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ご挨拶
公益社団法人 日本青年会議所
2022年度第71代会頭

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
年頭に際しまして、各地青年会議所の皆様とともに新たな運
動の幕開けを迎えることができましたことに心より感謝申し上
げます。また日頃より公益社団法人日本青年会議所に対し、格
別のご高配を賜っておりますこと、厚く御礼申し上げます。
さて、本年も角田尚大理事長をはじめとする公益社団法人
京都青年会議所の皆様の御支えのもと、この歴史と伝統ある
京都会議を開催できる運びとなりました。
本年度の京都会議のテーマを「その不安を、希望に変える」
とさせて頂きました。
仕事、まち、人生、そしてＪＣに対する不安が今の世の中に
は渦巻いているように感じます。
しかし、この京都会議を通して、日本中の青年会議所メンバ
ーとともに不安を希望に変えて参りたいと考えています。
皆様は今年１年ＪＣの中でどのような役割に挑戦をされるで
しょうか。
それはリーダーでしょうか、それともフォロワーメンバーでし
ょうか。
もちろんどちらも素晴らしいことです。ただ一つだけ言えるの
はその役割に挑戦が出来るのはこの１年しかないという事です。
その役割に対する一期一会の感謝の気持ちをともに持ち一緒に
まちを、ＪＣをより良くするそのような１年にしていきましょう。
本年、日本青年会議所と致しましては、「まちにより良い変化
をもたらし、愛が溢れる国をつくる」を基本理念として掲げ、「愛
が、希望に変えていく。」のスローガンのもと各地青年会議所と
手を携え、皆様のまちをより良くするための運動を展開してまいり
ます。引き続き深いご理解とご協力をお願い申し上げます。
結びに、京都会議を起点に、各地会員会議所のさらなるご
発展、並びに地域において素晴らしい運動の成果を出される
こと、さらに、現役会員、先輩諸氏の皆様にとって実り多き一
年となられますことを心よりご祈念申し上げ、年頭の挨拶とさ
せて頂きます。
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日本青年会議所会頭ご挨拶
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ご挨拶

ご挨拶

公益社団法人 京都青年会議所
京都府知事

角 田 尚 大

西 脇 隆 俊

おいでやす、京都へ
公益社団法人日本青年会議所の２０２２年度の年初を飾ら
れます京都会議が本年度もここ京都の地で開催されますこと、
そして全国各地よりお越しいただきましたメンバーの皆様に対
しまして、開催地青年会議所を代表し感謝と歓迎を申し上げま
す。
また日頃より京都青年会議所に対しまして、格別のご厚情を
賜っておりますことに深く御礼申し上げます。
１９６７年から続く京都会議ですが、５６回目を迎える本年
度も、新型コロナウイルスの影響が続く中での開催となりまし
た。私たち京都青年会議所はどのような形であっても、紫ジャ
ケットを誇りに、これまで以上の「おもてなし」の心をもって皆
様の京都会議を下支えさせていただきます。
創立７０年を迎えられ、新たな歩みを進められた公益社団法
人日本青年会議所の京都会議開催に際しまして、２０２２年度
中島土会頭が掲げられます基本理念「まちにより良い変化をも
たらし 愛が溢れる国をつくる」に込められた素晴らしい運動
の発信を京都のまちでお迎えいただけますよう心よりご祈念申
し上げます。
同じく京都青年会議所はこれまでの培ってきた経験とおもて
なしの心を随所で余すことなく発揮し、全国各地から入洛して
いただきましたメンバーの皆様がそれぞれの場面で目的を達
成されるよう全員で準備をして参りました。
このガイドブックは京都会議に関わる全ての皆様が、滞在中
に少しでも有意義に過ごしていただけるよう公益社団法人日本
青年会議所と共同で作成させていただきました。ご活用いただ
けましたら幸いです。
むすびに、京都会議のテーマ「その不安を、希望に変える」
にありますように、希望に満ち溢れた皆様が、２０２２年度の
運動を力強くスタートしていただける実り多き素晴らしい京都
会議となりますことをご祈念いたしまして歓迎の挨拶とさせて
いただきます。
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第５６回を迎える公益社団法人日本青年会議所京都会議の
開催をお慶び申し上げますとともに、本年もまた、全国各地か
ら若きリーダーの皆様方が、ここ京都にお越しいただき、京都
の地から新年のスタートを切られますことに、心から歓迎とお
礼を申し上げます。
日本青年会議所におかれましては、本年度は『まちにより良
い変化をもたらし 愛が溢れる国をつくる』を基本理念とし
て、中島会頭を先頭に「持続可能な地域への変革」や「青年の
視点を生かしたまちの中期ビジョンの策定」、「子育て世代が
政治に参画する社会づくり」など、多種多様な取組によって幅
広い社会課題を解決すべく果敢に挑戦しようとされているとこ
ろであり、皆様方の若い力を活かした意欲的な活動に対して、
心から敬意を表します。
新型コロナウイルス感染症は、医療、経済活動に留まらず、
あらゆる活動に影 響を与え、私たちの常識を変えました。た
だ、これまでにも人類は様々な大きな危機に直面して参りまし
たが、危機の後には必ず大きな社会変革が起こっております。
我々は、コロナによって顕在化した社会課題の解決に取り組む
とともに、社会経済活動を取り戻すため、未来へ向けて行動す
る必要があります。
こうした中、京都会議での皆様の出会いや経験が、新しい
社会変革が起きるきっかけとなることを期待申し上げますとと
もに、皆様方が日本の若きリーダーとして、未来に向けた運動
を牽引し、それぞれの地域で大いに御活躍いただくことを心か
ら願っております。
結びに当たりまして、京都には、歴史的な建造物だけではな
く、様々な地域の生活や企業活動にも、豊かな自然や歴史、伝
統の中で培われ、受け継がれてきた文化や風情が息づいており
ます。全国各地からお集まりの皆様方には、是非ゆっくりと、
新春の京都をお楽しみいただければと存じます。皆様方の今
後益々の御健勝と御活躍を心から祈念しまして、私の挨拶とさ
せていただきます。
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京都府知事ご挨拶

