ブロック会長公式　訪問

事　　業

周年行事

中
国
地
区

事　　業

周年行事

その他

日
本
J
C
/
Ｊ
Ｃ
Ｉ

財政審査会議

NOM主要事業
JCI諸会議



 

 

 

 

 

 

事業報告 

  



各委員会担当事業一覧 

 

  

委員会名 事業名（議案名）9月2日現在 実施日 掲載ページ 入力者

3月度例会行事 2018/3/1

ばら祭（リアルミステリー部会） 2018/5/19-20

選ばれるまち福山推進事業 2018/7/28

10月度例会行事 2018/10/1

選ばれるまち福山に向けての運動の推進事業 通年

2月度例会行事 2018/2/1

ばら祭（未来へつなぐ部会） 2018/5/19-20

ASPAC鹿児島ブース出展 2018/5/26

全国大会宮崎大会ブース出展 2018/10/5

未来を見据えた溢れる福山魅力発信事業 通年

仮入会者オリエンテーション 2018/3/26

仮入会者1日研修 2018/4/22

ばら祭（ローズパレード部会） 2018/5/19-20

7月度例会行事 2018/7/2

11月度例会行事 2018/11/6

倉敷福山合同新入会員セミナー 2018/11/26

OB合同新年互礼会 2018/1/13

ばら祭（ステージ部会） 2018/5/19-20

6月度例会行事 2018/6/1

家族感謝祭 2018/8/19

忘年会 2018/12/8

資質向上事業 通年

4月度例会行事 2018/4/2

ばら祭（ドリームレター部会） 2018/5/19-20

福山国際子どもアカデミー(学校訪問事業) 2018/7/27

福山国際子どもサミット 2018/10/27

卒業式 2018/12/8

学校訪問授業 通年

京都会議 2018/1/19-21

ばら祭（ローズボランティア） 2018/5/19-20

ASPAC鹿児島大会 2018/5/24-27

浦項交流事業 2018/5/26

サマーコンファレンス 2018/7/20-22

納涼会 2018/8/1

広島ブロック大会 2018/9/2

地区コンファレンス 2018/9/8

全国大会宮崎大会 2018/10/4-7

JCI世界会議ゴア大会 2018/10/30-11/3

広報活動 通年

ばら祭（中央公園部会） 2018/5/19-20

12月度例会行事 2018/12/3

ロマンチック街道313実行委員会 R313ロマンチックJAM2018　with幸盛ナイト 2018/9/16 村上実行委員長

ばら祭　※各部会ごとに作成 2018/5/19-20

二上り踊り 2018/8/13

福山国際子どもアカデミー担当委員会 福山国際子どもアカデミー 2018/7/24-30 占部副実行委員長

未来へつなぐ福山発信委員会 岡田委員長

メンバーシップ向上委員会

真の国際人育成委員会

まつり実行委員会

藤井委員長

渉外・広報委員会 西岡委員長

選ばれるまち福山推進委員会 桑田委員長

宇田実行委員長

昼田委員長アカデミー委員会

園田委員長

総務委員会 芝村委員長



2018年度 OB合同新年互礼会 

2018年 1月 13日（土）於：福山ニューキャッスルホテル 3階光耀の間 
事業目的 2018年度の運動の方向性を伝え、交流の深化と協力関係の強化を図ること。 

 

事業内容 来賓や特別会員とともに新年を祝い、交流・親睦を図ることでより強固な協力関係を築き、組織の活

性化を図りました。 

検証結果 福山市の枝廣市長並びに福山商工会議所の赤松副会頭にもご臨席いただき、74名もの特別会員の皆様

とともに新年を祝い、交流・親睦を深めることが出来ました。 

   
 

京都会議 

2018年 1月 19日（金）〜21日（日）於：国立京都国際会館他 
事業目的 感謝の心を以て誠を尽くし、愛と希望溢れる国 日本の創造への気運を高めること。 

 

