
副理事長氏名

担当委員会

２０２２年度　一般社団法人富士青年会議所

　私達はなにかのプロだが青年会議所においては素人である。所属する会員の皆
さんは自身の社業においてはプロフェッショナルな仕事をされていることと思い
ます、しかし青年会議所活動は多くの社業と違い利益の追求ではない活動をして
います。また単年度制という性質もあり、司会者をしたり誘導員をしたりと普段
の社業ではあまり経験することのない経験をすると思います。私は交通誘導のプ
ロではないし司会のプロでもない、だから皆さんも不慣れなことに挑戦すること
に気負いする必要はない。だからといって手を抜いたりということでもない、今
現在の自分が出来るベストを尽くすことだと私は思う。プロではないからスマー
トに出来ない、余計な工程が増えてしまう、でもそれでいいんじゃないかと思
う、ビジネスのように効率を突詰めるものではなくもっと汗をかいて藻掻けばい
いと思う。大変とは大きく変わると書きます、不慣れなことをするのは大変で
す、しかしその経験をすることで大きく変わるきっかけとなると私は信じます。
そして出向は大きく変わる機会に溢れています。渉外広報委員会は出向者の不安
を解消し出向先で青年会議所活動に集中してもらえるように全力を尽くします。
広報としては同士を増やし意識を変える。我々は何の為に発信するのか、地域に
我々の活動や考え方に賛同していただけるファンを作ることだと私は思う。自己
満足な発信になることなく、私も共に活動してみたい、または活動・運動に賛同
し応援したいと思っていただけることを考え発信していきたい。そしてそれは本
年度の全員拡大の一助となれると信じています。本年度は渉外と広報が同じ委員
会である、渉外広報だからこそ成せるスケール感の大きい広報発信もしていきた
い。渉外広報委員会は常にアンテナを張り富士青年会議所の広報について目的を
持って最善の方法をメンバーと共に創造していきたいと思います。メンバー全員
の成長を切に願います。

所　信 (案)

(案)２０２２年度 [ 副 理 事 長 所 信 ]

葛本　才陽

渉外・広報委員会



まちの未来創造委員会

　まちの未来をつくる「まちづくり」というキーワードが日本各地で叫
ばれはじめたのは今からおよそ４０年前。戦後の高度経済成長の時代か
ら時は流れ、人々の生活様式や価値観が変化する中、モノの充実だけで
はなく、地域のアイデンティティーを自分たちの手で確立しようとする
運動が活発な時代。そんな時代に我々は生まれました。
　約４０年を経て、我々は新たな局面を迎えています。世界的パンデ
ミックにより、人々の意識や価値観、行動は大きく変化しました。ＳＤ
Ｇｓの認知促進によっても人々の行動変容や選択の変化がおきていま
す。そして技術革新と時代の後押しもありＤＸの推進も著しく前進しま
した。パンデミックで人との直接接触が憚れるようになった状況の中、
様々な企業、サービスにおいてＤＸが進んだことで、私達のオンライン
関係人口は増加傾向にあります。この変化は新たな価値をもたらすと同
時に、従来の価値を失わせることにもなりました。
　こんな節目の年だからこそ、まちづくり団体であり、ひとづくり団体
である我々青年会議所は「今」の課題を見極め、新たなビジョンを描
き、多くの種を蒔く運動をより繰り広げていく必要があると考えます。
変化しても良いもの、失わせたくないもの、新たに大切にしたいもの。
多くの価値観を知る中で自分自身の正解を見つけていこう。
　希望あふれる明るいまちの未来を創造する。これは決して我々の力だ
けでできるものではありません。ここに住まう多くの方々が手を取り合
い共に考え、行動することが必要です。創造とは、過去の体験や記憶が
組み合わせを変え、結びつきを変えてアウトプットされることと言われ
ています。我々が多くの経験の機会を創っていきましょう。我々が深く
記憶に残る機会を創っていきましょう。本気のＪＣの運動と活動に失敗
はない。全てが体験となり、深い記憶となるはずです。失敗を恐れず、
挑戦し、まちの明るい未来に繋げる種を「今日」から蒔こう。

