
理事長

竹井聡

副理事長

原田信也

副理事長

遠藤仁久

監事

糟谷敏美

直前理事長

宮崎寛康

監事

田中孝和

【組織改革委員会】

メンバー紹介

メンバー募集中
２０～４０歳までの青年が集まり、明るい豊かな日野を目指して活動し

ています。まずは、私達が企画運営している事業に遊びに来てください。
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藤田桃子

委員長

山下雅弘

副専務理事

内田滋之

副委員長

堀内馨士朗

委員

岡本ふみ

委員

菊池幸子

副委員長

上野要平

副委員長

飯野成路

委員長

畠山竜史

委員

加藤紅美

委員

荒川大輔

委員

小林拓也

委員

杉崎聡美

委員

本所英能

委員

和田眞吾

委員長

平 滋雄

委員

山口俊哉

委員

中澤敬

委員

高田慶太

委員

長友良樹

委員

宮崎雅也

委員

簗瀬圭宏

副委員長

小池孝範

委員

日野一紀

委員

田中友子

委員

岩崎愛子

副委員長

中村真吾

委員

加藤孝司

委員

島谷広則

委員

田崎紘典

委員

蛭田智也

委員

堀 修一郎

委員長

松田浩平

委員

矢澤まみ

副委員長

久島多門

委員

伊野雄二

委員

中嶋良樹

委員

真崎裕介

【拡大交流委員会】

【拡大交流委員会】 【子供の心向上委員会】

【子供の心向上委員会】 【地域力醸成委員会】

【地域力醸成委員会】

【地域力醸成委員会】 【周年事業推進委員会】

【周年事業推進委員会】
委員

山口亮太

委員

林 萍

団 欒
D A N R A N

1月例会 新年賀詞交歓会
2月例会 第84回定時総会
3月例会 公開討論会（中止）
4月例会 メンバー全員で感じよう！

拡大への熱き思い！！
5月例会 第5回わんぱく相撲日野場所
6月例会 立会演説会
7月例会 これまでの歩み、これからの歩み
7月第2例会 臨時総会
8月例会 日野まちづくりミニパーク2017
8月第2例会 日野JC門下の集い
9月例会 思い出せ！大人の自然体験

この指と～まれ！！！
10月例会 未来の仲間へ伝えよう 我々の想い
11月例会 第2回臨時総会
12月例会 来年45周年だヨ！全員集合！！
12月第2例会 地域力醸成セミナー

理事長挨拶

一般社団法人日野青年会議所
第４５第理事長 竹井 聡

日頃は、一般社団法人日野青年会議所の活動、運動にご理
解また、ご協力を頂きまして誠にありがとうございます。
本年のスローガンは、「志高く」をテーマに掲げ一年間活
動して参りました。「町が人を創るのでは無く、人が町を
創る」を思い、メンバーが一丸となって日野市の課題や、
問題に向き合い、青年だからできる事を創造して、実行し
てきました。人は、今日より明日、明日より明後日と日々
心豊かになりたい、幸せになりたいと思い生きていると思
います。ただし、思っているだけでは、形にはなりません、
想像し、実行し、検証し、反省をする。その繰り返しに
よって、明るい豊かな社会の実現に近づくのだと思います。
私達青年会議所のメンバーは、日々活動、運動を通じて学
び、成長をしております。青年会議所は４０歳で卒業です。
その為、４０歳までの時間の大切さ、人との出会いの大切
さ、思いの大切さを学べます。過去と他人は変わりません。
変われるのは、自分です。自分達が変われれば、必ず日野
も変わります。明るい豊かな日野を目指して、今後も日野
青年会議所メンバーが思いを込めて活動して参りますので、
ご支援、ご協力お願い申し上げます。

事 業 内 容



委員長挨拶

委員長 山下 雅弘
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当委員会は、日野青年会議所の継続的な発展を実現する為には、当会議所の組織はど
うあるべきか？という視点で、一年間、運営をしてまいりました。「事務局運営の見
直し」「中長期的な人材育成基盤の確立」「定款、各種規定に則した、組織運営の徹
底」など、地味ではありますが、組織の根幹となる改革に取り組んでまいりました。

２月例会「第８４回定時総会」～末を整え、志
を未来につなごう！～
「前年度ご協力頂いた、各種団体の皆様に感謝の気
持ちを伝える」という事をテーマに、関係団体の皆
様をお呼びして、プレゼン方式の事業報告を実施し
ました。

６月例会「立会演説会」～覚悟を決める刻～
当会議所がより発展する為に、次年度理事長選挙に
先立ち、立候補者の覚悟と政策を知る機会として、
立会演説会を実施しました。

『ひの選挙フォーラム２０１７』及
び『東京都議会議員選挙立候補予定
者公開討論会』
群雄割拠の「東京都議会議員選挙」に
おいて、有権者の主権者意識醸成と、
各候補者の政策の違いを明確にするた
め、ホンネの討論会を実施しました。

