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例会場／岡山市北区駅元町1-5 ホテルグランヴィア岡山
例会日／毎火曜日　12:30～13:30

理 事 ・ 役 員
2022．７～2023．６

週報
2022-2023年度国際ロータリーのテーマ

2022-2023年度国際ロータリー第2690地区のスローガン

ロータリーの素晴らしさを体感しよう！
2022-2023年度岡山北ロータリークラブのスローガン

新たな道

会員増強・退会防止（理事）� 高　畠　　　浩
広報（理事）� 永　山　雅　己
奉仕プロジェクト（理事）� 馬　場　幸　三
ロータリー財団（理事）� 谷　本　　　章
親睦活動� 髙　橋　茂　樹
プログラム� 杉　山　栄　洋
直前会長� 杉　本　康　成
次期会長� 岸　本　達　也

会　長（理事）� 廣　野　景　治
副会長（理事）� 皆　木　英　也
幹　事（理事）� 中　山　賢太郎
副幹事� 杉　山　栄　洋
会　計� 山　本　和　秀
S.A.A.（理事）� 牧　本　太　郎
副S.A.A.� 宮　井　　　宏

No.2546　2022．12．６．　　第 17 例会

本日のメニュー：ヘルシーランチ（洋食）
次回のメニュー：和食

「クラブ年次総会」
� 会長　　廣　野　景　治 会員
� 指名委員長　　磯　島　芳　樹 会員

「美術館の活動と陶芸の仕事」
　　陶芸家　加計美術館館長
� 　　児　島　塊太郎 様
� （総社RC）

スケジュール

次回12月13日のプログラム

13日㈫　12：30～例会：児島塊太郎様（総社RC）
20日㈫　�例会変更→25日
25日㈰　17：30～クリスマス家族夜間例会
27日㈫　例会取消し（定款第7条第1節）

12月　疾病予防と治療月間

３日㈫　例会取消し（定款第7条第1節）
10日㈫　18：00～第7回理事役員会
　　　　19：00～例会：新年互礼会＆新会員歓迎夜間礼会
17日㈫　例会取消し（定款第7条第1節）
24日㈫　12：30～例会
29日㈰　14：00～第10・11グループIM（Hグランヴィア岡山）
31日㈫　12：30～例会

１月　職業奉仕月間

　会員誕生日：磯島（理）、岸本、砂田、吉田君
　結婚記念日：髙橋、戸川君

12月のお祝い行事

出席の状況
　会 員 数　50名（出席免除者0名）
　　　　　　出席者数　24名
　　　　　　欠席者数　26名
　出 席 率　48.00％
　11月ホームクラブ平均出席率　48.5％

ゲスト
　公益社団法人　岡山青年会議所　第72代理事長　石井聖至様
　公益社団法人　岡山青年会議所　専務理事総務室　大森将平様
　6ロータリークラブ
　岡山東ロータリークラブ　幹事　和氣伸吉様
　岡山西南ロータリークラブ　幹事　松原龍之様
　岡山丸の内ロータリークラブ　幹事　佐藤研治様
　岡山北西ロータリークラブ　幹事　橘高正剛様

前回11月29日の例会記録



１．11月22日（火）開催いたしました「第1回IDM」並びに「会場移動夜間例会」には多くの
皆様にご出席いただきありがとうございました。

２．岡山東RCより写真展のご案内をいただきましたので回覧いたします。
３．次週12月6日（火）の例会は「クラブ年次総会」です。ご出席よろしくお願いいたします。
４．他クラブ週報を回覧いたします。

幹事報告

今年度6ロータリークラブ同期幹事様：本日は、6ロータリー同期幹事で、メークアップにこさ
せていただきました。よろしくお願い致します。

廣野君：岡山青年会議所石井理事長様、大森専務理事様、お忙しい中本日はありがとうござい
ます。

　　　　一年間の想いをしっかりと聴かせていただきます。
　　　　６ロータリー同期幹事の皆様、ようこそ。お酒の飲めない中山幹事が大変お世話に

なっております。今年は事務局の移転もあり、大変ですがよろしくお願いします。
皆木君：石井様の卓話を楽しみにしています。
中山君：石井理事長ご来訪ありがとうございます。本日は卓話よろしくお願いいたします。
　　　　6RC幹事の皆様ご来訪ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。
杉山君：公益社団法人岡山青年会議所石井理事長、本日は卓話を楽しみにしております。