京都青年会議所理事長ご挨拶

2022年度理事長

京都市長

新しい日本の再建のために、熱い思いと行動力で日本青年
会議所を設立された先人たち。そんな創設の精神を受け継ぐ
２０２２年度京都会

議」の開催を、心からお慶び申し上げます。
貴会議所の今年度の基本理念は、
「まちにより良い変化をも
たらし

愛が溢れる国をつくる」と伺っています。この度の京

都会議では４日間にわたりその崇高な理念を共有し、様々な不
安を希望へと変えるべく、多彩なセミナーやフォーラムが予定
されています。また、２０２２年度の会頭所信には“幸せを生み
出し続ける「装置」をつくる”という決意を示しておられます。
世界中の人々が、自分たちだけでなく全ての人や地域の幸せと
未来を願い、行動する「ＳＤＧｓ」の達成に向けても大きな力と
なるものと、大変心強く感じております。
新たな感染症の影響が続く中、貧困、孤立、格差、そして環
境破壊・地球温暖化など、様々な課題が顕在化・加速化してい
ます。多くの人々が不安を抱える今、愛に溢れる奉仕活動に打
ち込み、愛の連鎖を広げ続けておられる皆様の存在は、ますま
す大きくなっています。
ウィズコロナ・アフターコロナ社会という大きな転換点を迎え
る折、皆様は、中島土会頭を筆頭に、新しい価値観と柔軟な発
想力と無償の愛で日本の未来を切りひらいていかれることで
しょう。今回の京都大会が、皆様の一層の飛躍につながること
を願っています。
本市といたしましても、貴会議所をはじめ多くの皆様のお力
添えをいただきながら、あらゆる危機に共々に立ち向かってま
いります。そして、「誰一人取り残さない」持続可能な魅力あふ

公益社団法人 日本青年会議所
2022年度 京都会議
開催テーマ

その不安を、希望に変える

開催趣旨
全国のメンバーが抱える不安を希望に変え
各地でまちをより良くする運動が生まれる起点
となる京都会議を開催します。

公益社団法人 日本青年会議所
第71代会頭

中島 土

れる社会の実現に、京都から貢献していく決意です。引き続
き、皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
結びに、本会議が明るく輝く２０２２年度のスタートとなるこ
とを願うとともに、会員の皆様の御健勝、御多幸を祈念し、挨
拶に代えさせていただきます。
―4―

