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　船橋青年会議所はより良い社会作りを目指す青年の集まりです。奉仕活動を通じて船橋市の
まちづくりに貢献しています。次代の担い手たる責任感をもった20歳～40歳までの青年の
団体です。人種・国籍・性別・職業・宗教の別なく、自由な個人の意思によりその居住する各
地域の青年会議所に入会することができます。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活動や運動をしています。

奉　仕
社会奉仕
ボランティア

修　練
自己を高める
修練

友　情
かけがえのない
仲間作り

JC三信条
青年会議所は修練・奉
仕・友情を掲げ活動し
ています。

船橋青年会議所（船橋JC）とは

青年会議所と国際連合との関係 国際青年会議所（JCI）

　よく見ると「JCI マーク」の中の地球シンボル
が国連のマークに似ていませんか？　国連が拠点
となるビルを探していたときに、現在のニューヨー
クの国連ビルの場所を提供した「JCマン」がいま
した。その名は「ロックフェラー」。以来 JCI は国
連関係者以外の世界的ＮＧＯで唯一、国連ロゴの
使用許可されている組織です。JCI は国連で認定
したＮＧＯである。国連が進める重点活動項目に
協調しながら世界中で運動を展開しています。

　世界には約 4780 もの各地青年会議
所があり、全会員数は 17 万人になり
ます。これは世界で最も大きな青年
団体です。また、OBは約 250 万人以
上になります。世界 100 カ国以上で、　
継続的かつ維持可能な解決策を提供す
べく、JCI メンバーは毎日行動を起こ
しています。

青年会議所

国際連合



　初めまして第48代理事長の嶋田亮と申します。私は11年前に起業した際、市内
に同年代がいる団体があると聞き、知り合いが増えれば良いなと思い入会しまし
た。その後、活動していく中で、魅力的な方との出逢いや、味わったことのない
達成感にどんどん引き込まれていきました。私たち青年会議所＝ JCは今よりも
少しでも良いまちを子供たちに残したい、その為に、「今、船橋に何が必要なのか」、
「どの様な人財を育てるべきなのか」を、皆で考え企画実施していく中で会員間
に強い絆がうまれ大人になってから一生付き合っていける仲間を見つけられる団
体です。簡単に言えば「まちづくりを通してひとづくり、仲間づくりをする団体」
なのです。本当に多種多様な業種のメンバーが所属しているので、異業種からの
情報やアドバイスは仕事をしていくうえで、生きていくうえで、家族を守ってい
くうえでとても心強いです。JCは千葉県内に25か所、日本国内に697か所、世界
には110か国以上にあり、積極的に参加することで、他の JC メンバーとも絆を
深められるので千葉県・日本・世界中に仲間をつくれる機会が沢山あります。多
くの経験は人の器を大きくします。変化の激しい時代を生き抜いていく為にも、
20歳から40歳の皆さん、私たちと一緒に活動をしませんか？

「明るい船橋の未来を目指して」
　　　43名のメンバーで活動しています！

　今年の 5月に船橋青年会議所に入会をしてわずか 4ヶ月しか経ちませんが、
その中でとても大きな経験が出来ました。それは自社の中にいるだけでは気づ
かないことや忘れてしまうことを再確認することができ、新たに出会った他業
種の仲間達と切磋琢磨していき地域の為に英知を出して活動していく、大変な
中にもとても充実した日々を過ごすことが出来ました。日々新たな発見が出来
るこの場所は、大変な中にもとてもやりがいを感じる環境です。
　今後は先輩方が今も繋いでいる 47年続く船橋青年会議所の伝統をしっかりと
学び、その名に恥じぬよう40 歳で迎える卒業までしっかりと活動を続けていき
たいと考えております。

　青年会議所に入会して、一人ではできないことも仲間がいれば達成できるとい
うことを、とても強く感じました。
私は、小さな会社を経営しておりますが、最終的な判断や決断、また責任はすべ
て一人で負っておりますので、少なからずとも孤独感を感じておりました。
　しかし、この会に入会して仲間のありがたさを感じました。みんなで判断し協
議し、そして決断して物事を達成していくことは素晴らしい事で、そして重要で
あると気づかされました。
　まだまだ新参者ですが、この会を通じて素晴らしい仲間と共に、地域に貢献す
る活動をしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