事業内容 2018年度日本青年会議所池田会頭の所信演説が行われる新年式典をはじめ、各種フォーラム・セミナ

ー、日本青年会議所の委員会などが開催されました。 

検証結果 56 名のメンバーにご参加いただき、京都会議ならではの有益なセミナーやフォーラムにも多数参加を

され、資質の向上に努めました。LOM 会食会にて親交を深めました。 

   
 

2月度例会行事 

2018年 2月 1日（木）於：福山ニューキャッスルホテル 光耀の間 
事業目的 まちづくりへの関心を高めると同時に発信の重要性を理解してもらうこと。 

 

事業内容 長野県塩尻市の公務員でありながら、数多くのプロジェクトを立ち上げられ、県内外に積極的に情報

発信を行っている山田崇氏に、「発信で変わるまちの未来」のテーマで講演いただきました。 

検証結果 講演時間が短いなどの要望はありましたが、約 80%の方が、「まちづくりにおける発信の重要性」につ

いて「理解できた」との回答をいただきました。 

   



3月度例会行事 

2018年 3月 1日（金）於：福山ニューキャッスルホテル 光耀の間 
事業目的 まちづくり運動の方向性を理解し、自身が行うまちづくり運動の意識が高まること。 

 

事業内容 県外の講師が福山の観光の実情、未来、地域固有の価値についてご講演いただくことで対内対外的に

も共感していただき、自身の活動の意識向上となる講演内容とします。 

検証結果 一般参加者を例会行事にお招きすることで「選ばれるまち福山実現に向けての運動」の意義と方向性

を伝えることが出来、まちづくりへの参画意識が高まり自身の活動に役立つ内容となりました。 

   
 

仮入会者オリエンテーション 

2018年 3月 26日（火）於：船町ベイホール 
事業目的 仮入会者の不安を取り除き、理解を深めることで今後の各事業への参加意識を高めること。 

 

事業内容 日本 JC公認プログラム CCを受講することで JCが新たな学びの場である事を 

認識いただき、懇親会でリラックスした状態で名刺交換を行い、交流を深めていただきました。 

検証結果 仮入会者に学びを得ていただくこと、また、新たな第一歩を踏み出すという立場の仮入会者にとって

は、自身と照らし合わせることのできる機会としていただきました。 

   
 

4月度例会行事 輝く夢に向かって 

2018年 4月 2日（月）於：福山ニューキャッスルホテル 3階光耀の間 
事業目的 学校訪問授業の意義と内容を理解して、学校関係者とメンバーの参加意欲を高めること。 

 

事業内容 「学校訪問授業の成果と振り返り」「真の国際人育成の必要性」「本年度の学校訪問授業の流れ」「学校

関係者との事前事業ミーティング」の 4部構成で実施しました。 

検証結果 過去の成果、必要性、今年の方針を Prezi を用いたプレゼン手法の伝わりやすさと相まって、正会員

や外部協力者に対し理解を深めること、取り組む意識を高めることが出来ました。 

   



仮入会者 1日研修 

2018年 4月 22日（日）於：仙酔島他 
事業目的 仮入会者に青年会議所へ理解を深めていただき、同期、現役会員との絆を深めること 

 

事業内容 JCI Achieve により、LOMの意義や目的を、事例研究やグループ討論により学んでいただくとともに、

体力プログラム・懇親会で、交流を深めていただきました。 

検証結果 トレーナーの素晴らしいご講演により JCを理解するとともに、午後からもグループでの活動が主体の

中、皆様に楽しんでいただきながら絆を深めていただきました。 

   
 

福山ばら祭 2018 

2018年 5月 19日（土）～20日（日）於：緑町公園・ばら公園・中央公園・花園公園他 
事業目的 福山ばら祭 2018を通じて福山市を盛り上げ、福山市の発展へとつなげていくこと。 

 

事業内容 51 回目を迎える福山ばら祭が 100年続く祭になるよう、「福山に恋して 未来に恋して」をテーマに執

り行われ、公式に６部会、JC 内部で 1部会を運営しました。 

検証結果 85 万もの方々にお越しいただき、笑顔と賑わいに満ちた 2日間になりました。 

「ローズマインド」も市内外に根付いていっており、福山の発展の一助となりました。 

   
 