佐野　弘明副理事長氏名

担当委員会

２０２２年度　一般社団法人富士青年会議所

所　信 (案)

(案)２０２２年度 [ 副 理 事 長 所 信 ]



伴　卓

青少年育成委員会

副理事長氏名

担当委員会

２０２２年度　一般社団法人富士青年会議所

　富士青年会議所に入会して５年目を迎えています。２０１７年の入会当初、決
して真面目な会員とは言えませんでした。その年の選挙で自らの境遇が一変し、
自分の意思で予定を決められにくいことを理由に、ＪＣの優先順位を低く考えて
いたこと、ＪＣ活動や運動を理解しようとしていなかった自分を、今は反省して
います。自分の意思で入会を決めたわけですから、このままではいけないと思い
ながらも、約２年が経っていました。もし誰かにこの経験を伝えるとすれば、健
全なＪＣ活動なくしてＪＣ運動の効果なし、とお伝えしたいです。
　そして、２０２０年度に副委員長を受けたことを機に、しっかり向き合い、徹
底的に委員長を支えようと決意しました。また、昨年度は委員長となり、委員会
をまとめ、メンバーの力を借りて事業を作り上げていく中で、色々な景色が見え
てきました。仲間と力合せてやり遂げる愉しさはＪＣ活動や運動の醍醐味であ
り、ようやくＪＣ活動の入り口が見えた気がしました。
　一方で、２０２０年から続く新型コロナ禍の余波は続いています。この間、従
来通りの青年会議所活動は一変し、各委員長が予定していた事業も余波を受けま
した。今では当たり前となったオンライン例会も、試行錯誤の繰り返しでした。
感染症はこれまでに複数回の波を経て、ウィズコロナ時代に移ってきています。
２０２０年からの２年間で、私たちは様々なベンチマークを見つけることもでき
たのではないでしょうか。感染症を理由に止める判断も重要ですが、従来の手法
から脱却し、その時々に出来る最善策を見出し、社会のモデルを生み出すことも
私たちに期待されていることではないでしょうか。
　世の中の変化が激しい時は多くのピンチが生まれてきます。しかしながら、そ
れは大きなチャンスの合図でもります。富士青年会議所として前向きにこの合図
を捉えることで、常に富士市と私たちの未来を切り拓ける、成長ある１年にして
いきます。

所　信 (案)

(案)２０２２年度 [ 副 理 事 長 所 信 ]



服部　史弥

会員交流国際委員会

副理事長氏名

担当委員会

２０２２年度　一般社団法人富士青年会議所

　この２年間の間で生活環境が大きく変化した、会議の形態も変化し直接顔
を合わせなくても、簡易にどこにいても連絡を取れる環境となった。しか
し、便利な反面空気感が伝わりづらいという課題も浮き彫りになった。時代
と共に変化することは大事なことではあるが人と人との繋がりや交流に関し
ては直接顔を合わせて交流しなければ伝わらないことも多いと感じる、新た
な出会い人との交流によって新たな気づきを与えてくれる仲間のおかげで成
長することが出来る。この２年間の経験を糧にし、交流の重要性を再認識し
時代に合った交流を図ることが重要である。
　青年会議所運動・活動を行うにあたり会員同士や諸先輩方との交流を通じ
て様々な考え方に触れ、時には意見をぶつけてあい、同じ目標に向かって切
磋琢磨し助け合い同じ体験をすることで成長に繋がり、その過程の中で絆が
深まることで「明るい豊かな社会」を築くことができると感じる。
諸先輩方がこれまで築き続けてきていただいたことで富士青年会議所は創立
６５周年を迎える。６４年間の間で培ってきた歴史と伝統を未来の仲間へと
繋いでいかなければなりません。また、富士青年会議所と江西青年会議所は
姉妹締結を結び３５年目を迎える。国家、宗教、言語は違いはするが、皆志
を同じくするＪＡＹＣＥＥであり同志である江西青年会議所との交流は諸先
輩方がこれまで築かれてきた友情と信頼関係により今日まで繋がれてきた歴
史を未来へ繋げる為にもより絆を深めていかなければいけない。
私は、会員交流国際委員会副理事長という大役を仰せつかり大変光栄に思う
反面不安やプレッシャーがあるが新たなことに挑戦する１年とし自分自身の
可能性を信じて挑戦していくと共に今まで会員交流国際委員会で学んだこ
と、経験したことを活かして会員交流国際委員会をサポートし富士青年会議
所メンバーと共に学び積極的に挑戦する年とする。