宜しくお願いします。
伊藤君：石井理事長の卓話に感謝いたします。
前田君：私と妻が作ったミニバスチームが7年ぶりに県大会優勝しました。
　　　　3月の全国大会に向けて今がんばっています。
高畠君：3年ぶりに開催された沖縄本島一周400kmサバイバルランへ参加して、今回も

無事にGOALする事が出来ました。10kg位やせてガリガリです！
永山君：石井理事長、大森専務理事�本日はようこそ北ロータリーへ。
　　　　広報委員長として、しっかり写真とらせていただきます。
磯島（慈）君：岡山青年会議所石井理事長�本日のすばらしい講話を楽しみにしています。

よろしくお願いします。
牧本君：石井様のご来訪、感謝いたします。卓話たのしみにしています。
　　　　6RC幹事会の皆様、岡山北RCへようこそおこしくださいました。
宮井君：（東・西南・丸の内・北西）6RC同期幹事の皆様のご来訪感謝いたします。
　　　　岡山JC石井理事長、大森専務�卓話ありがとうございます。

Ｓ．Ａ．Ａ．

会長挨拶
　本日のプログラムとして、岡山青年会議所の石井理事長と大森専務様をお迎えしての卓話。
実は先週からご一緒させていただく機会も多く、一年間やりきった感の笑顔を拝見しており
ます。公益社団法人として取り組みをお話しいただけると思います。
　また、中山幹事と同期の6ロータリ－幹事会の皆様、ご来訪ありがとうございます。事務局
の移転などで大変かと思いますが、よろしくお願いします。
　先週はIDMと夜間例会と言うことで、講師を務めていただい
た角南会員には、大変お世話になりました。ロータリ－の歴史

と共に今後検討していく奉仕プロジェクトについて参考となるお話をいただきました。
　今年の6月に日本記念日協会加瀬代表理事に卓話をいただいたおりに、記念日がある
ことの意義をお話しいただき、大切な結婚記念日などもそうですが、活動やイベントの
きっかけとなることのお話をしていただきました。
　2月8日の創立記念日には何らかの形で社会奉仕事業を開催したいと考えております。
皆様のご協力をよろしくお願いします。

出席報告

幹事報告

オンライン参加
ありがとうございます

6ロータリークラブ
幹事の皆さんと

岡山JC石井理事長
大森専務理事様と



裏面へ続く

　本年度、強い使命感をもって、理事長所信に基づいて取り組んだ事業を紹介い
ただきました。継続事業だけでなく、新たな取り組みへのチャレンジは、まさに
岡山青年会議所らしい勇気と情熱をもった取り組みでした。

理事長所信
・こども達に「夢」と「希望」を！
　地域の宝である子どもたちが明るい未来を創造できる事業を実施
・同世代から一目置かれるカッコいい存在に！
　拡大活動を行う上で、同世代からの見られ方を意識した事業を実施
・郷土おかやま、祖国日本への誇り！
　郷土愛、愛国心の醸成につながる事業を実施