福山ばら祭 2018（リアルミステリー部会） 

2018年 5月 19日（土）～20日（日）於：緑町公園 ローズアリーナ 
事業目的 大人から子どもまで一緒に謎解きゲームを行う事で来場者に祭を楽しんでいただくこと。 

 

事業内容 複数の謎を解きながら会場から脱出するゲームで、謎解き問題はひらめきや観察力などにより解く内

容となっています。謎解きを進めすべての謎を問き制限時間内に会場内から脱出出来たら終了です。 

検証結果 参加者は約 1,000人でした。多くの市民に謎解きゲームを通じて祭を楽しんでいただくことが出来ま

した。 

   



福山ばら祭 2018（未来へつなぐ部会） 

2018年 5月 19日（土）～20日（日）於：緑町公園 
事業目的 福山の魅力をばら祭の来場者を通して広く発信していく事 

 

事業内容 「モーションカメラを使用した FUKUYAMAフォトサービス」を行い、幅広く福山を発信しました。 

 

検証結果 モーションカメラでの撮影を体験していただきました。終了後、写真とパンフレットを郵送し、更な

る発信を行いました 

   
 

福山ばら祭 2018（ローズパレード部会） 

2018年 5月 19日（土）～20日（日）於：パレード通過エリア 
事業目的 ばら祭で開催される、ローズパレードの安全で円滑な運営を行うこと。 

 

事業内容 ローズパレードに出演される団体の方々への案内をばら祭開催前から継続して行い、当日も待機場所

にて誘導を行います。またパレードの各場所に JCメンバーを配置し、誘導を行いました。 

検証結果 大きな事故もなく概ね時間通り、予定通りに実施することが出来ました。ダイナミックかつ、華やか

なパレードになり、過去最高参加者で、ばら祭を終えることが出来ました。 

   
 

福山ばら祭 2018（ステージ部会） 

2018年 5月 19日（土）～20日（日）於：緑町公園ばらのステージ 
事業目的 緑町公園広場を舞台に、福山市民がばら祭を通じて福山に愛着を持ってもらうこと。 

 

事業内容 緑町公園広場が市民の憩い場となる様、タレントによる演出や市内で活躍する各種団体の発表の場と

した市民参加型のイベントなどで楽しんでもらいました。 

検証結果 備後しんいち鬼炎太鼓の迫力ある演奏から始まり、市民団体を中心に 2日間にわたり様々な音楽やダ

ンスで盛り上がりました。 

   



福山ばら祭 2018（ドリームレター部会） 

2018年 5月 19日（土）～20日（日）於：緑町公園 
事業目的 10 年後に成人式を迎える小学 4 年生に未来の「自分」に向けて手紙を書いてもらうことで夢をもっ

て未来に向かってもらえるようにすること。 

事業内容 今年 10 歳を迎える小学 4 年生を対象に、10 年後の 20 歳の自分へ向けて書いたはがきを預かりま

した。預 かったはがきは 10 年後の 2027 年に返却します。 

検証結果 最終的に市内外の小学 4 年生より 2326 枚のドリームレターを預かることが出来ました。 

 

   
 

福山ばら祭 2018（ローズボランティア部会） 

2018年 5月 19日（土）～20日（日）於：緑町公園・ばら公園・中央公園・花園公園他 
事業目的 市民に主体的に参加していただくこと。きれいな会場で来場者に楽しんでいただくこと。 

 

事業内容 ローズボランティア募集ならびに各部会への分配、ボランティアの皆様とともにゴミステーション、

クリーンパトロール、洗い隊に分かれ、ごみゼロ推進運動を行いました。 

検証結果 ボランティアの皆様とともに、緑町・花園・ばら・中央の 4公園でのゴミステーション管理、会場外

のクリーンパトロールにより、きれいなばら祭をつくることができました。 

   
 