所　信 (案)

(案)２０２２年度 [ 副 理 事 長 所 信 ]



担当委員会 65周年担当委員会

所　信 (案)

　―看脚下―
　脚下(あしもと)を看(み)よ、という禅の教えである。青年会議所における周年の
年度は、看脚下の年度だと私は考える。前を向いて我武者羅に邁進していくことも
大切だが、脚下がどうなっているかを見ないで新たな一歩を踏み出すことはできな
い。よりよい一歩を踏み出すためにも今一度脚下に目を向けることが大切である。
　しかしながら、今現在脚下を見ることができているだろうか。歴史と伝統を曲解
していないだろうか。青年会議所における規定の意味を掘り下げず形骸化していな
いだろうか。目まぐるしい時代の変化に心とらわれて目先の新しいものに飛びつ
き、大切なものを淘汰しようとしていないだろうか。入会歴が浅いメンバーが増え
てきている今、これらのことを再確認する必要に迫られている。
　そのために、富士青年会議所の歴史や伝統、過去の功績を振り返り、また現在引
き継がれている様々な事柄は何のために始まったのか、何のためにおこなわれてい
るのかを掘り下げる必要がある。それらに触れることによって先達の志に共感し、
今一度青年会議所の存在意義や価値観を再認識することができる。温故知新という
言葉があるが、既存の概念にとらわれない新しき一歩を模索するには、まず古きに
寄り添うことが重要である。
　脚下に目を向け進むべき一歩が見定まったら、未来に向けて種を蒔く。蒔いた種
はすぐに芽吹くとは限らない。芽吹くのは数年後、実を結ぶのはさらに先かもしれ
ない。しかし、目先の結果にとらわれず、未来の富士青年会議所を慮り、より多く
の実を結ぶアプローチを模索していく。
　以上のようなプロセスで次世代のメンバーに思いを馳せ、私自身「看脚下」の教
えを胸に地道に、謙虚に、己を尽くして邁進していく。誰が蒔いた種なのか忘れ去
られた数年後、私たちの蒔いた種が慎ましく芽吹き、多くの実を結ぶ未来を切に願
う。

２０２２年度　一般社団法人富士青年会議所

２０２２年度 [６５周年担当議長所信 ] (案)

６５周年担当議長氏名 勝又拓也



２０２２年度　一般社団法人富士青年会議所

　新型コロナウイルスの流行により人々の生活は大きく変わった。青年会
議所（ＪＣ）においてもオンラインが主流となりメンバーが集う機会が減
少している。実施できる事業にも制限があり、思うように活動できないこ
とからモチベーションが低下したり不安や孤独を感じているメンバーはい
ないだろうか。再びメンバーが集結し、ＪＣ運動を行える時代は近づいて
いる。今一度、自らがＪＣに所属する意味やＪＣ運動について深く考える
必要がある。
　地域社会への貢献を通じて自らの成長やＬＯＭの発展を願うＪＣ運動
は、近江商人の経営哲学「三方良し」と似ている。三方良しの精神を、私
なりにＪＣ運動におきかえると「ＬＯＭ（富士青年会議所）よし・メン
バーよし・地域よし」となる。地域を想う活動が芽を出し、やがて花を咲
かせることでＬＯＭは発展する。携わったメンバーは、経験の種を持ち帰
り、また新たな事業構築に充てることで地域社会に貢献できる。この好循
環が地域やＬＯＭの未来に繋がり所属するメンバーの心を満たす。
　今年度、私は専務理事の職をお預かりする。ＬＯＭ運営の中心を担う立
場としては、メンバーのＪＣ運動に対するモチベーションを気にかけメン
バーが意欲的に活動できるようにサポートしたい。また、会議体を主とす
る事務方の責任者としては、地域社会への貢献はもちろんメンバーの資質
向上に繋がる事業が構築出来るような理事会運営を行っていきたい。
　富士青年会議所は今年、創立６５周年を迎える。歴史や伝統を守るだけ
ではなく、新たな価値の創造にも積極的に取り組む必要がある。私自身、
これまで「まちづくり委員会委員長」「人財育成まちづくり室室長」と理
事を経験し“まちづくり”に関わるキャリアを歩んできたが、今年度は新
たなポストでの挑戦となる。これまでの経験を活かし、地域の皆さんから
多くの「ありがとう」をもらい、メンバーからも頼りにしてもらえるよう
な一年にしたい。