　JCに入会してからの５年間、多くの学びや気付きを得られたこと、そして何よ
りも仲間との出会いがあったことに心より感謝申し上げます。
　振り返れば「俺が行かずば誰が行く」そんな気概と覚悟を持って、我武者羅に
突っ走ってきた時間のように感じます。過去からの連続した繋がりがあるからこ
そ今があり、今のこの瞬間が未来へと繋がっていきます。我々は、様々な問題や
課題に正面から向き合い、積極果敢に行動することで、それらを解決する糸口を
掴むことができます。そして、代々受け継がれるこの姿勢を示し続けることが「明
るい豊かな社会の実現」を伝承することの証であると確信しています。現役メン
バーには、英知と勇気と情熱を常に結集させ、緩やかに進化し続けながらこの組
織を未来へと繋いでいっていただきたいと思っています。

船橋青年会議所
2016年度理事長
嶋　田　　　亮

新入会員
輝く青少年育成委員会
林　　　利　憲

 新入会員
船橋の未来創造委員会
南　海　亮　介

 2016年度卒業予定者
直前理事長兼監事
後　藤　敏　宏

2016 年新入会員代表、卒業予定者代表から一言

2016 年度
新入会員

6名入会しました

2016年度
新入会員

6名入会しました



2016年度組織図

事業・例会開催の流れ
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船橋の未来創造室
担当副理事長
神長　久

想いをつなぐ
会員拡大委員会

船橋の未来創造
委員会

究極の先読み力
育成委員会

輝く青少年育成
委員会

輝く人材育成室
担当副理事長
山下晋太朗

理事会

事業 例会委員会

　事業や例会を行っていく為の決
定機関であり、毎月一度開催され
総会で選ばれた理事者が総会から
委任された事項や議題を協議・審
議します

　事業目的は社会開発や人間の
育成などで市民と行政が一体と
なること

・青少年育成運動
・まちづくり運動
・公開討論会　等

　より良い社会を目指
し、社会奉仕や行政改
革等の社会的課題に積
極的に取り組んでいる

　我々市民が何を問題とし行動に
移さなければならないのかという
気持ちを共有し醸成していく事を
目的とし社会へ直接訴えさせて頂
く場として毎月一回様々な切り口
でテーマを設け例会を開催してお
ります