―5―

開催趣旨・開催テーマ

京都市長ご挨拶

皆様が一堂に会する「日本青年会議所

Junior Chamber Inter national Japan

ご挨拶

■公益社団法人 日本青年会議所
２０２２年度京都会議公式スケジュール
月 日

時 間

項 目

場

所

■京都会議の歴史

対

象

１月１９日（水） 11:30~14:30 伊勢神宮参拝

伊勢神宮

常任理事会構成メンバー

１月２０日（木） 9:00~10:20

正副構成メンバー

下鴨神社新年初祈願

下鴨神社

11:00~11:20 京都府知事表敬訪問

京都府庁

正副構成メンバー

11:40~12:10 会頭記者会見

京都経済センター

会頭・副会頭・専務理事・
ＪＣＩ京都理事長

18:00~19:00 京都市長レセプション

ＧＰＨ

常任理事会構成メンバー

Room C-1

ブロック会長

10:30~13:00 第１回理事会

Room A

理事会構成メンバー・
ブロック会長・理事長

13:30~15:00 各地会員会議所会議

国際会館各所

ＬＯＭメンバー

15:30~16:00 開会式

Main Hall

理事会構成メンバー・
ブロック会長・理事長

Main Hall

理事会構成メンバー・
ブロック会長・理事長

Room A

ＬＯＭメンバー

１月２１日（金） 9:00~10:00

16:00~17:00

バッジ貸与式

拡大塾～拡大は驚くほ
ど変わっている～

１月２２日（土） 9:00~10:30 ＡＷＡＲＤS ＪＡＰＡＮ

ＪＣプログラム【Ａｄｍｉ
ｎ/Ａ
Room ５０9
ｃｈ
ｉ
ｖｅ/Ｉｍｐａｃｔ/ＶＭＶ】

ＬＯＭメンバー

11:00~11:15 全国大会主管契約締結式 Main Hall

理事会構成メンバー・
ブロック会長・理事長

ベビーファースト共同宣言
Main Hall
協定締結式

理事会構成メンバー・
ブロック会長・理事長

11:15~11:30

11:30~13:00 第１６９回総会

Main Hall

理事会構成メンバー・
ブロック会長・理事長

イチから始める中期ビ
10:45~11:45
ジョン策定への道筋

Room B-1

ＬＯＭメンバー

質的価値実践ワーク
10:45~12:45
ショップ

Room B-2

ＬＯＭメンバー

狙って広める運動のつくり
10:45~12:00 方セミナー～ストーリーの Room １５７
ある運動は自走する～

ＬＯＭメンバー

11:45~17:00 各会議・委員会公開セミナー 国際会館各所

ＬＯＭ理事長

社会フォーラム
13:30~14:30 「ビジョンが織りなす未 Main Hall
来共創フォーラム」

ＬＯＭメンバー

共創フォーラム
14:45~15:45 「ＪＣってなんだ！今こそ Main Hall
理念共感拡大の時」

ＬＯＭメンバー

経済フォーラム
16:00~17:00
「経済フォーラム」

ＬＯＭメンバー

Main Hall

国際フォーラム
16:00~17:00 「今、世界は揺らいでいる！ Room A
１／３の幸せの形」
１月２３日（日） 9:30~11:00

ＬＯＭメンバー

Main Hall
出向者・
ＬＯＭ理事長・
【中継】Event Hall ＬＯＭメンバー

新年式典

11:15~12:00 閉会式

Main Hall

出向者・
ＬＯＭ理事長・
ＬＯＭメンバー

11:30~14:00 歴代会議

竹茂楼

会頭・専務理事
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■第 169 回総会
（実施日時）2022年1月22日（土）11：30～13：00
（実施場所）Main Hall
（対
象）理事会構成メンバー・ブロック会長・理事長

■社会フォーラム
「ビジョンが織りなす未来共創フォーラム」
（実施日時）2022年1月22日（土）13：30～14：30
（実施場所）Main Hall
（対
象）LOMメンバー

■共創フォーラム
「ＪＣってなんだ！今こそ理念共感拡大の時」
（実施日時）2022年1月22日（土）14：45～15：45
（実施場所）Main Hall
（対
象）LOMメンバー

■経済フォーラム
「経済フォーラム」
（実施日時）2022年1月22日（土）16：00～17：00
（実施場所）Main Hall
（対
象）LOMメンバー

■国際フォーラム
「今、世界は揺らいでいる！１／３の幸せの形」
（実施日時）2022年1月22日（土）16：00～17：00
（実施場所）Room A
（対
象）LOMメンバー

■新年式典
（実施日時）2022年1月23日（日）9：30～11：00
（実施場所）Main Hall
【中継】Event Hall
（対
象）出向者・LOM理事長・LOMメンバー
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歴史・通常総会・新年式典ご案内

