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入会資格
入会資格

１．青年会議所の目的と意義に賛同し、自発的な意見と情熱を持っていること
１．青年会議所の目的と意義に賛同し、自発的な意見と情熱を持っていること

２．原則として、満20歳以上40歳未満の入会した年を含め2年以上活躍できる品格ある青年であること
２．原則として、満20歳以上40歳未満の入会した年を含め2年以上活躍できる品格ある青年であること
３．松山市およびその周辺に住所又は勤務先を有すること
３．松山市およびその周辺に住所又は勤務先を有すること

４．健全な社会人としての教養と良識のある方で最低月1回開かれる例会と委員会に出席できること
４．健全な社会人としての教養と良識のある方で最低月1回開かれる例会と委員会に出席できること
５．国籍は問いません
５．国籍は問いません
６．松山青年会議所会員2名以上の推薦があること
６．松山青年会議所会員2名以上の推薦があること

入会金及び会費
入会金及び会費

入会
会金
金………
………￥30,000
￥30,000
入

年会
会費
費………
………￥132,000
￥132,000
年

委員会費………
………￥10,000〜￥15,000
￥10,000～￥15,000
（月額）
委員会費
（月額）
※各委員会により異なります。
※各委員会により異なります。

事務局
事務局

-0067 松山市大手町2丁目5
〒790-0067
松山市大手町2丁目5--77 松山商工会館4F
松山商工会館4F
〒790
TEL：
FAX：089
943--0149
0149
089-941
941-0194
0194 FAX：089--943
TEL：089
E-mail: :jimukyoku@matsuyama-jc.or.jp
jimukyoku@matsuyama-jc.or.jp
E-mail
https: ://www.matsuyama-jc.or.jp
//www.matsuyama-jc.or.jp
https

JCI松山Webサイト
JCI松山Webサイト

松山青年会議所
松山青年会議所
ホームページ
ホームページ

JCI松山公式アカウント
JCI松山公式アカウント

広報誌「わかつばき」
広報誌
わかつばき
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青年会議所について

JCI松山について

JC三信条

2030年まつやままちづくりビジョンをまちづくりの基本理念に運動を行っています。

2030年まつやままちづくりビジョン

まちづくりの理念と理念達成への展望 簡易図

個人の

修練

まちづくりの理念

「１００年経っても、“ＬＯＶＥまつやま”」
まつやまに住む人々が、いつまでも“LOVEまつやま”の想いを
忘れない持続可能なまちづくりの推進

SERVICE

世界との

友情

明るい
豊かな社会

FRIENDSHIP

まちづくりの理念を達成するために描く2030年に向けての展望
ひとが輝くことで、ひとの意識が変わり、
一人ひとりが自発的にまちづくりを魅力的にします。
まちを輝かせる課程の中で、ひとの意識が変わっていきます。

社会への

奉仕

TRAINING

ひとが輝ける未来へ
皆の意識が変わり、成長できる社会を作ります

だからこそ、
２つの展望は相互関係にあり、
まちが輝ける未来へ
必要不可欠なのです
オールまつやまで、地域の魅力が溢れる社会を作ります

これまで行ってきた事業

俳句甲子園

活動の基本を

ことを共通の理念としています。
また、会員相互の啓発と交流をはかり、
公共心を養いながら、
地域との協働により
社会の発展に貢献することを
目的としています。
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俳句を通じ地域間・世代間の交流と若者の文化活動の活性化に必ず

寄与するものと考え、1998年に第一回の俳句甲子園を開催しました。
現在は「NPO法人俳句甲子園実行委員会」に事業を移管し高校生に

とって国語教育の一環としてのみならず、新鮮で貴重な社会的経験
となり、豊かな人間性を育んでいます。

TeamEHIMEとの連携

2021年にまつやまを拠点とするプロスポーツ3団体と連携協定を締

結しました。協定を結ぶことで、より連携をとってまつやまを盛り上

げ、スポーツによる活性化を共に目指しています。

この他にも多くの事業を行い明るい豊かな社会を作るために活動しています。

JCI Matsuyama GUIDE BOOK

「個人の
修練（Training）
」
「社会への 奉仕（Service)」
「世界との 友情（Friendship）
」におき
「明るい豊かな社会を築き上げる」

3

拡大育成委員会委員長メッセージ

メンバーの声

④JCに求めるもの
⑤JC活動をして仕事に活かせたこと

新入会員メンバーの声

これからのまつやまを変えていきたい。
若い力でどんどん新しいことに挑戦したい。
想像で終わってしまっていることを実現したい。
そのすべてが出来るのが青年会議所です。