所　信 (案)

(案)２０２２年度 [ 専 務 理 事 所 信 ]

井出　幸輝専務理事氏名



２０２２年度　一般社団法人富士青年会議所

２０２２年度 (案)

６５周年担当副議長氏名 鈴木　健弘

所　信 (案)

　今年、６５周年を迎える富士青年会議所は、長い歴史に新たな一歩を踏み出し
ます。先輩方から繋いできたバトンを、現役である私達が引き継ぎ、次の世代へ
受け継いでいく大事な年であると考えます。これまで諸先輩方が絶やすことなく
繋いできた、まちへの情熱、交流の素晴らしさに、感謝と敬意を持って活動して
いく所存です。
 新型コロナウィルスに限らず、これまでも様々な困難がありました。しかし、そ
の困難や問題と立ち向かい、メンバーと力を合わせて乗り越えてきたからこそ、
今の富士青年会議所があると私は思います。「個」が持つ経験や想いは、新たな
ステージへ進むための大きな原動力となり、一人では乗り越えられない壁も、共
に歩んでくれる仲間や、頼れる先輩方がいることで、立ち向う勇気と力を得て進
むことができます。多くの結束力があれば、目の前に広がるチャンスを掴み取る
為の力となるだけでなく、様々なネットワークを活用することで、自身の成長へ
繋がり、私達が住むまちの発展にも繋がると考えます。「人は多くの人の支えが
あって生きている」とい言葉の意味を、私自身、青年会議所活動を通して感じる
ことができ、様々な活動や事業を通じて、仲間と共に切磋琢磨することで、多く
のことを経験しながら学ぶことができました。そうした経験や感動の種を、同世
代や若世代へ広げることで、共に想いを受け継いでいく新たなメンバーを増やし
ていくことにも繋がると私は信じています。
 未来へ続く新たな一歩は、今、この時も刻まれています。種を蒔き、実を結ぶま
でには時間が掛かりますし、近道もありません。失敗を恐れず挑戦し、ＪＡＹＣ
ＥＥとして、このまちのため、自分や家族の明るい未来の為に、社会の課題解決
に取組み、持続可能な地域づくりを、ここにいる志を高く持つ同志と共に目指
し、私達の一歩が、輝く素晴らしい未来へ繋がると信じて、これからも青年会議
所活動へ邁進致します。

担当委員会 65周年担当委員会

[６５周年担当副議長所信]



所　信 (案)