スケジュール

9:00~17:00

１９６６年１１月、ＪＣＩ世界会議が日本で２番目の地として京都で開催されまし
た。日本で最初の国立の会議施設である京都国際会館が完成したのもこの年の５
月でありました。翌１９６７年に社団法人日本青年会議所（当時）の通常総会が京
都で開催され、その開催以来、日本青年会議所の新年度のスタートとなる諸会議
及び各委員会が京都で開催されるようになり、やがて一年の新たなスタートを切る
場として定着し、この会議を総称して「京都会議」と呼称するようになりました。
その後、各地会員会議所会員も多数集う場にもなったことから、フォーラムやセ
ミナーが開催されるようになり、学びの機会も設けられました。また、公益社団法
人に移行してからは、公益性の観点を鑑みて、各種セミナーやフォーラムへの一般
市民の参加も促進されております。

■2022年度 京都会議
各地区会員会議所 会場一覧
【開催日時

■２０２2年度京都会議
セミナー・フォーラムのご紹介

1 月 21 日（金）13：30 ～ 15：00】

協議会名
北海道地区協議会
東北地区協議会
北陸信越地区協議会
関東地区協議会
東海地区協議会
近畿地区協議会
中国地区協議会
四国地区協議会
九州地区協議会
沖縄地区協議会

部屋名
ROOM C ー 1
ROOM B ー 1
ROOM D
Anex Hall 1
ROOM E
Anex Hall 2
ROOM B ー 2
ROOM 510
ROOM 157
WEB

■2022年度京都会議 セミナー・フォーラムのご紹介
※映像上映あり

月日
月 日
（金）
1

21

時間

プログラム担当委員会

会場

内

容

Main Hall 拡大塾～拡大は驚くほど変わっている～

10:45～11:45
11:45～12:30
12:30～13:15
13:15～14:00
14:00～14:45
14:45～15:30
15:30～16:15
16:15～17:00

Room B1
Room B1※
Room B1※
Room B1※
Room B1※
Room B1※
Room B1※
Room B1※

ビジョナリーシティ会議
ベビーファースト委員会
国民の幸せを守る委員会
インクルージョン推進委員会
まちのレジリエンス確立委員会
ＴＯＹＰ委員会
コンベンション支援委員会
日ロパートナーシップ委員会

13:15～14:00
14:00～14:45
1 14:45～15:30
15:30～16:15
22 16:15～17:00
10:45～１１:４５
12:15～13:00
13:00～13:45
13:45～14:２５
14:30～15:15
15:15～16:00
16:00～16:45

ユニコーンビジネス委員会
ウェルビーイング経営委員会
グリーンエコノミー委員会
持続可能な国際協力委員会
国際アカデミー委員会
ＪＣブランドマネジメント会議
財務運営会議
会員発掘会議
組織改革委員会
アワード委員会
ＬＯＭ支援委員会
運動プラットフォーム構築委員会

13:30～14:30 ビジョナリーシティ会議
14:45～15:45 理念共感拡大会議
16:00～17:00 新たな資本主義創造会議
16:00～17:00 グローバルネットワーク創造会議