事　業　紹　介

 2009年度 40周年事業 ふなばし100㎞徒歩の旅

 2011年度　挑戦するからこそ成長する  ～富士登山～

 2013年地域活性化プロジェクト　～船橋たからまん物語～

 2013年度船橋市長立候補予定者 公開討論会

2016年度 FJC チャレンジキャンプ
　　　～いざ､ 挑戦の船出へ～



1970～ 2015までのあゆみ
西暦 船橋青年会議所 日　　　　　本
1970 10月16日､ 船橋青年会議所が設立 日本万国博覧会開催　カップヌードルがヒット
1971 ｢日中問題を考える｣ 公開シンポジウムを開催 マクドナルド 1号店オープン　ボーリングブーム
1972 ｢都市問題｣ の市民会議の開催 札幌冬季五輪開催　連合赤軍 ｢浅間山荘｣ 事件
1973 献血 ･交通 ･環境の 3K運動を行う 石油ショックによる物価急上昇
1974 市立養護学校建設チャリティ開催160万円寄託 長嶋茂雄､ 現役引退
1975 映画｢船橋の文化をたずねて｣を着手 , 学校教材となる 新幹線､ 岡山一博多開通
1976 ｢交通安全こどもみこし｣ を作成 五つ子誕生　ジャンボ宝くじ発売
1977 海老川問題について取り組む 王貞治､ 765 本の本塁打世界記録樹立
1978 海老川問題に関連し､ ｢つり大会｣ を開催 成田空港開港　両国の花火大会の復活
1979 船橋市さざんか募金推進協議会を設置 東京初サミット開催　インベーダーゲーム流行
1980 10 周年記念事業 ｢さざんかさっちゃん｣ 銅像設置 漫才ブーム　ルービックキューブがヒット
1981 公益法人を取得､ 社団法人船橋青年会議所となる ガンダムがヒット
1982 さざんか募金のチャリティ事業を開催 東北新幹線開通　上越新幹線開通
1983 学生の手紙1310通をタイムカプセルとして埋設 東京ディズニーランドオープン　おしんブーム
1984 本田宗一郎氏を招いて ｢行革フォーラム｣ を開催 エリマキトカゲ大人気　1万 ,5 千 , 千円新札発行
1985 ｢仮面フェスティバル｣ を開催3000名が参加 つくば万博博覧会開催　ファミコン流行
1986 ららぽーとセンターコートで ｢仮面コンテスト開催｣ 伊豆大島三原山噴火　ハレー彗星大接近
1987 ｢スーパーコミュニケーション船橋｣ を開催 国鉄､ 分割 ･民営化　
1988 PTAへの議事法出張講座を実施 東京ドーム球場完成　瀬戸大橋開通
1989 ｢さざんかチャリティバザー｣ を開催 昭和から平成へ　ベルリンの壁崩壊
1990 20周年海の事業 ｢遊海なふれあいフェスティバル｣を開催 大阪 ｢国際花と緑の博覧会｣ 開催
1991 ｢シーサイドキャンパスコンクール in 船橋｣ を開催 ジュリアナ東京が開業　若貴ブーム
1992 初めて船橋コンコースで ｢さざんかバザー｣ 開催 バルセロナ五輪開催　岩崎恭子が金メダル獲得
1993 ｢市民ネットワークフォーラム｣ を開催 皇太子殿下ご成婚　福岡ドーム完成
1994 ｢チャリティーコンサート｣ を開催 関西国際空港開港　イチロー 1200 本安打達成
1995 ｢トレジャーハンティング in ふなばし｣ を開催 阪神淡路大震災　ウインドウズ 95 がヒット
1996 親子の絆 ｢ペットボトル ･ロケット競技大会｣ 開催 アトランタ五輪開催　プリント倶楽部流行
1997 ｢お年寄りを考える作品コンテスト｣ を開催 地球温暖化防止京都会議　たまごっちがヒット
1998 ｢青少年交流シンポジウム in 船橋｣ を開催 長野冬季五輪開催　W杯日本発出場
1999 30 周年 ｢親子の絆｣ をテーマに親子キャンプ実施 ソニーが ｢AIBO｣ を発売
2000 青少年交流事業 ｢富士登山｣ を実施 九州沖縄サミット　三宅島噴火
2001 青少年の心のゆとりがテーマ ｢わくわく自然浴｣ 実施 9.11 米国同時多発テロ　USJ 開園
2002 学校と地域の関わりをテーマに ｢学校に行こう｣ 開始 日韓共催W杯サッカー
2003 ｢私のまちふなばし｣ をテーマに写真展を開催 カメラ付き携帯電話登場
2004 大人と子供が ｢感動をテーマに ｢富士登山｣ を実施 アテネ五輪開催　海猿がヒット
2005 ｢フレンズ 2005 船橋青少年フェスティバル｣ を開催 愛知万博 ｢愛 ･地球博｣ 開幕
2006 ｢日本の心｣ を伝えるシンポジウムを開催 ワールド ･ベースボール ･クラシックで日本優勝
2007 ナイトウォーク ｢家族はチームだ｣ を実施 第一回東京マラソン開催 30870 人参加
2008 田植えから稲刈りまでの ｢稲作事業｣ を実施 北京五輪開催
2009 40 周年事業 ｢第 1回ふなばし 100km徒歩の旅｣ 実施 裁判員制度スタート　マイケル ･ジャクソン死去
2010 青少年事業 , 無人島生活 ｢発見 ! 新しい自分 !｣ を実施 バンクーバー五輪開催
2011 ｢挑戦するから成長する｣ をテーマに富士登山を実施 東日本大震災発生
2012 青少年事業 ｢42.195kmフルウォーキング｣ を実施 ロンドン五輪開催　東京スカイツリー開業
2013 ｢脱あたりまえ生活｣ をテーマに無人島生活実施 長嶋茂雄と松井秀喜に国民栄誉賞
2014 食育をテーマに ｢楽？　NOooooo ! ! !｣を実施 ソチ冬季五輪開催　｢笑っていいとも｣ 放送終了
2015 ｢FUNABASHI　QUEST｣ ウォークラリー実施 北陸新幹線開業　ラグビーW杯で日本歴史的快挙
2016