　新型コロナウイルスの影響で私たちの生活様式やそれぞれの価値観、組織の運
営方法も大きく変わってきた。この状況の捉え方は様々だが、私はポジティブに
捉えている。組織が大きく成長するためには、必ず変化が必要となる。日々変化
するこの状況を受け入れ、対応する私たちは、飛躍的な進化を遂げる機会を手に
していている。
　一方で、６４年間築き上げられてきた歴史もまた重要である。歴史とは諸先輩
方が過去から未来へと切り開いてきた道でもある。私たちは歴史に感謝と敬意を
払いつつ、この節目の年に、さらなる明るい未来に向かって道を開拓し続けなけ
ればならない。
　青年会議所とはその名の通り、会議体である。青年会議所として行われるもの
すべてに会議が必要であり、その礎となるのが定款であり、私たち事務局であ
る。青年会議所の活動の根幹である会議も、昨今、オンライン化が定着化してき
た。しかし、対面での会議と比べると緊張感の薄れや、活発な議論が生まれづら
いという問題も生じている。全メンバーが貴重な時間を使って取り組んでいるこ
とを考えれば、会議中は皆が議論に集中し、一瞬たりとも時間が無駄になること
のない環境が理想となる。当たり前ではない状況で、当たり前に会議を運営でき
るよう、事前準備と組織内の調整を行うことで理想を実現したい。
　未来は現時点ではまだ私たちの頭の中にしか存在しない。希望や喜びが持てる
社会を想像し、どうしたら実現に近づくのか議論を深め、実行に移す。２０２２
年が終わった時、私たち青年会議所の考えた明るい未来が少しでも実現している
ように事務方として貢献したい。最後に、この１年だけでなく、数年後のどんな
問題に直面しても、変化を受け入れ、進化をし続けられる組織にするために、事
務局長として１年間職務を全うします。

２０２２年度　一般社団法人富士青年会議所

２０２２年度 [ 事 務 局 長 所 信 ]( 案 )

事務局長氏名 伊藤　浩二



所　信 (案)

　お金がある！
　２０２２年度の富士青年会議所は、前年度の活躍により十分に活動できる蓄え
ができた。お金は無いよりはある方がいいに決まってるが、蓄えるばかりではお
金に価値は無く、メリハリをつけて運用してこそお金の価値が出る。創立６５周
年という大きな節目の年を迎える富士青年会議所であり、お金の価値を存分に高
められる絶好のチャンスが今年度である。
　このチャンスを活かすべく、本年度は創立６５周年に見合った事業予算を出し
いくが、いくらお金があると言っても当然費用対効果の悪い運用は許されない。
皆が貴重な時間を使って稼いだ会費を預かっている以上、その使用の必要性や妥
当性、合理性を総合的に判断していかねばならない。目的を達成するに必要なお
金は人それぞれだが、費用対効果が高くなるよう徹底的に事業を作り込んでいく
必要がある。
　そのために、各委員会との連携をさらに強め、そこで出された事業が適正な会
計で運用が行えるのか。また、その費用以上に成果をあげることができるのか
しっかりと審査する必要がある。大局的な視点を持ち、法令順守はもちろんのこ
と富士青年会議所としての倫理観等について違反がないのか私自身常に考え、適
時適切な助言、サポートを行う。もちろん安定した資産管理を行うために、月毎
の財務確認も合わせて行っていく。
　「時は金なり」アメリカの政治家ベンジャミン・フランクリンの言葉Ｔｉｍｅ
ｉｓ　ｍｏｎｅｙの日本語訳だが、「時」よりも「お金」のほうが重要という前
提の言葉だろう。裕福となった今の日本では、「お金」よりも「時」のほうが重
要との考え方「金は時なり」の意見もある。人の考えかたによってまちまちでは
あるが、時とお金は等しく大切なものであるということは揺るぎがないことであ
る。しかし、お金は使い方次第で「時」にもなる反面「無駄」にもなる。創立６
５周年の富士青年会議所の活動が記憶に残り、皆にとって「時」以上の価値を生
み出せるよう共に学んでいこう。

２０２２年度　一般社団法人富士青年会議所

２０２２年度 [ 財 務 理 事 所 信 ] (案)

財務理事氏名 小山琢磨



所　信 (案)