公益社団法人岡山青年会議所　第72代理事長　　石　井　聖　至 様�

「岡山青年会議所について」

スローガン

ロゴマーク

2022 岡山青年会議所 スローガンとロゴマーク

④

公益社団法人岡山青年会議所
2022年度 活動報告

①

2022 岡山青年会議所 主な事業

＜日時・開催場所＞
日時：２０２２年５月４日（水）
場所：おりんぴあどりーむ（フェリー名）

200名参加

＜概要＞厚生労働省が実施した調査で、「相対的に貧困の状況にある子どもの割合を表した指標」（２０１８年）によると、日
本の子育て世帯のおよそ７世帯に１世帯が相対的貧困状態にあることがわかっています。食べ物や教育の格差以外にも、補助金で
はサポートできない情報と体験の格差に問題がある現状があります。本事業は、体験活動を通じて、行政、参加企業と密接に関り、
体験の格差と情報の格差があることを認知していただき、食事や教育などの事柄以外にも必要なことがあることを知っていただく
ことを目的としました。
５００人乗りフェリーの「おりんぴあどりーむ」を活用し貸切りにすることで、普段できないアトラクション（操縦室の閲覧）や
船上でのクラシックの生演奏などを体験いただきました。新聞やテレビ等のメディアに活動を取り上げていただき、「体験の格
差」「情報の格差」の問題を広く世間に認知していただいたと共に、困難な状況から脱出できるように行政の取り組みもお伝えし、
行政にも現在の状況等を報告させていただきました。

【事業名】親子で瀬戸内クルーズ

＜連携企業・団体＞
ＮＰＯ法人チャリティーサンタ

⑦

①こども達に「夢」と「希望」を！

地域の宝である子どもたちが明るい未来を創造できる事業を実施

②同世代から一目置かれるカッコいい存在に！

拡大活動を行う上で、同世代からの見られ方を意識した事業を実施

③郷土おかやま、祖国日本への誇り！

郷土愛、愛国心の醸成につながる事業を実施

【理事長所信】

⑤

青年会議所（ＪＣ）とは？

20歳から40歳までの青年経済人によって

『修練』『奉仕』『友情』という三信条のもと、

『明るい豊かな社会の実現』を目指す青年団体、それが青年会議所

（JC）です。

世界中に広がる青年会議所

1951年に日本青年会議所は国際青年会議所（JCI：Junior Chamber 

International）に加盟致しました。国際青年会議所は1944年に設立さ

れ、現在は世界100カ国以上、メンバーはおよそ20万人、OBは250万人以

上という組織です。麻生太郎第92代内閣総理大臣を初め、アメリカ42代

大統領ビル・クリントンも青年会議所のOBです。その他多くのメン

バー・OBが世界中で活躍しています。

青年会議所について

②

2022 岡山青年会議所 主な事業

＜日時・開催場所＞
日時：第１回・２０２２年５月１８日（水）

第２回・２０２２年１１月９日（水）
場所：杜の街グレース オフィススクエア

180名参加

＜概要＞現在、日本は将来の予測が困難な変化の激しい時代に突入しており、ＡＩやＤＸ等の技術革新が急激に進化しています。
また労働力の担い手となる働き世代の人口減による経済成長の阻害が問題視されています。こうした中、郷土おかやまの経済発展
を率先していく経済人として、時勢に合わせた変化に対応し、新しい価値を取り込み創造していく必要があります。
その改善案として「ＤＸセミナー」を開催いたしました。巷で話題のＤＸについて学びの機会を得るとともに、これからの岡山経
済界を引率していく岡山青年会議所メンバーとの接点をもつことで人脈を広げてもらい、郷土おかやまの経済人として新たな価値
を取り込み、社業発展へのきっかけにつながることを目的といたします。
計２回のセミナーを通じて、岡山の次世代経営者・リーダーである岡山青年会議所メンバーまた一般市民に御参加いただき、サ
ポート事例や活用方法をご講演していただくことで、幅広い業種へアプローチすることができ、ＤＸの知識を深める効果が得られ
ました。

【事業名】ＤＸセミナー

＜連携企業・団体＞
岡山市
株式会社ハル技術研究所

⑧

2022 岡山青年会議所 主な事業

＜日時・開催場所＞
日時：２０２２年１月１２日（水）
場所：岡山国際ホテル

＜概要＞
特別会員・現役会員合同新年式典において、公益社団法人岡山青年会議所として新年のスタートを祝う場を設営
し、理事長以下２０２２年度公益社団法人岡山青年会議所の体制、及び、所信の発信を行い、特別会員及び各地
会員会議所、行政へ継続して事業の拡大を行うための理解と協力を得る場となります。また、２０２２年度の新
会員を紹介するなかで公益社団法人岡山青年会議所に新たな仲間ができた喜びを共有し会員相互の更なる決意と
団結力を培う場となりました。