松本
入会

でも、入会してたくさんの友人が出来るにつれ

葵

2021.7

今まで浮かんでこなかった発想やチームでやる楽しさ、素晴らしさを感じることが出来ました。
会社の大きさや経済力は関係なしで、本気で語れる場所がこの青年会議所です。
僕は入会して４年が経ちましたが、たくさんの先輩や友人ができました。
入会してなかったら出会えなかった人もたくさんいます。こんなに濃い関係をつくることもなかったでしょう。
これからは僕たち若い世代が引っ張っていく時代です。本気で新しい事業に挑戦し、本気で楽しみたい。
このまつやまから、全国へ発信していきたい。

植西 剛大
入会

2021.3

青年会議所は失敗しても良いんです。ドンドン新しいことに挑戦して良いんです。
このパンフレットを見ていただけているということは、青年会議所との出会いがあったということです。
一緒にまつやまを、日本を変えていきませんか？

①人と会う機会が増え、
会社や経営について同じ悩みを共有することが出来る人と出会えることができました。また、
自分が地元のために何ができるのか考えるようになりました。
②さまざまな形で地域のために貢献できることをうれしいですし、まつやまの未来について一緒に考えることができ
る先輩方や仲間と出会え、語り合えることが楽しいです。
③まつやまが元気に明るくより良いまちになるよう、JCに求められているものが何なのか考えながら、地域の皆さ
まとともに挑戦しつづけていきたいです。やるなら、全力で。
④挑戦できる場所です。会社等の組織では取り組むことが難しいことも多いですが、JCであれば新しいこと、人に
感動を与えらるようなことに挑戦できる環境があります。活動していくことで少しでも地域に貢献し、恩返しする
ことができます。
⑤他社の取り組みや共通の問題点に関する解決策等、自分だけでは思いつかないようなことも同じような立場の同
志と相談しながら見出すことができました。経営者同士・働く者同士で同じような悩みを共有し、話し合えること
も魅力です。

現役メンバーの声

2022年度拡大育成委員会
委員長

①普段は一人で仕事をすることが多いのですが、JCに入会して事業や委員会にみんなで関わっていくことで、チー
ムで動くことの楽しさや良さを感じるようになりました。
②仕事にもJCにも前向きで志が高い方が多いので刺激になります。自分に出来ることを一つずつやっていくことの
大切さを感じました。
③JCI松山がおこなっている、さまざまな事業や委員会に積極的に参加していき、自分ができることを少しずつ増や
していきたいです。
④女性会員がもっと増えてほしいです。女性の声を少しでもJCI松山に反映させることで、地域により貢献できるよ
うになると思います。
⑤入会から間もないので、まだ活かせたとは言えないですが、新入会員カリキュラムで「議案書」について学んだ
ことで、漠然と行動するのではなく、なぜ・なんのために・どうするのか、しっかりと事前に計画することの大切
さを感じることができ、仕事にも活かしていきたいと思っています。

赤池 竜也
三原 鉄平
入会

2015.4

橋本 若菜
入会

2019.8

都子 大雅
入会

2020.1

①一番変わったと感じるのは人との付き合い方です。入会する前は仕事関係以外の人とほぼ関わらない状況で、自
分にとってメリットがあるかないかで人付き合いをしていました。入会して様々な人と関わることでこれまでの自
分の考え方の未熟さを痛感しました。
②いろいろな事業を構築するために、地域の方々とお話しをしたり、地域のことを調べたりしていると「まつやま」
の魅力を改めて感じます。この地で生きていく私たちにとって、故郷を好きになることがすごく大事な事だと感じ
ました。
③ほぼ全ての役職を経験させていただいたので、これまで得た経験や素晴らしさを多くのメンバーに伝えていくこと、
自分を成長させてくれたJCI松山にできる限りの恩返しをしたいです。
④近年は社会情勢的にも「まち」も「ひと」もどこか元気が無いように感じるので、そんな雰囲気を吹き飛ばす特
効薬になって欲しいです。
⑤仕事の進め方や社員への指導方法も変わりましたが、一番はグループ会社として二つの会社を起業できたことで
す。様々な業種の方と知り合いになったことで、やりたいと思ったことを実行できる人脈ができたことや、相談に
のってもらったり困った時に支えてくれる友達ができた事は大きな財産です。
①前向きな考え方が出来るようになりました。何かを始めるときに出来ない理由を考える方が得意だったように思う
のですが、入会後は出来る方法を考えるようになりました。
②先輩方がどんなことにも一生懸命に向き合っている姿を見て、私も何か力になりたいと思い自分の中で意識が変
わりました。一生懸命な姿は周りを変えるということに気づき、一生懸命になることの大切さを感じました。
③自分の中で決めていることはとにかく動くことです。積極的に動いて経験を重ねることで自分に足りない知識やス
キルが身につくと思っています。成長の機会を与えられたことに感謝し、さまざまな経験をしながら学びを得たい
と考えています。
④奉仕・修練・友情です。厳しい修練の中で助け合い、成長し合える仲間ができ、その仲間とともに大好きなまつ
やまのために汗をかく楽しさを感じています。これからも厳しくも愛のあるJCであってほしいです。そしてたくさ
んの同志とともにまつやまの未来を考えていきたいです。
⑤仕事に対して悩むことが少なくなりました。何かで困ったとき、不安になったとき、メンバーにはさまざまな職種の
プロフェッショナルがたくさんいます。まつやまのプロ集団がどんな時でも相談に乗ってくれてとても心強いです。
①JCでの活動時間を確保するために、仕事の方法を見直したり、時間を効率的に使えるように考えるようになりま
した。
②JCで活動しているときに、先輩方が様々な地域の魅力や問題点を探して事業につなげてくださるおかげで、自分
が住んでいるまちの魅力や問題に気づきました。普段の生活で接点がないことでも視野を広げていくことの大切
さを感じました。
③効率よく時間を使って、仕事・JCどちらにも全力で取り組んで自分だからこそできる活動をしていき活躍した
いです。
④これからの自分の社会生活や人生に役立つことを経験し、その経験を人のために活かしていけるような成長をし
ていきたいです。
⑤普段関わりのない他の職種・業界の話が聞け、刺激を受けて知識や興味につながります。さまざまな話をする機
会が増えたことで客先での世間話の幅が広がっていい関係性をつくることが出来るようになりました。