 富士青年会議所は６５周年という節目の年を迎える。先輩諸兄姉が繋いでいただ
いた絆は、その時代のまちや市民に対して多くの変革を生み出し、青年会議所が
目指す「明るい豊かな社会の実現」に向けて歩みを進めてきた。しかし、時には
「ＪＣごっこ」と揶揄されることもある。それはなぜか？このまちを良くしよう
としている「個」たちが必死に取組んでいる姿がなぜ市民からそのような評価を
受けてしまうのか？答えは明確である。ビジョンの共有がされていないからだ。
特に、手法先行の考え方ではまちにも市民にも青年会議所の想いは伝わらない。
より具体的に運動を展開する時期が来た。
　２０２２年度直前理事長という職務を全うする上で、私はビジョンとインパク
トについて、より注視していく所存である。メンバー同士がビジョンを共有する
ことで持続可能な地域を、まちを、創ることができる。その上で切磋琢磨し、絆
が深まり、「個」が盤石な組織を作る。また、インパクトのある事業を展開する
ことが未来に種を蒔くことになる。そのためには効果的な事業の構築と時代に即
した広報戦略が必須となる。２０２０年から続く逆境が気づきを与え、新たな発
想をもたらしてくれた。世界中を覆っていたネガティブなマインドにも負けず、
立ち上がっている富士青年会議所のメンバーは強き人である。だからこそ、今が
変革のチャンスであり、「ＪＣごっこ」と揶揄されない具体的な運動を展開し、
７０周年に向けた歩みを加速させる必要がある。
　結びに、全員拡大を決して忘れてはならない。先に述べたことはメンバーが居
なければ実現は遠のく。少子化が深刻化する中、全国の青年会議所が同じ問題を
抱えているが、こんな時代だからこそ繋がりを求めている人は多くいる。富士青
年会議所に所属するメンバーや未来のメンバーも含めて、誇りに感じる団体に築
いていこう。そして、自分のため、家族のため、まだ見ぬ誰かのため、未来に種
を蒔こう。

２０２２年度　一般社団法人富士青年会議所

２０２２年度 [ 直 前 理 事 長 所 信 ] (案)

直前理事長氏名 西村　哲哉



　我々は今、何を思い、なぜここにいるのか。
目まぐるしく変化、進化を遂げる日々に迫られ、漠然とした日々を送っていない
だろうか。
人として、経営者として、親として、ＪＡＹＣＥＥとして、誇れるような人生を
歩んでいるであろうか。
始まりがあれば、終わりもある。我々人間も、この世に生を授かった始まりがあ
れば、死を迎える終わりがある。そして、始まりと終わりの間には、現在があ
る。やがて訪れる終わりという時から、我々に今、何ができるのか、試されてい
るのではないだろうか。
「過去から学び　今を生きる　未来のために」
この言葉を胸に、我々は、明るい豊かな未来に向かって常に挑戦し続けなければ
ならない。挑戦することを諦めた時、辞めた時に、このまち、国、青年会議所の
成長は止まる。
我々富士青年会議所メンバーも、次世代を担う青年である。志高く、誇り、情熱
を持ち、常に前を向いて歩んでゆく、チャレンジャーでなければならない。
　昨今、多くの企業や団体が、本格的にＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を取り
入れている。なぜ、力を入れるのか、なぜ運動に取り入れていくのか。これは、
我々の住まう地球の現状を考えれば必然であろう。我々は、地球資源に感謝を
し、安心して暮らせる持続可能な社会を、誰一人として取り残すことなく、皆で
創造していかなければならない。青年経済人として、常に環境への配慮も意識す
るべきである。
　現在、日本のビジネスシーンにおいても、外国人主導型のビジネスが増加して
いる現状がある。
インターネットの発達などにより、世界中の人と簡単にコンタクトを取れる、グ
ローバルな社会になっているからであろう。我々が日常生活で使用する物も、多
くが外国産である。しかしながら、現在、日本のパスポートは、世界一のパス
ポートと言われている。ビザなしで渡航できる国の数が世界一なのだ。これはど
ういう意味か。
Ｍａｄｅ　ｉｎ　ＪＡＰＡＮ　私は、物、人に限らず世界に向け強くありたいと
思う。
我々、富士青年会議所も、日本人の誇りである精神、和の心を忘れず、積極的に
行動し、未来に種をまこう。
その先には、必ず、明るい豊かな社会という立派な花が咲くはずだ。
時間は有限。どう使うかは、自分次第である。
志高き青年ならば、地域、会社、家族を想い、成長し続けよう。

所　信 (案)

