
公益社団法人 日本青年会議所 中国地区 広島ブロック協議会

第５０回
広島ブロック大会 in ＫＵＲＥ

STARTING POINT ～つながりが広島の未来を変える～

大会ＷＥＢガイド



大会タイムスケジュール

• ブロック大会 式 典 １０：３０～１１：５９

• ブロック大会 会員拡大褒章事業 表彰式 １１：０９～１１：１５

（式典内にて実施します）

• ブロック大会 組織改革フォーラム① １１：１５～１１：３０

（式典内にて実施します）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

• ブロック大会 組織改革フォーラム② １３：００～１４：１５

（詳細は９ページをご確認ください １２：３０より入室可能）

• ブロック大会 ニューレイヤー拡大セミナー １５：００～１６：５５

（詳細は１０ページをご確認ください １４：３０より入室可能）

大会特設ページ
https://kure-jc.or.jp/50thblockcouncil

https://kure-jc.or.jp/50thblockcouncil




• 広島県知事 湯崎 英彦 様

皆様には日頃から、「修練」、「奉仕」、「友情」の３つの信条
のもと、明るい豊かな社会の実現に御貢献いただいており、深く敬
意を表する次第でございます。

さて、県内でも新型コロナウイルス感染症による深刻な影響が生
じており、本県も、感染拡大の防止と社会経済活動の両立に向けて、
様々な取組を実施しておりますが、こうした取組を進めるには、地
域から愛され、柔軟な発想と行動力に優れた、次代のリーダーとな
る皆様の御活躍が不可欠でございます。

こうした中、「ＳＴＡＲＴＩＮＧ ＰＯＩＮＴ ～つながりが広島
の未来を変える～」との大会スローガンのもと、新しい時代を担う
皆様が連携と絆を深めつつ、研鑽を積まれることは誠に意義深いこ
とと存じます。

皆様におかれましては、この大会を契機に、地域社会における新
たな価値の創造に向け、一層の御尽力を賜りますようお願い申し上
げます。

結びに、広島ブロック協議会の今後益々の御発展と、皆様の御健
勝を祈念いたしまして、お祝いの言葉といたします。



• 呉 市 長 新原 芳明 様

日本青年会議所中国地区広島ブロック協議会の第５０回広島ブ
ロック大会ｉｎ呉の開催をお慶び申し上げます。

広島ブロック協議会におかれましては、１９７１年の発足以来、
地域の環境や教育をはじめ、広く地域社会の発展に貢献してこられ
ました。あらためて、皆様の奉仕精神、行動力に敬意を表します。

さて、呉市は現在、平成３０年豪雨災害、新型コロナウイルス、
日本製鉄の休止発表など厳しい状況にあります。このピンチをチャ
ンスに変えるため、「呉駅周辺地域総合開発」などを起点とし、最
先端の情報通信技術を活用したまちづくりを進め、人と人との出会
いや交流を生み出し、女性や若者の夢を叶えてまいります。そして、
東京一極集中からの脱却のためのモデル都市となります。

呉青年会議所の皆さまにも一緒に取り組んでいただきますよう、
また、各地区の青年会議所の皆様にも応援していただきますようお
願いします。

最後に、日本青年会議所中国地区広島ブロック協議会の益々のご
発展と、会員の皆様の益々のご健勝・ご活躍を祈念しまして、お祝
いの言葉とさせていただきます。



• 公益社団法人 日本青年会議所

中国地区協議会 会長 末河 聡 君

公益社団法人 日本青年会議所中国地区広島ブロック協議会に
て、第５０回広島ブロック大会が開催されますこと、心よりお祝
い申し上げます。

本年、「STARTING POINT ～つながりが広島の未来を変え
る～」をスローガンに、呉青年会議所のもと田中会長の掲げる基
本方針が大きく実り、強固な組織へと昇華されることを祈念する
次第です。

これからアフターコロナ、ウィズコロナにそなえて私たち青年
が何をしていかなくてはならないか。地域の産業、雇用の創出、
維持を図り、今まで以上に持続可能な地域にすることが出来るか
真剣に考え、議論し立ち向かっていかなくてはなりません。そん
な中でブロック協議会が持つ意味合いはますます多くなっている
と感じます。

