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2021 年度野球部監督挨拶 

2021 年度福山青年会議所野球部の監督を務めさせていただきます小川恭由で

ございます。 

現在はコロナの影響により集まることすら出来ていないのが現状で遣る方な

い気持ちでいっぱいです。 

しかしこのまま何もせず終えるわけにはいきません！ 

JC 野球大会が無事に開催出来る事を信じて、しっかりと準備していきたいと思

っております！まずは未だ福山青年会議所が到達していない全国大会出場と

いう最大の目的達成に向けチーム一丸となり気持ちを共有してまいります！ 

共感、感銘、感謝、この 3 感を自得するため全国大会に向かって「まっすぐに」

精進してまいりますので今後とも福山 JC 野球チームのご支援を賜りますよう

何卒お願い申し上げます。 

 

まちのビジョン策定委員会 ～これからの運動展開について～ 

「まちとともに」をテーマに 1 年間運動を展開しております。 
福山青年会議所はこれまで率先して多くの運動を展開し、まちづくりを行
ってきました。 
まちに持続的なインパクトを与え続けるため多くのパートナーとともに運
動を展開する必要があります。目まぐるしく移り変わる社会情勢の中、持
続可能な地域福山を実現させるには、市民の方々の共感を得て、協働をし
ていただけるようなビジョンが必要です。 
「未来ビジョン策定会議」という福山青年会議所の未来を担う会員を中心
とした会議にて福山の未来について協議を重ねてまいります。 
持続的なインパクトを起こすことの出来る JCI 福山であるため、ともに運
動を展開してまいりましょう。 

 
  

 

                            

 

 

 

 

 

 
        

3 月度例会行事について 
JCI 福山ブランディング委員会委員長の藤原です。 

2 月度例会でもご案内させていただきましたが、3 月度例会行事は JCI 福山
ブランディング委員会が担当します。 
今回の例会行事は株式会社メディア戦略より坂本宗之祐氏をお呼びしてブ
ランディングを行っていく上で重要となる広報戦略について講演いただき
ます。 
今週よりメルマガにて例会行事についてご紹介をさせていただきます。 
JCI 福山の活動は勿論の事、皆様の所属企業の広報活動においても必ず役
に立つ内容となっております。ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。 

幹 事 リ レ ー 人間力向上委員会幹事を務めさせていただいております、岡本将治です。日頃は国内の港から港

へ物流を運搬する船の運航管理や船員の採用、日々の管理を行う内航海運業を営んでおります。父

も JC の OB であり、地元にも現役会員や OB の方々がおられ、いつかは入会したいと思い昨年入

会させてもらいました。昨年は 11 月度例会が迫るにつれて、私たち第 1 小委員会は八百村委員長

はじめ宇田幹事と一緒にほぼ毎日夜中まで打合せし、同期内では苦言を言い合っていましたが、い

までは良き友であり、いい思い出になりました。私が子供の頃ばら祭やグリーンリーダーズの行事

に参加させてもらった記憶は今でも良き思い出になっております。子供達にも学べる機会を設け、

自分にとっても多種多様な経済人がおられる福山青年会議所は学びの場なので色々な発想力や経

営方針を学びたいと思います。今年は坂谷委員長筆頭の委員会を幹事として全う出来たらなと思い

ます。そして ZOOM ではなくそろそろ FACE TO FACE で委員会が出来る日を願っています。 

        

 

 

 

 

         

 

2021 年度人間力向上委員会幹事 

岡本 将治（おかもと しょうじ）君                                   

 
編集後記： JCI 福山ブランディング委員会では、本年度 Instagram の毎日投稿を行っています。 

私たちの活動を伝えることは勿論なのですが、まずは私たちの発信を見てもらわなければいけな
い。であればフォロワーを増やさなければならない。ではフォロワーを増やすためにはどうする
のかということで Instagram の人気投稿を分析しながら、試行錯誤の上現在の発信に繋がってい
ます。本当はかっこよくこの場で、フォロワー数 1000 名様突破しましたとお伝えしたかったの
ですが、残念ながら間に合わず、現在 973 名（1 月 1 日時は 850 名でした。）のフォロワーの
方々に投稿をご覧いただいております。ぜひ皆様にも、フォロー、コメント、いいねをしていた
だき JCI 福山 Instagram アカウントを盛り上げていただけますと幸いです。                     

（委員長：藤原 和也） 

 

2021 年度会員拡大実行委員会実行委員長挨拶 
会員拡大実行委員会では予定者段階よりメンバーの皆さま、

多くの特別会員の先輩諸兄にご協力いただき、会員の拡大に取
り組んでまいりました。 
コロナ渦という非常に厳しい状況下においても、皆様のご協

力により、現在 16 名(2 月 15 日現在)の仮入会者を迎えること
ができましたこと厚く御礼を申し上げます。しかしながら、本
年の目標としている仮入会者 40 名には遠く及んでいないのが
現状です。 
我々の使命とは「青年会議所は、青年が社会により良い変化

をもたらすための、発展と成長の機会を提供すること」です。
この使命を果たすためにも多くの青年に青年会議所を通じて、
運動を起こす力を身に付けていただきたいと考えています。一
人でも多くの青年にこのような機会が提供できればまちが良
くなると思いませんか。愛する福山をより良く変えていくため
にも LOM 一丸となり会員拡大に取り組んでまいりましょう。
皆様の周囲に仮入会候補者の方がいらっしゃいましたら是非
情報提供をお願いいたします。 
ともにより良くなろう！ 
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〒720-0067 

  福山市西町 2 丁目 10 番 1 号 

福山商工会議所 7 階 

TEL：084-922-5992  
FAX：084-931-4834 
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公式 LINE 

録をよろしく 

お願いします。 

2 0 2 1 年度会員拡大実行委員会事務局長挨拶 
 
本年度拡大実行委員会事務局長の藤井謙佑です。平素より

皆様におかれましては会員拡大にご尽力いただきまして誠に
ありがとうございます。 
本年度は 32 名の拡大目標のもと、コロナ禍という非常に難

しい状況ではありますが、我々は歩みを止めることなく拡大
活動を進めて参ります。困難な状況であるからこそ改めて（一
社）福山青年会議所の存在価値を見つめ直し、活動を通して得
られる学び・成長の機会、つながりの構築といった魅力をしっ
かりと伝えてまいります。 
本年度の拡大活動も残り 2 ヶ月となりました。1 人でも多く

の人財を入会へと導き、（一社）福山青年会議所の活性化へと
つなげてまいりましょう。そして必ず 32 名の拡大を達成しま
しょう。引き続きご協力の程、よろしくお願いします。  

2021 年度福山青年会議所野球部 監督 

小川 恭由（おがわ たかゆき）君 

JCI 福山ブランディング委員会 委員長  

藤原 和也（ふじわら かずや）君 

 

2021 年度会員拡大実行委員会実行委員長 

 佐藤 泰之（さとう やすゆき）君 

2021 年度会員拡大実行委員会事務局長 

藤井 謙佑（ふじい けんすけ）君 

 

まちのビジョン策定委員会委員長 

徳岡 旭（とくおか あきら）君 
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