福山ばら祭 2018（中央公園部会） 

2018年 5月 19日（土）～20日（日）於：中央公園 
事業目的 ＜わくわくステージ＞家族がわくわく楽しめるステージを演出すること。＜ぴよっこ広場＞ふわふわ

ドームと出展ブースで子どもたちや家族が楽しめ、触れ合える広場を作ること。 

事業内容 ＜わくわくステージ＞ダンスや伝統芸能、歌など両日合わせて 31 団体のステージを運営 

＜ぴよっこ広場＞ふわふわドームの運営と飲食ブース・体験ブース・市場ブースの管理 

検証結果 天候も良く多くの来場者で賑わいました。わくわくステージは予定時間通りに進行し、滞りなく運営

しました。ぴよっこ広場でも混乱なく、楽しい祭りの場となりました。 

   



ASPAC鹿児島大会 

2018年 5月 24日（木）～27日（日）於：鹿児島アリーナ、城山観光ホテル、鹿児島市内 
事業目的 国内外のメンバーとの交流の中で得た気づきや学びを持ち帰り今後の活動に活かすこと。 

 

事業内容 JCI アジア太平洋開発協議会 (APDC) の総会や JAPAN ナイト、各国ナイトなどが開催をされました。

個と個の交流、世界と地域との交流を通じて有益な情報交換、相互文化理解を行いました。 

検証結果 35 名のメンバーにご参加いただき、ASPACならではの国際的なセミナーやフォーラムにも多数参加を

され、資質の向上に努めました。LOM 会食会にて親交を深めました。 

   
 

浦項交流事業 

2018年 5月 26日（土）於：ベストウェスタンレンブラントホテル鹿児島リゾート・大隅の間 
事業目的 国際交流を通じて友好と相互理解を深め、姉妹 JCとしてより強固な関係を築くこと。 

 

事業内容 交流会を行い、恒例となる記念品交換やメンバー同士のプレゼント交換を行いました。楽しく言葉の

壁を乗り越え対応していく事で、より懇親が深まる内容となりました。 

検証結果 21 名で参加し、メンバー同士でのプレゼント交換や、身振り手振りで相手に気持ちを伝える事などを

通じて短い時間でしたが民間外交の素晴らしさや楽しさを実感出来ました。 

   
 

ASPACブース出展 

2018年 5月 26日（土）於：鹿児島アリーナ ジャパンナイト会場 
事業目的 福山青年会議所メンバー以外のメンバーへ福山の魅力を発信し、来訪意欲を高めること。 

 

事業内容 ASPAC ジャパンナイト会場にて、「保命酒試飲サービス」「モーションカメラを使用した FUKUYAMA フォ

トサービス」を行い、内外のメンバーへ幅広く福山を発信しました。 

検証結果 200名を超える方にブースを訪れていただき、保命酒をはじめ、モーションカメラでの撮影を体験して

いただきました。終了後、写真とパンフレットを郵送し、更なる発信を行いました 

   



6月度例会行事 

2018年 6月 1日（金）於：福山ニューキャッスルホテル 3F光耀の間 
事業目的 地域の未来を担う青年経済人を中心に、個人の在り方について意識を向上すること。 

 

事業内容 講師にエブリイホーミイホールディングス代表の岡﨑氏をお招きし、自身の経験を基にどのように従

業員の意識を改革していったかをご講演いただきました。 

検証結果 講演会終了後のアンケートにおいて、考え方が変わった等非常に前向きな変化を感じることの出来る

結果を得ることが出来ました。 

   
 

7月度例会行事 

2018年 7月 2日（月）於：福山ニューキャッスルホテル 3F光耀の間 
事業目的 新入会員が正式入会したことを実感し、現役会員が新入会員を仲間として認識すること 

 

事業内容 新入会員、現役メンバーが正式入会を認識する架け橋となる時間を設営し、新入会員、一人ひとりの

個性を現役会員に把握していただくため、紹介映像や自己 PRを行いました。 

検証結果 新入会員が一人ひとり、自分で想いや PRを行うことにより、正式入会したことを実感するとともに、

現役会員から新入会員を仲間として認識していただきました。 

   
 