本大会を迎えることが出来た広島ブロック協議会の今後の更な
るご発展と、会員の皆様のご健勝とご活躍を祈念申し上げ、お祝
いのご挨拶とさせていただきます。



• 第５０回 広島ブロック大会ｉｎ呉

主管ＬＯＭ 公益社団法人 呉青年会議所 第６８代 理事長 白井 祐哉 君

平素より、公益社団法人呉青年会議所の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、第５０回の記念すべき

広島ブロック大会を我々呉青年会議所が主管させて頂くこと、大変光栄に思います。

呉市は、瀬戸内海に面する陸地部と、倉橋島や安芸灘諸島などの島しょ部で構成される気候温和で自然環境に恵まれたまちです。そ

の陸地部と島しょ部は、架橋により陸続きとなっており、そして瀬戸内海で最も長い約３００Ｋｍの海岸線を有しています。また、１

８８９年に呉鎮守府が開庁して以来軍港都市として発展してきた歴史を持ち、大和ミュージアムやてつのくじら館（海上自衛隊呉史料

館）など関連する観光資源も多くあります。さらに近年では、呉を舞台とした映画が多数公開され、いわゆる「聖地巡礼」の地として

の盛り上がりをみせています。

本大会では、是非ともこの呉の地にお越しいただき、このような呉の魅力を体験していただきたかったところですが、皆様の健康と

社会情勢を鑑み、インターネット上での開催となりました。

今年度、広島ブロック協議会は「変革を加速せよ」というスローガンのもと活動をスタートされました。否が応でも「変革」を求め

られることとなった本年ですが、反面、「それでも変えるべきではないところはどこか」「青年会議所として大切なものは何か」とい

う本質を探究する年でもあったように思います。

本大会も、オンライン開催という従来にないカタチにチャレンジしながらも、大会スローガンにある「つながり」を表現できるよう

尽力いたしました。ご参加いただいた皆様に、そのような変革と信念を感じて頂き、学びの機会となれば幸いです。

結びに、このような状況下にも拘らず、本大会を開催するためにご尽力賜りました、ご来賓の方々をはじめ関係各所の皆様に深く感

謝申し上げます。



行くぜ新時代！
～令和時代の大竹青年会議所にアップデートせよ～

組織改革の第一歩は意識改革だ！
全会員を巻き込み、主体的な会員になる為
の3ステップ！

LOM成果発表 １１：１５～



変革を加速せよ！！
～持続可能な組織改革～

組織改革は持続的かつ効率的でなければなら
ない。そこで、日本青年会議所より組織改革会
議の倉橋議長をお迎えし、改革ショーケースの
解説や、持続的かつ効率的な組織改革を行って
いくための、フォーラムを開催いたします。

フォーラム②（１２：３０～入室可能）
１３：００～１４：１５

Zoomコード
https://us02web.zoom.us/j/6784231221?pw

d=blR1YUhpLzJlNVVvWGwzN0dtMEdnUT09

https://us02web.zoom.us/j/6784231221?pwd=blR1YUhpLzJlNVVvWGwzN0dtMEdnUT09


ニューレイヤー拡大セミナー

女性や２０代会員の拡大や組織改革に精通し
ている 中嶋 かおる先生 をお迎えし、アン
ケート結果の検証や実践的な手法を講演してい
ただき、その後ディスカッション形式で行いま
す。