２０２２年度　一般社団法人富士青年会議所

２０２２年度 [ 監 事 所 信 ]( 案 )

監事氏名 岩間　優



所　信 (案)

　１９４９年、戦後の混沌とした時代背景の中、責任感と情熱を持った
青年有志たちにより日本で初めての青年会議所として活動がスタートい
たしました。そして、１９５８年に日本で１４８番目に承認されたＬＯ
Ｍ、それが富士青年会議所です。多くの諸先輩方が築きあげた多くの歴
史のある富士青年会議所も本年度、６５周年を迎えることができます。
　我々富士青年会議所は６５周年を迎える年だからこそ、今一度、過去
を振り返り、今必要なこと、大切なことを見定めることが大切です。６
０周年式典から５年経ちますがメンバーも半数が新入会員となり、感染
症の流行により、時代に即した様々なＩＴやＳＮＳが多用され事業の形
態や青年会議所としての発信も多様になりました。しかしながらそれだ
けでは必ずしも良い運動が出来るとは限りません。メンバー同士で共に
学び、切磋琢磨し、学び得たことを事業展開に結び発信をする。それが
私たちの存在意義であり、組織としてより一層輝ける団体になるのでは
ないでしょうか。
　また、全メンバーに今一度「あなたはなぜ富士青年会議所を選んだの
か」と問いたい、よく言われているＪＣしかない時代から、多種多様な
団体が増えている今日において、なぜ富士青年会議所に入会したのか
と、入会理由は人それぞれ違うと思うが、しっかりと自身の答えを見つ
けられる年になってもらいたいと切に願う。
　本年度は、監事という大役を仰せつかりましたが、昨年発足されまし
た、定款改定検討委員会によって改訂された箇所も含め、監事として理
事の職務執行を監査し、財務状況もしっかり監査をしていくと誓いま
す。

２０２２年度　一般社団法人富士青年会議所

２０２２年度 [ 監 事 所 信 ]

監事氏名 湯澤秀斗

(案）



所　信 (案)

明るい豊かな社会の実現に向けて、取り組まなければいけないことは、計
り知れない。
まずは、我々が住み暮らすこの富士市を明るい豊かな社会にするために、
ざまざまな取り組みをしなければいけないことは、言うまでもない。その
根源にあるのは、明るい豊かな社会の実現を目指し、運動を起こしていく
人である。私は富士青年会議所に所属し、多くの人と出会い、メンバー一
人ひとりの行動を見て、意見を聞くことにより、多くの刺激を受け、無条
件で奉仕をすることを身に付けられた。理事長所信からもあるように、メ
ンバー一人ひとりが、自身の時間と労力を割き、メンバー同士を支え合
い、一生懸命活動していくからこそ、その人を支えたいと想う無条件での
奉仕の心が芽生えていくのだと考える。コロナウイルス蔓延により、人と
人とが顔を突き合わせる場がなくなり、コミュニケーションをとる機会が
減少している現状があるが、多くのメンバーとコミュニケーションをと
り、その人を支えたいと想うメンバーが一人でも多くなり、メンバー一丸
となって、明るい豊かな社会の実現に向かってけるよう、行動を起こして
いく所存であります。コロナウイルスの社会影響もあり、より一層、時代
が急速に変化していることを感じる。青年会議所運動に関しては、決して
団体としての自己満足で終わることなく、目先の事にとらわれず、効果を
求めていかなければならない。その視点で事業を構築しているのか、議論
をしているのかを確認し、アドバイスができるよう、一年間、顧問という
職を全うしていきます。２０２２年度、富士青年会議所メンバーとしての
最後の年となります。対内において、未来に種を蒔こうといスローガンの
もと、私が諸先輩方、現役メンバーから教えていただいたこと、感じ取っ
たことを、現在のメンバーに何か１つでも伝えることができるよう、感じ
取ってもらえることができるよう、一年間、稲葉理事長のもと邁進してい
きます。

２０２２年度　一般社団法人富士青年会議所

２０２２年度 [ 顧 問 所 信 ]( 案 )

顧問氏名 野口　栄一