第 2 回福山国際子どもアカデミー 

2018年 7月 24日（火）〜30日（月）於：福山市各所 
事業目的 参加者が日本に誇りと自信を持ち、主体的に行動出来る真の国際人になること。 

 

事業内容 本年度より外部団体 FAGPへ運営を移して実施された中、福山青年会議所は共催として、「お出迎えお

見送り計画の策定・実施」及び「学校訪問プログラム」を担当いたしました。 

検証結果 主催 FAGPのもとで共催という新しい取り組みでしたが、11カ国から総勢 75名の海外参加者をお迎え

して、前年までと変わらぬ規模で問題なく開催することが出来ました。 

   



第 2 回福山国際子どもアカデミー 学校訪問 

2018年 7月 27日（金）於：霞小学校・久松台小学校・西小学校・東小学校・常石小学校 
事業目的 事前授業でグローバル社会に必要なことを学んだ児童が、交流を通じて国際体験を積むこと。 

 

事業内容 各小学校が特色を活かして、海外の子供達をお迎えして交流が深まる内容で実施しました。 

 

検証結果 言葉が通じなくても伝えたい気持ちで堂々と接することの大事さなど、事前授業で学んだことを実践

して多 くの経験を積むことが出来ました。 

   
 

選ばれるまち福山推進事業 

2018年 7月 28日（土）於：鞆の浦及び走島 
事業目的 まちづくり運動に活動する意欲を高めること。地域の魅力を改めて確認して頂くこと。 

 

事業内容 他では体験できない多彩な魅力に満ちたエリアであることを認識してもらうことを志向し、体験後は

率直な感想・評価をフォードバックしていただきます。 

検証結果 対象者は当日一日を有意義に過ごす事ができ楽しく思い出に残った事業であり、次年度以降の福山青

年会議所として行うまちづくり活動において意識が向上した結果となりました。 

   
 

サマーコンファレンス 

2018年 7月 20日（金）～7月 22日（日）於：パシフィコ横浜 
事業目的 京都会議で発表された政策のその後の成果と今後の可能性を知ること。 

 

事業内容 「日本創生への奇跡」をテーマに、青山学院陸上部監督原晋氏を始めとする各界を代表する有識者と

共に政治・経済・社会など多岐にわたるフォーラムやセミナーが多数開催されました。 

検証結果 40 名が参加。多くのメンバーが各種セミナーやフォーラムに参加して資質向上とともに、地域へ良循

環を起こす行動へつながる機会となりました。LOM会食会で親交を深めました。 

   



納涼会 

2018年 8月 1日（水）於：福山ニューキャッスルホテル 3階光耀の間 
事業目的 現役会員と特別会員が親睦を深めることで、福山青年会議所の運動を推進すること。 

 

事業内容 特別会員と正会員とが懇親を図るとともに、本年度の上半期事業報告を行います。また次年度理事長

予定者・新入会員を紹介し、今後の方向性をお伝えしました。 

検証結果 上半期の事業について広くご理解いただけました。また次年度理事長の考えを知っていただけること

となりました。そして新入会員も含めて特別会員との親睦を深めることができました。 

   
 

夏まつり 2018 

2018年 8月 13日（月）於： 中央公園→福山城 
事業目的 夏まつりを通じて福山市を盛り上げ、福山市の発展へとつなげていくこと。 

 

事業内容 二上りおどり大会へ連続出場し、メンバーに二上りおどりの伝統を伝え、102 年目を迎える福山市の

夏まつりを他の参加者とともに盛り上げることができました。 

検証結果 夏まつり 2018の二上りおどり大会に参加することで、二上りおどりの伝統を引き継ぎながら、まつり

を通じてまちに活気をもたらし、福山市の発展の一助となりました。 

   
 