イチから始める中期ビジョン策定への道筋
ベビーファーストセミナー
ＥｖｅｒｙｏｎｅＰｏｌｉｔｉｃｓ～政治を全ての人に届ける～セミナー
インクルージョン推進セミナー
未来を見据えたレジリエンス確立セミナー
ＪＣＩＪＡＰＡＮ ＴＯＹＰ ２０２２参加推進セミナー
ＢＥＹＯＮＤＴＨＥＢＯＲＤＥＲ ～ＡＳＰＡＣでつながる世界との可能性〜
Ｍａｋｅｐｒｏｇｒｅｓｓ～日本とロシアを愛するために～
質的価値実践ワークショップ ～質的価値
Room B2※
に磨きをかけ質的価値社会を創出しよう～
Room B2※ 新トレンド発掘セミナー
Room B2※ ウェルトーク！～あなたの会社は大丈夫？？ ～幸せな会社の作り方～
Room B2※ 森の循環から考える脱炭素と地域経済活性化セミナー
Room B2※ ビジネスを通じた持続可能な国際協力
Room B2※ 誰得？国際アカデミー
Room 157 狙って広める運動のつくり方セミナー ～ストーリーのある運動は自走する～
Room 157※ 稼ぐ！
ＪＣセミナー
Room 157※ 会員発掘公開アカデミー
Room 157※ 多様な個性を理解しよう ～多様性がイノベーションを生み出す～
Room 157※ ＯＮＥＩＭＰＡＣＴＳＥＭＩＮＡR
Room 157※ 地域再興→ＬＯＭ再興 ～何もないまちこそ やんちゃしようぜ～
Room 157※ 運動プラットフォーム構築スタートアップセミナー
Main Hall メインフォーラム（社会グループ）
【サテライト会場】 「ビジョンが織りなす未来共創
Room A・Room E フォーラム」
Main Hall フォーラム（共創グループ）
【サテライト会場】 「ＪＣってなんだ！今こそ理念共感
Room A・Room E 拡大の時」
Main Hall フォーラム（経済グループ）「経済フォーラム」
Room A フォーラム（国際グループ）「今、世界は揺らいでいる！１／３の幸せの形」
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【時間】1月22日（土）10：45～11：45
【プログラム】イチから始める中期ビジョン策定への道筋
【場所】①Room B1
②JCI日本公式 YouTubeチャンネル
【対象者】LOMメンバー・一般市民
【担当会議・委員会】ビジョナリーシティ会議
中期ビジョン策定が初めてとなるLOMを対象に今後ビジョナリーシ
ティ会議が進めていく中期ビジョン策定のショーケースをデモンスト
レーション形式で初の策定となるJCI高山小林理事長と枝廣淳子氏
で行います。「どのような流れで策定に進んでいくのか」「どのような
注意点があるのか」を実際に策定していく中での悩みを枝廣氏の経
験を元に解決し進めていきます。視聴者には実働するビジョンを策
定するにことに向けてどのような手順で進めていくのかを知って頂
きLOMに持ち帰って頂きます。策定に携わるメンバーを中心に、理
事長だけではなくLOM内部からも策定への意欲向上を図ります。

【時間】1月22日（土）11：45～12：30
【プログラム】ベビーファーストセミナー
【場所】① JCI日本公式 YouTubeチャンネル
②Room B1で映像上映
【対象者】LOMメンバー・一般市民
【担当会議・委員会】ベビーファースト委員会
2022年度は、ベビーファースト運動を全国各地において子供を産
み育てやすくする取り組みを生み出す装置として確立することを目
的とし運動を推進します。本セミナーの開催ならびに配信を通し
て、現状の日本の子育て世代、またはこれから子供を育てようとす
る世代の現状と課題を明確にし、子育てしやすい社会づくりに向
けた国内における諸課題を把握することで、共に2022年度のベ
ビーファースト運動を推進する上でのメンバーの意識統一と知識の
蓄積を行います。
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各セミナー開催一覧

10:45～12:45 質的価値社会委員会

月 日（土）

各会議・各委員会会場一覧

16:00～17:00 会員発掘会議

【時間】1月21日（金）16：00～17：00
【プログラム】拡 大塾～拡大は驚くほど変わっている～
【場所】①Main Hall
②JCI日本公式 YouTubeチャンネル
【対象者】LOMメンバー・一般市民
【担当会議・委員会】会員発掘会議
これまでの会員拡大の失敗事例から会員拡大を成功させるために
は、新たな取り組みが必要であるという危機感を提 示し、会員拡
大の目標達成には拡大担当者がモチベーションを維持し続けるこ
とが大切であることを伝え、拡大トレーナーの必要性についてセミ
ナーを開催します。

【時間】1月22日（土）12：30～13：15
【プログラム】Everyone Politics
～政治を全ての人に届ける～セミナー
【場所】① JCI日本公式 YouTubeチャンネル
②Room B1で映像上映
【対象者】LOMメンバー・一般市民
【担当会議・委員会】国民の幸せを守る委員会
社会 制度の複雑化によって、選挙などの投票行為を通じて、自身
の意見が国にどう反映されるのか、本当に反映されたのか見えづ
らくなっているため、多くの人が政治や国のことに対して、他人事
のように感じ、自分事として実 感しにくくなっています。それは投
票率などの低さによって現れています。しかし、政治はそうではな
く、本来自分事であり他人事でない、自分たちが動けば政治にかか
われる希望を持てるセミナーを開催します。

【時間】1月22日（土）13：15～14：00
【プログラム】インクルージョン推進セミナー
【場所】① JCI日本公式 YouTubeチャンネル
②Room B1で映像上映
【対象者】LOMメンバー・一般市民
【担当会議・委員会】インクルージョン推進委員会