【事業名】特別会員・現役会員合同新年式典

⑥

岡山青年会議所ってどんな団体？

岡山青年会議所とは「明るい豊かな社会の実現」を目的とし、次代を担

う青年経済人（２０歳～４０歳）が所属しており、おかやまに住み暮ら

す人々や子ども達の笑顔のために活動を続けている団体です。

１９５１年に設立した岡山青年会議所は７２年の歴史を持ち、全国に約

７００ある青年会議所の中でも９番目にできた非常に歴史のある青年会

議所です。

「郷土岡山のあやまりなき再建」を設立趣意に掲げ、青少年育成事業、

まちづくり事業、また、教育関連事業、行政支援事業など、その年の理

事長所信に基づき各種委員会が組織され、社会貢献活動を行っています。

岡山青年会議所について

③

2022 岡山青年会議所 主な事業

＜日時・開催場所＞
日時：２０２２年５月２２日（日）
場所：ＩＰＵ・環太平洋大学

300名参加

＜概要＞スポーツ庁の「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果によると、児童の１週間の運動時間の減少や運動能力の
低下について深刻な状況が見て取れます。また、岡山市が掲げる「岡山市スポーツ推進計画」にある調査結果によると岡山市民の
生涯スポーツ環境満足度は非常に低く、その要因として「時間がない」に続き「きっかけ・場所・施設がない」という結果が出て
います。こどもの頃から様々なスポーツに触れ、こども達が自分の能力を知り、夢を持ち、心身ともに健全に成長できる環境づく
りが求められています。
本事業は、こども達が自らの身体能力や適切なスポーツを知るきっかけや機会を提供することで、青少年の健全な成長に繋げます。
また、体験し、触れ、感じてみることで新たな発想や夢が持てるような事業を構築することで、こども達の可能性を広げ、才能を
発掘する一助となることでおかやまの魅力向上と持続的な発展につながることを目的とします。
ＩＰＵ・環太平洋大学第１キャンパスにて｢キッズスポーツパーク２０２２｣の事業を行いました。当日は気候も良く絶好のスポー
ツ日和となり、様々なスポーツを体験することでこども達の笑顔が溢れる素晴らしい事業となりました。

【事業名】キッズスポーツパーク２０２２

＜連携企業・団体＞
ＩＰＵ・環太平洋大学

⑨



�
会報委員会：永山雅己、堀川洋子、難波佳那、髙取　新

2022 岡山青年会議所 主な事業

＜日時・開催場所＞
日時：２０２２年６月４日～２０２２年７月２３日
場所：ＩＰＵ・環太平洋大学第１キャンパス
70名参加

＜概要＞
私たちの住み暮らす地域における若年層の人口は減少し、働き手の確保が困難である等地域経済の先行きは不透明な状況にありま
す。地域経済の継続的な発展には、柔軟な発想力や価値観を活かし、地元に根ざして働く、次世代を担う能動的な人材を育成して
いかなければなりません。
近い将来の地域経済を担う若者がいかなる状況においても柔軟な発想力や価値観を持ち能動的に働き稼げる人材に成長すること、
また、若者が地元企業の魅力（企業価値など）を再認識し、おかやまで働き活躍したいと思う気持ちを醸成することで、ひいては
持続可能な地域経済の発展の寄与につなげることを目的とします。
岡山県内の大学に通う大学生を対象として、「シゴトカレッジ２０２２」が７月２３日（土）までの計５回開催されました。岡山
青年会議所の会員企業８社に対して、実際の企業の企業価値や生の経営理念を学び、分析したことを踏まえ、今後企業が挑戦でき
る事業をプレゼン形式で提案・発表しました。