2018年度家族感謝祭 

2018年 8月 19日（日）於： 鴎風亭 2F羅針盤 
事業目的 日々の活動の理解と協力に対して、感謝を伝え、運動への更なる理解を得ること。 

 

事業内容 （一社）福山青年会議所会員のご家族をお招きし、ご家族に対し、会員が普段の活動に対するご支援

に感謝を伝え、活動への理解を得ることの出来る場を提供しました。 

検証結果 非常に楽しく、参加して良かったと多数の声をいただきました。一緒に活動しているメンバーを知る

ことで、家族が少しでも活動を知るきっかけになったと考えます。 

   



広島ブロック大会 2018in三原 

2018年 9月 2日（土）於：三原リージョンプラザ  
事業目的 市民に青年会議所運動に賛同していただき、広島ブロックの連帯感を深めていくこと。 

 

事業内容 大会式典、会員拡大褒章、声優・増岡弘さんを講師にお迎えしての「道徳フォーラム～サザエさん一

家は幸せみつけの達人ぞろい～」、ブロック卒業式行われました。 

検証結果 出向者を含めて 47 名が参加。大会式典にて次回大会の鍵が庄原へ引き継がれました。ブロック卒業式

では、4名の卒業予定者のみなさまにご参加いただきました。 

   
 

中国地区コンファレンス 2018in 鳥取 

2018年 9月 7日（金）～9月 8日（土）於： とりぎん文化会館 梨花ホール 
事業目的 新たな価値を創造していくことで、まちと人とが活力で漲る中国の実現すること。 

 

事業内容 次世代サミット、大会式典、株式会社メルカリの小泉氏を迎えてのフォーラム、たからいちが開催さ

れ、式典では次年度地区会長予定者 佐藤大悟君が紹介されました。 

検証結果 34 名が参加。大会式典では 54LOM 全理事長紹介があり、佐藤理事長も登壇されました。フォーラムで

は地区コンファレンスならではの学びの機会を得ることができました。 

   
 

R313ロマンチック JAM2018with福山城幸盛ナイト 

2018年 9月 16日（日）於：福山城天守閣前広場 
事業目的 国道 313 号線沿線に点在する様々な魅力を PR することで沿線地域を活性化すること。 

 

事業内容 R313の魅力を強く発信するために幸盛ナイト実行委員会と協力し音楽フェスという手法を用いて人が

集まる賑わいを創出し、そこで R313沿線の魅力を発信しました。 

検証結果 音楽フェス、SNSを主軸とした広報活動、クラウドファンディングなど新しい取り組みを 

行い、今まで R313 を知らなかった世代や地域の人に魅力を発信することができました。 

   



10月度例会行事 

2018年 10月 1日（月）於：福山芸術文化ホール （リーデンローズ小ホール） 
事業目的 自身が行うまちづくりに対してより主体的に活動しようとする意欲を高めること。 

 

事業内容 講師アレックス・カー氏も関心を寄せる鞆のまちに対する想いや豊富な経験、各地の事例などを伺い

ながら『選ばれるまち』となるためにはどのような考え方やアクションが必要なのか学ぶ内容。 

検証結果 一般市民 208名が来場。鞆の浦や福山の魅力に対して一歩踏み出してみようという声もいただきまし

た。地域の方々のまちづくりに対する意欲を高めることが出来ました。 

   
 

全国大会宮崎大会 

2018年 9月 7日（金）～9月 8日（土）於：メディキット県民文化センター 
事業目的 1 年間の集大成となる大会を通じて、JC運動の成果を自らの地域に持ち帰ること。 

 

事業内容 「愛と希望溢れる国 日本へ」をテーマに理事会、総会、政策 AWARDS2018 、元アップルジャパン代表

取締役 山元賢治氏によるメインフォーラム、卒業式などが開催されました。 

検証結果 40 名参加。日本青年会議所 岡田誠二顧問の卒業生代表スピーチは参加メンバーの心に響きました。

LOM ナイトでは盛大に卒業生をお祝いし、思い出深い大会となりました。 

   
 