メンバー一同入会をお待ちしています

JCI Matsuyama GUIDE BOOK

僕も入会するまでは一匹狼で一人でやればいいやんって考えてました。
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①JC入会で変わったこと
②JC活動を通して感じたこと・考えたこと
③今後のJC活動への抱負
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JCI松山の事業と活動
松山春まつり・お城まつり

毎年４月に開催される松山春まつり（お城まつり）は、大名武者行
列が大街道から千舟町を練り歩き、ステージイベントなどで地域
の皆さまから期待されている事業です。

愛媛マラソン支援事業

愛媛の郷土料理である「いもたき」をランナーのみならず来場者
に振舞います。ランナーの皆さまの心に残る、特別な愛媛マラソ
ンを目指しています。

青少年育成事業

道後地区活性化事業

多くの地域の皆さまに、道後地域の魅力を発信する事業です。道
後に足を運んでいただき、道後の魅力に触れていただいています。

まつやま市民シンポジウム

市民と行政がともにまちづくりについて考え、行動につながるきっ
かけづくりの場として「まつやま市民シンポジウム」を開催してい
ます。

例会事業

JCI松山のクラブ紹介
じゃがいもクラブ

毎月一回例会を開催し、シニアと現役の交流
の場となっています。紳士的なふるまいやマ
ナーを身に着け、自身の成長にもつながりま
す。

釣りクラブ

年に８回程度、瀬戸内海を中心に船に乗って
釣りに行きます。瀬戸内海の豊かさを感じな
がら交流を深めています。

松山JCライダーズクラブ

日本ＪＣライダーズクラブに所属している、
オートバイをこよなく愛するメンバーが集ま
り交流を深めています。

サッカー部

県内外のＪＣと試合をしたり、フットサルを
したりしています。楽しみながらＪＣ内の大
会での上位進出を目指しています。

新型コロナウイルス感染症影響下での活動

マリンスポーツクラブ

パラオやハワイ、宮古島への遠征や、近海で
のダイビングを行っています。ダイビング以
外のさまざまなアクティビティにも挑戦して
います。

自転車クラブ

定期的な愛車自慢の懇親会や、グルメライド
を予定しています。自転車好きであれば誰で
も参加できます。

青松会

松山青年会議所では新型コロナウイルス感染症の影響下でも、まつやまのため
に自分たちに出来ることがないか考え、課題解決に向けて運動しています。そ
の時の状況にあった運動をすぐに実践できるのも青年会議所の特徴です。

委員会

メンバーは委員会に所属し、月に一度会議を行います。委員会の
任されている事業などの実施に向けて、アイデアを出しあいなが
ら、事業成功に向けて活動しています。
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毎月一回、さまざまなテーマが設定された例会を開催しています。
メンバーの学びの場や、交流の場として有意義な時間となってい
ます。

なでしこJC

男性の多いＪＣですが、女性メンバーもいます。女性ならではの
目線でＪＣ活動を行い、2か月に一度、女性メンバーが集まり意見
交換や交流を深めています。

2019年に発会した新しいクラブです。定期
的に茶道の稽古や茶会を開催します。おもて
なしの精神や侘び寂びを感じられる日本の伝
統文化を学んでいます。

JCI Matsuyama GUIDE BOOK

「わんぱく相撲まつやま場所」を、
「わんぱく相撲全国大会」の地
方予選として開催しています。相撲を通じて、様々な事を学ぶ場
として心豊かな青少年の育成を推進しています。
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