【時間】1月22日（土）14：00～14：45
【プログラム】未 来を見据えたレジリエンス確立セミナー
【場所】① JCI日本公式 YouTubeチャンネル
②Room B1で映像上映
【対象者】LOMメンバー・一般市民
【担当会議・委員会】まちのレジリエンス確立委員会
社会福祉協議会との協力協定の重要性と、令和2年7月に発災した
熊本豪雨を実際ご経験された2020年度JCI八代理事長豊田啓勤
君と八代社会福祉協議会の方にQ＆A方式でボランティアセンター
設置からその後の動きについてパネルディスカッションを行って
頂きます。発災直後の様子やその時感じたこと、JCとしてどの様
に行動したのか。さらに社会福祉協議会と連携を踏まえて協定し
ていたからこそ生まれたメリットをお話頂き、ネットワーク構築が
いかに大切かをご視聴頂いている皆様に感じて頂きます。
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【時間】1月22日（土）15：30～16：15
【プログラム】BEYOND THE BORDER
～ASPACでつながる世界との可能性～
【場所】① JCI日本公式 YouTubeチャンネル
②Room B1で映像上映
【対象者】LOMメンバー・一般市民
【担当会議・委員会】コンベンション支援委員会
ASPACは、アジア太平洋地域のJCI関係者が一堂に会し、地域活
性の起爆剤となり、また各メンバーの大きな成長が見込める事業
であり、一人でも多くのメンバーに参加頂く必要があります。各メン
バーに2022年にASPACが4年ぶりに日本の地で開催すること
の意義や魅力を理解してもらい、そして参加動員の促 進を図るた
めに本セミナーを開催します。

【時間】1月22日（土）16：15～17：00
【プログラム】M
 ake progress～日本とロシアを愛するために～
【場所】① JCI日本公式 YouTubeチャンネル
②Room B1で映像上映
【対象者】LOMメンバー・一般市民
【担当会議・委員会】日ロパートナーシップ委員会
本事業は「Make progress～日本とロシアを愛するために～」を
メインテーマに、30分枠のトークセッション形式で実施をします。
1年間の運動のスタートであるからこそ、日ロ両国の歴史や文化、
現代における関係性を知ることで、互いの国に生じている認識の
違いの解消へとつながり、一人でも多くのメンバーと価値観の共有
と相互理解を深めながら、具体的なアクションを示すことで、新た
な日ロ友好の形をイメージして頂きます。
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各セミナー開催一覧

各セミナー開催一覧

女性の能力開発、キャリア開発、組織開発などのコンサルティングに
長年携わり、その中で、特にアンコンシャス・バイアストレーニングやイ
ンクルージョン推進プログラムにおいて高い評価を得ている荒金雅子
氏を講師に招き、京都会議においてアンコンシャス・バイアス（無意識
の偏見）×インクルージョンに関するセミナーを動画にて実施します。
インクルージョンを推進していくためには、人々があるがままに生き
ることを阻害する要因となっている“人間が無意識に持っている偏見”
を解消する必要（社会課題）があるということを問題提起します。

【時間】1月22日（土）14：45～15：30
【プログラム】J
 CI JAPAN TOYP 2022参加推進セミナー
【場所】① JCI日本公式 YouTubeチャンネル
②Room B1で映像上映
【対象者】LOMメンバー
【担当会議・委員会】TOYP委員会
TOYPがハード、傑出した若者がソフトとなり、事業開催によって、
地域に好循環を生み出し続ける装置となることを念頭に一年間の
活動を展開します。そのために、まずは第一歩としてエントリーに
て多くの傑出した若者を発掘するスタート促 進としてセミナーを
開催します。

【時間】1月22日（土）10：45～12：45
【プログラム】質 的価値実践ワークショップ ～質的価値に磨きを
かけ質的価値社会を創出しよう～
【場所】①Room B2
②JCI日本公式 YouTubeチャンネル
【対象者】LOMメンバー・一般市民
【担当会議・委員会】質的価値社会委員会
2021年度の連携において整理された各地の質的価値に着目した
取り組みは多数ありますが、多くの取り組みは地 域を盛り上げ地
域社会の自立に寄与するような取り組みはまだ少ない状況です。
2021年度に整理された商品やサービス、まちづくり事業などの
担当者をセミナーに参加して頂きます。それぞれの取り組みの課題
や新しいアイデアを抽出する参加型のセミナーとし、京都会議 以
降のそれぞれの取り組みの事業加速化支援へとつなげていける機
会とします。