福山国際子どもサミット 

2018年 10月 27日（土）於：広島県民文化センターふくやま  
事業目的 日本人としての誇りと自信を持ち、積極的に行動することが出来る真の国際人へ成長すること。 

事業内容 年間を通じた真の国際人育成活動の集大成事業として実施。 

福山国際子どもアカデミーでの成果と将来の夢を参加校代表児童が発表して共有しました。特別講演

では山出久男氏にお話しをしていただきました。 

検証結果 子供たちが夢を描き、これから頑張ることを後押しすることが出来ました。多くの先生や保護者にも

来場いただき話を聞いていただけたことで、事業終了後も子供たちの夢の後押しが期待できます。 

   



JCI 世界会議ゴア大会 

2018年 10月 30日（火）11月 3日（土）於：インド（ゴア）  
事業目的 1 年間目指してきた「愛と希望」実現をバトンに託し、次年度へとつなげること。 

 

事業内容 「愛と希望のバトン」をテーマに JAPAN ナイト、各国ナイトなどが開催をされました。個と個の交流、

世界と地域との交流を通じて有益な情報交換、相互文化理解を行いました。 

検証結果 2 名参加。元 JCI会頭原田憲太郎先輩、元 APDC事務総長小川沙良先輩を輩出した LOMとしてインドの

地にて福山を PRすることができました。 

   
 

11月度例会行事 

2018年 11月 6日（火）於：福山ニューキャッスルホテル 3階光耀の間 
事業目的 新入会員が幹事やセクレタリーとして活躍していくために事業構築を経験すること。 

 

事業内容 福山青年会議所で活動していくに当たり、歴史や歩みについて調査・研究を行い、どんな活動を行う

ことで福山青年会議所の一員として課題解決できるのか、提案を行いました。 

検証結果 新入会員が福山市の課題について調査・研究を行い、福山青年会議所が、どのように事業構築を行っ

ているのか経験し、幹事・セクレタリーとして活躍する礎になりました。 

   
 

倉敷福山合同新入会員セミナー 

2018年 11月 26日（月）於：船町ベイホール  
事業目的 LOMの垣根を越えて新入会員、現役メンバーが、学びと交流により絆を深め、今後の LOM 活動のさらな

る活性化につなげること。 

事業内容 本年度は福山にて開催し、JC ゲームを各テーブルに分かれ二回実施。その後懇親会を同会場にて実施。 

 

検証結果 福山と倉敷両青年会議所の特色の出る会となり、LOMとブロックの垣根を越えて。参加者全員の親睦と

ともに絆の深まる事業となりました。 

   



12月度例会行事 

2018年 12月 3日（月）於：福山ニューキャッスルホテル 3階 光耀の間 
事業目的 2018年度の 1年間を 12月度例会で総括し、次年度以降への飛躍につなげること。 

 

事業内容 2018年度の福山青年会議所が行った運動・活動について、委員会ごとに今一度振り返り、メンバー 

全員が想いを共有し、佐藤理事長の掲げた所信を再確認しました。 

検証結果 理事長や委員長の言葉により、メンバーが福山青年会議所という組織の中での自分を振り返り、 

見つめ直す事ができ、その想いが 2019 年度への意欲につながったと考えます。 

   
 

2018年度卒業式 

2018年 12月 8日（土）於：福山ニューキャッスルホテル 2階 曙の間 
事業目的 卒業生へのお祝いとともに、在籍中の経験や想いを聞き、今後の活動を活性化させること。 

 

事業内容 定例のセレモニー、理事長挨拶、OB 会会長挨拶、感謝状・記念品贈呈、卒業生スピーチ、歴代アカデ

ミー 委員長挨拶、送辞答辞交換を行い、現役会員及び特別会員とで卒業をお祝いしました。 

検証結果 卒業生スピーチや答辞を通して、卒業生から現役会員への思いやエールを多数頂戴しました。アンケ

ートに おいて今後の活動に活かせるという回答が多数を占めました。 

   