拡大セミナー（１４：３０～入室可能）
１５：００～１６：５５

Zoomコード

https://us02web.zoom.us/j/6784231221?pw

d=blR1YUhpLzJlNVVvWGwzN0dtMEdnUT09

https://us02web.zoom.us/j/6784231221?pwd=blR1YUhpLzJlNVVvWGwzN0dtMEdnUT09


２０２０年度広島ブロック協議会内
各地会員会議所 卒業生ご紹介

一般社団法人 広島青年会議所

・金井 貴裕 君 2010年 入会

・田中 浩一郎君 2011年 入会

・上野 慎一郎君 2012年 入会

・岩本 利宣 君 2012年 入会

・中吉 一平 君 2013年 入会

・田丸 昌平 君 2013年 入会

・岡野 照 君 2013年 入会

・廣川 正和 君 2014年 入会

・長崎 清一 君 2014年 入会

・小川 裕介 君 2014年 入会

・川西 亮平 君 2014年 入会

・信原 賢一 君 2014年 入会

・小林 良滋 君 2015年 入会

・安永 竜弥 君 2016年 入会

・淺田 恭史 君 2016年 入会

・瀧川 洋一 君 2016年 入会

・井上 智香子君 2016年 入会

公益社団法人 呉青年会議所

・徳楽 孝志 君 2012年 入会

・井本 成一 君 2012年 入会

・白井 祐哉 君 2014年 入会

・銭原 亨 君 2015年 入会

・小川 直 君 2017年 入会

・金谷 純 君 2017年 入会

・田奧 明生 君 2018年 入会



２０２０年度広島ブロック協議会内
各地会員会議所 卒業生ご紹介

・田中 清次 君 2019年 入会

・ 谷 英佑 君 2019年 入会

一般社団法人 三次青年会議所 一般社団法人 尾道青年会議所

・川原 浩太 君 2009年 入会

・谷原 康弘 君 2010年 入会

・吉原 敏兼 君 2010年 入会

・三谷 彰紀 君 2011年 入会

・山北 真也 君 2011年 入会

・中谷 純也 君 2012年 入会

・岡田 健吾 君 2013年 入会

・高橋 洋樹 君 2014年 入会

・鍋島 巧 君 2015年 入会

一般社団法人 福山青年会議所

・野口 一郎 君 2011年 入会

・小川 智子 君 2013年 入会

・北砂 浩一 君 2014年 入会

・藤井 恵太 君 2015年 入会

・佐藤 陽子 君 2016年 入会

・岡田 浩一 君 2017年 入会

・知光 司 君 2017年 入会



一般社団法人 庄原青年会議所

・本年度、該当者はいません。

２０２０年度広島ブロック協議会内
各地会員会議所 卒業生ご紹介

一般社団法人 三原青年会議所

・古林 浩明 君 2009年 入会

・森川 浩一 君 2012年 入会

・田中 亮介 君 2013年 入会

・藤井 稔久 君 2013年 入会

・保道 宏征 君 2015年 入会

・勝村 晋 君 2015年 入会

・宮田 昌和 君 2016年 入会

・髙田 真美 君 2019年 入会

一般社団法人 府中青年会議所

・井上 達也 君 2007年 入会

・溝上 法光 君 2016年 入会



一般社団法人 大竹青年会議所

・本年度、該当者はいません。

２０２０年度広島ブロック協議会内
各地会員会議所 卒業生ご紹介

一般社団法人 竹原青年会議所

・三好 浩之 君 2006年 入会

一般社団法人 因島青年会議所

・相方 佑斗 君 2008年 入会



一般社団法人 東広島青年会議所

・寄兼 千秋 君 2006年 入会

・部谷 拓司 君 2010年 入会

・松永 貴之 君 2010年 入会

・戸山 和紀 君 2012年 入会

・児玉 秀一 君 2012年 入会

・石井 崇太郎君 2014年 入会

・木村 優一 君 2014年 入会

・岩森 亮治 君 2015年 入会

・川口 茂博 君 2015年 入会

・竹中 禅 君 2015年 入会

・西嶋 広樹 君 2015年 入会

・岡崎 純也 君 2017年 入会

・梶川 剛 君 2017年 入会

・長尾 啓司 君 2017年 入会

・岡崎 永幸 君 2018年 入会

・溝部 麻由 君 2018年 入会

・栁田 加奈子君 2018年 入会

・荒谷 和洋 君 2019年 入会

・藤若 信次 君 2019年 入会

２０２０年度広島ブロック協議会内
各地会員会議所 卒業生ご紹介



広島ブロックＯＢ大会についての情報は
下記ＵＲＬから大会ＨＰをご覧ください

（ １０月２３日（金）公開予定 ）

http://kure.in/jcob/block/hiroshima

http://kure.in/jcob/block/hiroshima


第５０回広島ブロック大会 実行委員会事業
「未来に残したい広島スポット」

（ １０月２４日（土） 一般公開 ）

※一般公開用アドレス（１０月２４日より閲覧可能

https://youtube.com/channel/UCWN7WGSjsg3oKWb2v_YrStw

実行委員会事業にて広島ブロック協議会内の１２の会員会議所メンバーが
協力して所属する地域の魅力を動画で紹介しております。
取材にご協力いただきました皆様におかれましては、ご多忙の中誠に有難うございました。
１０月２４日までは、以下のFacebookページからのみの限定公開としております。

https://www.facebook.com/seinenouka
毎日１動画ずつＵＰしていきますのでお楽しみに。
また、Facebookページの「いいね！」拡散をお願い致します。

https://youtube.com/channel/UCWN7WGSjsg3oKWb2v_YrStw
https://www.facebook.com/seinenouka