７月第２例会「臨時総会」
～志を次代につなぐ刻～
理事長選挙で選ばれた当選者
を「次年度理事長予定者」と
して承認する事、年度後半に
向けた補正予算を承認する事
を行いました。

１１月例会「第２回臨時総会」 ～歩み出そう、
つながりの一歩～
今年度最後の補正予算と、次年度予算の承認など、
年度終盤でありながら、重要案件の審議と、最後ま
で、会員一同、熱心な議論を行いました。



委員長挨拶

委員長 松田 浩平
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４５周年に先立ち、メンバー一人ひとりの気持ちと志を高め新しいことに挑戦し続け
る組織とする為に周年事業推進委員会は運動してまいりました。日野青年会議所はこ
れからも新しいことに挑戦していきます。２０１８年は４５周年です。今後ともご指
導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。

１月例会「新年賀詞交換会」～伝えたい。感謝
の心と我らの想い。～
協働へとつながる強固な関係性を築き上げることを
目的とし日頃より多大なるご協力を頂いている皆様
に感謝し、ひの煉瓦ホールにて賀詞交歓会を開催し
ました。理事長の所信表明と立食にて意見交換をさ
せて頂きました。

７月例会「これまでの歩み、これからの歩み」～
故きを温めて、新しきを知る～
未来を見定め組織の方針をメンバーが発信できるこ
とを目的として、日野市と日野青年会議所の歴史を
振り返り、未来に向けたディスカッションを行いま
した。

１２月例会「来年４５周年だヨ！全員集合！！」～想
いを共に～
７月例会を通して、家族との良好な関係に課題を見出し改
善することを目的として、メンバーのご家族に集まって頂
き食事とゲームを通して相互理解を深めました。

委員長挨拶

委員長 高橋 健
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本年度、拡大交流委員会委員長を務めました、高橋健と申します。当委員会では共に
運動する仲間を増やす為、多種多様な方と交流を深めてまいりました。これからも日
野青年会議所の発展と地域を盛り上げる為、共に運動する仲間と出会い続けていきた
いと思います。

４月例会「メンバー全員で感じよう！拡大へ
の熱き思い！！」
新たな仲間を増やすべく、メンバーの士気を高め
る事業を行いました。上田博和先輩を講師にお招
きし青年会議所で経験した事や、拡大運動の実例
などを学びました。

１０月例会「未来の仲間へ伝えよう 我々の想
い」
新たな仲間に日野青年会議所を知るきっかけとして、
事業を体験してもらいました。あいにくの台風では
ありましたが、農家様にご協力をいただき農地を見
学、その後日野市で作られた食物でパエリアを作り
食しました。事業を共に体験してもらう事により
「共に運動したい」と感じてもらえたと思います。
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委員長 畠山 竜史
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私達子供の心向上委員会は、未来に生きる子供達に我々大人が、仲間の大切さ、親の
有り難み、本気で触れ合い学んで行ってもらえるような事業を開催させて頂きました。
一年間通して感じた事は、我々大人は未来を生きる子供達の未来の事を真剣に考える
時間を作り、どんな形でもいいから子供達に教えて行く事が大切だと再認識しました。
そして私達の事業に御協力を頂きました、皆様には、心より感謝を申し上げます。

５月例会「第５回わんぱく相撲日野場所」
～豊かな心を育もう～
本大会は、日本の国技の相撲を通じて、挨拶もしっ
かり行う事、自分と他者と真剣に向き合い人への思
いやり・絆・感謝を感じていただき子供達の豊かな
心を向上してもらう事を目的に開催させていただき
ました。

９月例会「思い出せ！大人の自然体
験この指と～まれ！！！」～大人か
ら自然を楽しもう！～
本事業は、「大人」をターゲットとと
して、「遊び」を通じて、子供の気持
ちになり、子供の目線となってから、
子供の気持ち、子供を取り巻く環境、
子供の未来の事を真剣に考え、子供達
の豊かな発想力を育む土壌を醸成する
事を目的に開催しました。

委員長挨拶

委員長 平 滋雄
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まちの課題を解決していこうとする人間の醸成、いわゆる「地域力」の醸成を一年間
の目標としてきました。高い目標ですが、決して手を抜かないメンバーが一丸となっ
て活動してきましたので、今後のまちの動向にご期待ください。また、活動にご協力
いただきました方々には改めて御礼申し上げます。

８月例会「日野まちづくりミニパーク２０１
７」
地域活動への一歩を踏み出すことを目的として、日
野市内で活動している団体をお招きし、子供から大
人まであらゆる世代が楽しく地域活動を体験して学
べる機会を提供しました。

１２月第２例会「地域力醸成セミナー」～聞いた
ら最後、活動せずにはいられない！～
人とのつながりの素晴らしさを学び、参加者と共に
まちの課題や魅力を考え、実際に行動してみようと
グループを結成することで、改めて地域活動への一
歩を踏み出すことを目的として開催しました。