【時間】1月22日（土）13：15～14：00
【プログラム】新トレンド発掘セミナー
【場所】① JCI日本公式 YouTubeチャンネル
②Room B2で映像上映
【対象者】LOMメンバー・一般市民
【担当会議・委員会】ユニコーンビジネス委員会

【時間】1月22日（土）14：00～14：45
【プログラム】ウェルトーク！～あなたの会社は大丈夫？？
～幸せな会社の作り方～
【場所】① JCI日本公式 YouTubeチャンネル
②Room B2で映像上映
【対象者】LOMメンバー・一般市民
【担当会議・委員会】ウェルビーイング経営委員会
ダボス会議において資本主義の再定義が謳われ、
「人」に焦点を当
て幸福中心社会への転換が進んでいます。これからの時代、会社経
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【時間】1月22日（土）14：45～15：30
【プログラム】森 の循環から考える脱炭素と地域経済活性化セミナー
【場所】① JCI日本公式 YouTubeチャンネル
②Room B2で映像上映
【対象者】LOMメンバー・一般市民
【担当会議・委員会】グリーンエコノミー委員会
林業における、好循環を生み出すための経済システムを確立させ、
地域環境の改善から温室効果ガス削減への取り組み、さらには地
域の発展につなげた地域の実例に学び、各地域に展開していくた
めのセミナーを行います。

【時間】1月22日（土）15：30～16：15
【プログラム】ビジネスを通じた持続可能な国際協力
【場所】① JCI日本公式 YouTubeチャンネル
②Room B2で映像上映
【対象者】LOMメンバー・一般市民
【担当会議・委員会】持続可能な国際協力委員会
2018年「地域未来牽引企業」（経済産業省）にも選定され、SDGsビ
ジネスを通じて国際協力に積極的に取り組まれている寺尾先輩を招き、
カンボジアで行われている国際協力についてご講演を頂きます。また、
3つのテーマをもとに対談形式にてSDGsを通じたこれからの持続可
能な国際協力についてお話頂きます。

【時間】1月22日（土）16：15～17：00
【プログラム】誰 得？国際アカデミー
【場所】① JCI日本公式 YouTubeチャンネル
②Room B2で映像上映
【対象者】LOMメンバー・一般市民
【担当会議・委員会】国際アカデミー委員会
国際アカデミーについての認知度は、事業のことを全く知らない
人から過去にデリゲイツとして参加した大の国アカファンまでまち
まちであると推察されます。本セミナーは、配信動画という特性を
生かし、動画再生のスタート時間ごとでセミナーの内容を切り替
え、国際アカデミーを知っている人から知らない人まで、各自の理
解度をスタート地点として理解が進むようなコンテンツを配信を
いたします。
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世界各地から次々と新しいムーブメントが誕生し、その度にゲームチェ
ンジが繰り返され、昨日の当り前が、今日の当り前でなくなる時代で
す。我々の住みくらす、まちや国、未来ある子供たち、そしてかけがえ
のない会社やステークホルダーを守るリーダーとして、時代の潮流を
見極めることは責務とも言えます。また、このような変化の激しい時
代においても成長を続ける企業や、短い期間でも急 成長を遂げるス
タートアップ企業も誕生しております。このような現状を踏まえ、年初
の段階からゲームチェンジを意識した、情報収集やその活用方法を周
知し年間のスタートを切ることで、JCメンバー自身の会社から新しい
ビジネスの新潮流を作り出していくスタートを切り、不安を希望に変
える、新トレンドを発信できる企業創出につなげるセミナーと致しま
す。

営にはウェルビーイング経営が必要となってきています。「幸せの
価値」を経営に取り入れるにはどうすればよいか？我々中小零細企
業はどうやってウェルビーイング経営を取り入れることができるの
か、導入のメリットは何か、必要性や今後の方向性等についてのセ
ミナーを開催いたします。

【時間】1月22日（土）10：45～11：45
【プログラム】狙って広める運動のつくり方セミナー
～ストーリーのある運動は自走する～
【場所】①Room 157
②JCI日本公式 YouTubeチャンネル
【対象者】LOMメンバー・一般市民
【担当会議・委員会】JCブランドマネジメント会議
JCの運動は各地において、
「社会課題を解決する」、
「地域の未来
を創る」といった趣旨で広く展開されていますが、いざ事業を行っ
たとしても、動員がうまくいかなかったり、あるいは広報発信して
も反応が薄かったり、結果、市民に浸透せずに、その効果を十分に
得られない事例が数多あります。どんなに労力や予算をかけても、
事業内容が市民から共感と信頼を獲得できる内容でなければ、そ
れは単なるJCごっこにつながりかねません。本セミナーでは、事
業の構築段階から、市民から共感を集め、信頼を構築できるよう
な広報戦略（PR＝Pablic Relations→社会と運動、事業とのかか
わり）を導入することの意義と、その具体的手法について有識者に
よる講演を通じてご提示します。