【事業名】シゴトカレッジ２０２２

＜連携企業・団体＞
ＩＰＵ・環太平洋大学

⑩

2022 岡山青年会議所 主な事業

＜日時・開催場所＞
日時：２０２２年７月１日 ～ ２０２２年８月３１日

場所：岡山県内全域

＜概要＞
おかやまでは２０１１年以降、転出超過が続いており、地元おかやまへの帰属意識の希薄化が進んでいます。全
国魅力度ランキングも３５位（２０２１年度）と低迷しており、我々岡山市民がおかやまの魅力や地域の魅力的
な場所、歴史をまだまだ知らない現状があります。
おかやま市民が自分のまちを良く知り、地域の一員である事を自覚する機会を提供する事で、郷土おかやまを誇
りに思う道徳心の醸成を目的とします。
本事業は夏休み期間中に広域観光アプリ「桃太郎外伝 鬼詣 岡山見聞録」にて、岡山県内の魅力的な場所やパ
ワースポットを巡り、その場所の歴史や魅力を知っていただきました。

【事業名】再発見おかやまディスカバーウォーク２０２２

＜連携企業・団体＞
株式会社山陽新聞社
岡山市教育委員会

⑬

2022 岡山青年会議所 主な事業

＜日時・開催場所＞
日時：２０２２年１０月１日（土）
場所：岡山理科大学 200名参加

＜概要＞
文部科学省の調査では日本は諸外国と比較して将来志向の意識が持てず、将来よりも今しか捉えられない視野の狭いこども達が多
い結果がでています。その原因として知育優先の考え方に基づき、青少年期における遊びや様々な体験の意義を軽視し、幼児期等
からひたすら知識を詰め込む教育を行ってきているからです。そういった様々な体験やワクワクする時間を過ごす時間の少ない日
本のこども達は将来に対する夢や希望を持ちにくくなっている現状があります。
郷土おかやまのこども達に学校では学ぶことのできないような未知の世界を体験してもらうことで、好奇心を掻き立て自分の将来
に希望を持てる夢あふれる人財を育成することを目的とします。
岡山県内の小学校高学年から高校３年生までの５００名（保護者２００名）を対象に、岡山理科大学にて宇宙にまつわる講演会、
宇宙環境の疑似体験等を実施しました。
こども達が宇宙という遠い世界を身近に感じ、夢を持てる事業を実施する事で郷土おかやまから世界へ羽ばたく人財の育成に寄与
する効果を得られました。

【事業名】キッズスペースパーク

＜連携企業・団体＞
岡山理科大学
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
（ＪＡＸＡ）
他諸団体

⑲

2022 岡山青年会議所 主な事業

＜日時・開催場所＞
日時：２０２２年９月１５日（木）
場所：岡山国際ホテル

＜概要＞
岡山青年会議所は津山青年会議所のスポンサーＬＯＭであり、それぞれの地域の発展のため、長きに渡り交流を深めることでメン
バー同士の友情と成長を培ってきました。しかしここ数年、新型コロナウイルスの影響により、青年会議所で志高く精力的に活動
を行っているメンバーが集い、多くの情報を共有し議論する場を設ける事が出来ていませんでした。
共に活動する地域において更なる活躍ができるようにお互いの状況や情報を共有し、参加していただいた方々の懇親を深めＬＯＭ
を超えた絆を育む為の機会提供を目的としました。
当日は多くの会員に参加いただき、活動状況・手法・効果などの意見交換をすることで今後のまちづくり活動をより質の高いもの
にすること、普段顔を合わせることのない他ＬＯＭの品格溢れる人物との交流は参加メンバーに刺激を与え、ひとづくりにおいて
も次代を担うリーダーの育成に繋がる効果を得られました。

【事業名】第４８回一般社団法人津山青年会議所・公益社団法人岡山青年会議所交歓会

＜連携企業・団体＞
一般社団法人津山青年会議所

⑯

2022 岡山青年会議所 主な事業

＜日時・開催場所＞
日時：２０２２年１２月１９日（月）
場所：岡山市役所

＜概要＞
我々人間は動物（ペット）と互いに共存しながら生きてきました。しかしながら現代社会におけるペットとの生
活は多くの問題、課題を抱えています。殺処分に繋がる飼育放棄、多頭飼育崩壊、そうした問題からなる野良犬、
野良猫の増加。また悪質なブリーダーによる動物の商品化、そして殺処分への負の連鎖。我が国日本では毎年１
０万匹以上の犬、猫が殺処分されています。
地元岡山では殺処分ゼロの取り組みを達成しておりますが、この活動が多くの市民に周知されていないという現
状があり、そこで我々は岡山市と県獣医師会との連携協定を結び継続的な殺処分ゼロに向けての取り組みを行い
ます。