 

2018年度忘年会 

2018年 12月 8日（土）於：福山ニューキャッスルホテル 3階 光耀の間 
事業目的 卒業生を温かく送り出し絆を強めること。一年の活動を振り返り活動意欲を高めること。 

 

事業内容 卒業生へのお祝いメッセージから始まり、多くのメンバーと特別会員が懇親を深める 

ことが出来ました。卒業生の書道パフォーマンスでは会場が非常に盛り上がりました。 

検証結果 正会員と特別会員で卒業生を温かく送り出し、一年を振り返ることで次年度以降への 

活動意欲が高まりました。 

   



選ばれるまち福山に向けての運動の推進事業 

通年 於：沼隈半島エリア  
事業目的 まちに潤いをもたらす観光をまちづくりに取り入れ、まちを活性化させること。 

 

事業内容 鞆の浦エリアにおける滞在提案や、楽しみ方の多様性をもたらす中で来訪者を増やし、滞在時間を延

ばし、地域での消費増大につなげて地域活性化を志向します。 

検証結果 多くの方々に福山へ訪れて頂くには、地域の魅力をそのまま提供し地域の方々との触れ合いがあるこ

とで、再び訪れて頂けるという事が解り次年度も継続して推進事業を行う事が必要です。 

   
 

未来を見据えた溢れる福山の魅力発信への取り組み 

2018年 5月 22日（金）～12月 6日（木） 

於：福山大学宮地茂記念館、青年会議所事務局、上豊松コミュニティセンター 
事業目的 市内学生を対象に福山の魅力を考える機会に加え、発信に必要な基礎知識を学ぶこと。 

事業内容 第 1回勉強会（物事を進めるにあたっての背景・目的）、第 2回勉強会（実例から学ぶ効果的な発信）、

合宿（発信につながるアイデア）、まとめから構成しております。 

検証結果 まちづくりに対して興味をもっていただけ、その中で発信がいかに重要であるかを理解していただく

ことが出来ました。我々JCとの連携も深めることが出来ました。 

   
 

異業種交流会 

2018年 2月 1日（木）、他 於：農家食堂ルオント、他 
事業目的 青年経済人を中心に、志の高いこれから先の福山を担う人財と人間関係を構築すること。 

 

事業内容 講師例会後等に交流会を実施し、年齢や職業の垣根を超えた交流の場を提供すると同時に、志の高い

市民を見つけ会員拡大へとつなげます。 

検証結果 参加者よりとても刺激になり楽しかった等の意見をいただきました。様々な方々と出会えるため、メ

ンバーにとっても非常に刺激になると考えます。 

   



学校訪問授業を通じた真の国際人育成活動の実践 

2018年 1月 1日（月）～10月 27日（土） 於： 霞小学校・久松台小学校・西小学校・東小学校・常石

小学校・手城小学校・西深津小学校・川口東小学校・光小学校・竹尋小学校 
事業目的 日本人としての誇りと自信を持ち、積極的に行動することが出来る真の国際人になること。 

事業内容 授業①②、福山国際子どもアカデミー学校訪問プログラム、振り返り授業、福山国際子どもサミット の

合計 5 回の事業で構成しました。 

検証結果 子供たちに年間事業を通じて未来に向けて意識を変え行動を変える後押しが出来ました。また、周り

の大人へも深く印象づけることができ、真の国際人育成運動を大きく広げることが出来ました。 

   
 

広報活動 

通年 於：事業開催地各所 
事業目的 福山 JCの運動を解りやすく広く配信し、JC運動への賛同者を増やすこと。 

 

事業内容 新聞や雑誌などへの記事掲載の促進、各事業での写真撮影、公式ホームページをはじめとする各種 SNS

の更新、公式メールマガジンの発行、記者会見の実施。 

検証結果 年間を通じて各種事業の記事掲載を頂いたことに加え、ホームページは一定数の閲覧者を確保するこ

とができ、福山 JC の事業内容と運動を発信することが出来ました。 
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