待ち合わせスポットで有名な
　　さざんかさっちゃん像が募金箱だった！

1979 年船橋青年会議所創立 10 周年記念事業
「あかるいまちづくり運動」の集大成としてさ
ざんか募金運動推進協議会を結成。1980 年東
武鉄道、東部百貨店船橋店の協力にて船橋駅
コンコースに「さざんかさっちゃん像」を建立。

１ 青少年健全育成事業などに資金
援助活動

２ 障害児教育と福祉活動に関する
啓蒙活動

３ 募金活動を通じての市民意識の
高揚　　

４ チャリティー事業としての新し
い流れ　

５ 船橋市民のシンボル

1893 年から始まった各種助成事業の内訳
けは……

• 主に母子、父子家庭の高校生を対象に
　「奨学金の給付事業」420 件…4,170 万円

• 障害児教育や青少年団体等へ
　「図書助成・団体助成・催事助成」
　　　　　　　　　　  37 件……400 万円

•「顕彰事業」や少年に「限りない夢や希望、
 感動」を与えた団体に　25件……135万円

482 件、47,050,000 円が青少年健全育成
に役立っています

（2014 年３月現在）

さざんか募金５つの目的

皆さん知っていましたか？
　さっちゃん像が募金箱になっているのです！
｢育てよう美しい心｣ をテ―マにその目的は未来
を担う青少年健全育成として誕生した地域基金
｢さざんかさっちゃん教育基金｣ は、募金運動を
地域で興し、集まったご厚志・浄財を ｢基金（ファ
ンド）として、運用益を地域の為に有効に使おう
というものです。寄せられた浄財の維持管理には ,
経費を抑え ｢基金｣ の健全かつ継続的な運営・運
動のため、形骸化や肥大化、権力化を避けるよう
｢公益信託制度｣ を活用しております。

各種助成実績



会 員 の 業 種
電気設備・整骨院・不動産管理・保険業・畳屋・飲食業・市職員・建設業・行政書士
ペットフード用品販売業・看板業・保育園・幼稚園・社会保険労務士・医療関係
自動車教習所・イベント業・不動産業・弁護士・解体業・印刷業・家電製品販売業
冠婚葬祭業・園芸資材業・広告業・写真家・ガス小売業　等

こんな想いをお持ちの方は…　
• まちの為に何かしたい
• 信頼できる仲間を見つけたい
• リーダーシップを磨きたい
• 自分に自信をつけたい
• 幅広い友人を作りたい
• 子供達の為に何かしたい
• 自分の新たな能力・可能性を
　知りたい
月例会や委員会の見学等できます
のでお気軽に左記までお問い合わ
せ下さい。

・船橋市 PTA連合会会長
・PTA会長
・各地自治会会長
・消防団
・青少年相談員
・補導委員
・学校評議員
・船橋市男女共同参画推進委員会
・船橋市産業まつり各委員会
・船橋市献血推進委員会
・船橋市心肺蘇生法普及推進委員会
・船橋市国際交流協会
・ふなばし市民まつり花火委員会
・船橋経済ミーテイング実行委員会
・船橋市こども未来会議室　など

船橋JCマンは
こんなことも
やっています

世界で活躍するJCマン
～こんな方々もJCI出身です～

ジョン･F･ケネディ
アメリカ合衆国

コフィー･アン
ガーナ共和国
元国際連合事務

ビル･ゲイツ
アメリカ合衆国

マイクロソフト創業者

千玄室
京都JC､日本 JC元会頭
茶道裏千家前家元

麻生太郎
飯塚JC､日本JC元会頭
第92代総理大臣

小泉純一郎
横須賀JC

第 87-89 代総理大臣

上記の他には……チャールズ・リンドバーグ氏（アメリカ合衆国、飛
行家）やアメリカの歴代大統領（第 40 代レーガン氏、第 42 代ビル・
クリントン氏）、ジャック・ルネ・シラク氏（フランス、元大統領）や、
日本の歴代総理大臣などがいらっしゃいます。

会 員 募 集
青年会議所は一緒に活動してくれる仲間を募集しています。
船橋青年会議所には船橋市内に居住または勤務している満
20歳から40歳未満の方ならどなたでも、人種・国籍・性別・
職業関係なくご入会いただけます。
多種多様な業種の方がメンバーとして活躍しています。

お問い合わせ
公益社団法人 船橋青年会議所
住　所　船橋市南三咲3―18―9
T E L　047―494―6422

船橋 JC