【事業名】岡山の誇る道徳心、命の尊さ～殺処分ゼロ運動～

＜連携企業・団体＞
岡山市保健所衛生課動物係
公益財団法人 岡山県獣医師会
他諸団体

㉒

2022 岡山青年会議所 主な事業

＜日時・開催場所＞
日時：２０２２年６月２６日 ～ ２０２２年１０月３０日
場所：学芸館高等学校所有田

株式会社いぶき所有畑
200名参加

＜概要＞
都市化、情報化の進展と共にこどもの自然に触れる体験が減少し、また地域コミュニティの衰退により他者との関りも乏しくなる
事でこどもを取り巻く環境が大きく変化してきています。幼少期の体験が与える影響力は大きく、こどもたちが個別的、閉鎖的な
状況に陥る事で、基本的な生活習慣や態度、他者との関わり方、自制心や耐性、規範意識の低下により親子関係や基本的道徳観の
醸成にも課題が生じている現状があります。
日本古来より培ってきた「自然に感謝し、畏敬の念を持つ」道徳観を次世代を担うこどもたち伝えていくことと同時に、親子が共
に学ぶ機会を創出することで、家族の絆や基本的道徳観の醸成を目的とします。
岡山学芸館高等学校様、株式会社いぶき様所有のファームにて田植えから野菜の収穫、稲刈りを行う事業を展開しました。計３回
の農業体験を通じて自然への感謝や畏敬の念を持つという道徳観を学び、家族の絆や家庭倫理の醸成する効果を得られました。

【事業名】わくわくファーム２０２２

＜連携企業・団体＞
岡山学芸館高等学校

⑪

2022 岡山青年会議所 主な事業

＜日時・開催場所＞
日時：２０２２年８月２０日（土）

２０２２年８月２１日（日）
場所：岡山市内各所

＜概要＞
新型コロナウイルスという未曾有の感染症が発生してから２年間、おかやま郷土の祭りである「うらじゃ」も感
染拡大の憂慮から中止を余儀なくされていました。
このたび行政、他団体、地元企業と協力し、感染症対策を十分行うことで複数の演舞場での演舞や市役所筋パ
レード、総おどりを開催することができました。岡山市民の皆様とともに育ててきたおかやま郷土の祭り「うら
じゃ」の火を絶やすことなく、また「共生と融和」の原点に立ち返り、新たな時代に即した「うらじゃ」を創り
あげることで、郷土の祭りへの想いを深めていただけました。

【事業名】第２７回うらじゃ２０２２

⑭

2022 岡山青年会議所 主な事業

＜日時・開催場所＞
日時：２０２２年１０月１２日（水）
場所：おかやま未来ホール 200名参加

＜概要＞
新型コロナウイルスの流行により、私たちのライフスタイルも変革を余儀なくされました。大きな不安の中で新しい生活環境に順
応できた人もいれば、今でも大きな不安を抱いている方々もいます。今後も直面する様々な災害の中で、一人ひとりが新たな社会
に順応するために、現状を打開し進んでいく思考、また危機に直面したときどう考え対応するべきか市民に波及していく機会はそ
れほど多くありません。
一人でも多くの市民が、新しい生活環境に順応し、現状を打開していくための思考を身に付けるための機会、また災害の少ないこ
こ岡山の地の利を今一度再認識し、日本全体にとって岡山の役割がどうあるべきか考える機会を創出することを目的とします。
おかやま未来ホールにて市民公開例会を実施しました。岡山青年会議所現役会員と市民の皆様に新たな気付きを得ていただくと共
に、岡山青年会議所が実施する地域に向けた活動を多くの市民の皆様に認知し共感していただくことにより、岡山青年会議所のブ
ランディングに繋がりました。

【事業名】市民公開例会

⑳

2022 岡山青年会議所 主な事業

＜日時・開催場所＞
日時：２０２２年９月２１日（水）
場所：岡山国際ホテル

＜概要＞
特別会員と現役会員が相互に親睦を深め、交流する機会は多くありません。特別会員の皆様に岡山青年会議所の活動にご理解、ご
協力をいただくことは、青年会議所活動にとって必要不可欠です。不安定な情勢のため流行を意識し、これまで紡いできた不易を
継承することが難しくなっています。
事業目的（共益）：本事業は特別会員の皆様に本年を含め過去３年間で取り組んでいる活動をご理解いただき、親睦を深める中で
受け継がれる伝統を学び、特別会員の皆様の豊富な経験や見識を身につけ成長し、互いの絆を強固なものにすると共に、本事業を
通じてなかなか一堂に会することのできない特別会員同士も絆を深めることを目的としました。
当日は平日にも関わらず多くの特別会員の方々に御参加いただきました。３年の空白の間に入会した会員の紹介や事業報告を行い、
改めて特別会員と現役会員が相互に確認し絆を深め合う素晴らしい事業となりました。

【事業名】特別会員・現役会員合同例会及び懇親会

⑰

①新聞掲載 13回

山陽新聞様

②TV放送回数 7回

岡山放送様、山陽放送様、テレビせとうち様、西日本放送様

③地域情報誌掲載 5回

VISION岡山様、PLUG様

【広報活動実績】

④SNS発信

岡山JC公式アカウント43回

理事長アカウント25回

FaceBook、Instagram、Youtube
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2022 岡山青年会議所 主な事業

＜日時・開催場所＞
日時：２０２２年７月３日（日）
場所：犬島
30名参加

＜概要＞
近年、ＶＵＣＡと呼称される多様性や変動性の高い時代の中で、オンラインやＹｏｕＴｕｂｅなどを利用したセ
ミナーや教育などが広く実施されてきております。実際にＮ高校などをはじめ、リアルの学校だけではない教育
の形も生まれております。今後、より教育というものに対しても多様性が求められることが予測されますが、現
在の義務教育を中心とした学校教育では対応がしきれていない現状があります。
本事業では岡山市で唯一の有人離島である犬島を舞台とし、小学生（高学年を対象）の子供たち６０名を対象に
学びの場を創出することで、未来を担う子供たちに学校では体験や認識のできない日本社会の課題や現状を感じ
てもらい、岡山のまちに対しても同じ視点で考えてもらうことで郷土愛を醸成し、将来のまちづくりを担うこど
も達を希望に満ち溢れた人財に育てることを目的としました。
当日は子供たちを中心に様々なプログラムに参加いただき、岡山ひいては日本全体が抱える問題に対する認識を
深めることができました。本事業を通じて子供たちが社会問題を感じるきっかけに繋がる効果がありました。

【事業名】未来へと繋がるこども塾～まちづくり編～

＜連携企業・団体＞
ベネッセコーポレーション

⑫

2022 岡山青年会議所 主な事業

＜日時・開催場所＞
日時：２０２２年８月２０日（土）
場所：岡山市内各所

＜概要＞
新型コロナウィルス感染拡大により、様々な行事・イベントの中止が余儀なくされ、地域のお祭り、学校の運動会、さらには郷土
岡山の経済団体もそれぞれの活動が中止また縮小しています。岡山市内においては緊急事態宣言や蔓延防止等重点措置の度重なる
適用で、不要不急の外出規制により、まちは疲弊している現状があります。また、まちを盛り上げる行事やイベントを実施してい
た行政や企業や団体なども、単体では開催が難しい状況にあります。
まちが疲弊している今だからこそ地域の発展を思い、それぞれの団体がベクトルを合わせた事業を行うことで、前例のない規模感
での事業を行うことができます。前例のない規模感での実施により市民に強く夢と希望を与え、皆が明日への期待をいだき、地域
の活性化につなげることを目的とします。
当日、岡山市内１０カ所で一斉にサプライズ花火を上げました。花火会場は岡山市内１０カ所に分散し、１０カ所約１５分（各１，
０００発以上、合計1万発程度）で打上げました。本事業を通して市民の方々に夢と希望を与え、皆が明日への期待をいだき、地
域の活性化に繋がっていく効果が得られました。

【事業名】岡山の空を照らす大花火連携プロジェクト

＜連携企業・団体＞
岡山商工会議所青年部
岡山県商工会 連合会

⑮

2022 岡山青年会議所 主な事業

＜日時・開催場所＞
日時：２０２２年１１月５日（土）１１月６日（日）
場所：岡山髙島屋屋上 150名参加

＜概要＞
国土交通省では、内閣府地方創生推進事務局も連携し、地方都市においてコンパクトシティの取組と、より都市の魅力の向上を図
る取組を一体として、コロナ禍を踏まえた「新たな日常」にも対応しつつ、歩いて暮らせるゆとりとにぎわいあるまちづくりの実
現を目指しています。
今岡山市の中心部へは、人の流れが増えつつある状況です。しかしながら、それは企業による新たな施設や店舗の登場が主たる要
因となっており、地域で暮らす市民や団体発信の取り組みはまだまだ多くない現状があります。
本事業は、岡山の中心部で若者が新しい今の時代にあった事業を行うことで、まちに暮らす市民や若者を鼓舞し、今後、中心部で
市民や若者発信の大手企業に負けない事業構築の起爆材になり、持続可能なまちづくりに繋げることを目的としました。
髙島屋の屋上にテントサウナを設置し、岡山での開催事例のない事業をして集客することで、コロナ禍で減少傾向にある事業の先
駆けとなり、今後事業が開催しやすい環境を作ることで、まちに活力を与え、地域活性化に繋がる効果を得られました。

【事業名】岡山市民活力化計画

＜連携企業・団体＞
岡山高島屋

㉑

2022 岡山青年会議所 主な事業

＜日時・開催場所＞
日時：２０２２年９月７日（水）

２０２２年１０月１１日（火）
１０月２４日（月）、１１月７日（月）

場所：岡山国際ホテル 200名参加

＜概要＞
時勢に合わせた変化が必要とされている中、見た目と心の違いに悩まされている人が増えてきています。男女の平等やＬＧＢＴＱ
という新たな性の存在を社会が受け入れることが必要ですが、受け入れる側の経営者が理解を深めなければ環境は変わりません。
持続可能な地域を創るには、先ずは知ること、次に新たな価値観を受け入れ理解を深める必要があります。
ＬＧＢＴＱという新たな性で悩む方が増える中、働く環境はなかなか変わっていません。性の平等やＬＧＢＴＱという新しい性の
存在を受け入れるには、受け入れる側の企業が先ずは知ること、そして理解を深めることで、それを受け入れる社会を目指します。
そして、行政、経済団体と連携し、多様性を認め格差をなくし、働く環境を整える人材を育成することを目的とします。
本事業は、セミナーを通してＬＧＢＴＱを理解し、ジェンダー格差を無くしていくための活動や事業に取り組んでいくことで、多
様性を受け入れ持続的な文化となることを目的する事業になります。
当日は多くの方々に御参加いただき、講座、セミナーを通してＬＧＢＴＱを理解し、ジェンダー格差を無くしていくための活動や
事業に取り組んでいくことで、多様性を受け入れる社会性の構築していく効果が得られました。

【事業名】社会における多様性への理解と価値観の共有

＜連携企業・団体＞
岡山市
一般社団法人岡山県商工会議所連合会
他諸団体

⑱

①新聞掲載 13回

山陽新聞様

氏名 安 部 真 良
生年月日 1983年 6月 20日
勤務先 株式会社山脇山月堂
役職名 代表取締役社長
所在地 岡山市中区桑野708-1

【学歴】
2002年 3月 香川誠陵高等学校 卒業
2005年 3月 産能短期大学 卒業
【職歴】
2007年 4月 株式会社山脇山月堂入社
2017年 4月 同社 専務取締役 就任
2022年 6月 同社代表取締役社長就任

【2023年度 第73代理事長予定】
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