【時間】1月22日（土）13：00～13：45
【プログラム】会
 員発掘公開アカデミー
【場所】① JCI日本公式 YouTubeチャンネル
②Room 157で映像上映
【対象者】全メンバー
【担当会議・委員会】会員発掘会議
理念共感の会員拡大を行うことによる組織課題とその解決による
組織の成長、ビジョンを明確にできるリーダーの育成、2021年の
拡大成功・失敗手法を共有する動画を配信します。
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【時間】1月22日（土）14：30～15：15
【プログラム】ONE IMPACT SEMINAR
【場所】① JCI日本公式 YouTubeチャンネル
②Room 157で映像上映
【対象者】全メンバー
【担当会議・委員会】アワード委員会
LOMメンバーに対して事 業 構築の理 念に基づいたロールモデル
を伝えるセミナーAWARDS JAPAN編、JCI AWARDS編また、
外部アワードの推進とGianPocketの活用編を行いGianPocket
バージョンⅡ発表させて頂きます。

【時間】1月22日（土）15：15～16：00
【プログラム】地 域再興→LOM再興
～何もないまちこそ やんちゃしようぜ～
【場所】① JCI日本公式 YouTubeチャンネル
②Room 157で映像上映
【対象者】会員数20名以下のLOM（251LOM）
【担当会議・委員会】LOM支援委員会
会員数20名以下のLOMの現状や、そのLOMの地域に共通する社
会課題を提示すると共に、JC運動の理念に触れ、そのような地域
にこそJC運動が必要であることを理解して頂くセミナーを実施し
ます。

―15―

各セミナー開催一覧

各セミナー開催一覧

【時間】1月22日（土）12：15～13：00
【プログラム】稼
 ぐ！JCセミナー
【場所】① JCI日本公式 YouTubeチャンネル
②Room 157で映像上映
【対象者】LOMメンバー・一般市民
【担当会議・委員会】財務運営会議
現在、会員数の減少により、運営の基盤である会費収入も減少し、
各LOMの運動・事業が縮小を余儀なくされる状況が近づきつつあ
ります。そのような中でも、各LOMの独立した財政基盤を構築す
ることで持続可能性を高められるように本セミナーを開催いたし
ます。

【時間】1月22日（土）13：45～14：25
【プログラム】多 様な個性を理解しよう
～多様性がイノベーションを生み出す～
【場所】① JCI日本公式 YouTubeチャンネル
②Room 157で映像上映
【対象者】全メンバー・JCI日本役員・各LOM理事長
【担当会議・委員会】組織改革委員会
JCI日本が多様な価値観をもつ人々を明るい豊かな社会へ導くた
めには、多様なライフステージにある会員誰もが自身のもつ能力
を最大限に発揮できる環境が必要です。JC運動、活動における多
様性について多様なジェンダー、ハンディキャップを持つ3名の講
師の実例をもとにそれぞれの視点から意見交換を行い、双方が対
等に活躍し、やりがいを感じる組織へ進化するための場とします。

【時間】1月22日（土）16：00～16：45
【プログラム】運 動プラットフォーム構築スタートアップセミナー
【場所】① JCI日本公式 YouTubeチャンネル
②Room 157で映像上映
【対象者】全メンバー・各ブロック協議会・各市区協議会
【担当会議・委員会】運動プラットフォーム構築委員会
地 区アカデミー、ブロックアカデミー の開 催は、地 区協議 会、ブ
ロック協議会との連携事業となります。それに伴い、JC運動を学
ぶうえでのプラットフォ－ムを活用したアカデミーの支援・推提と
して、年度初めの京都会議にて関係パートナーと当委員会の本年
度の方向性や情報を共有することを提案します。

【時間】1月22日（土）13：30～14：30
【プログラム】メインフォーラム（社会グループ）
「ビジョンが織りなす未来共創フォーラム」
【場所】①Main Hall
【サテライト会場】Room A・Room E
②JCI日本公式 YouTubeチャンネル
【対象者】全メンバー・一般市民
【担当会議・委員会】ビジョナリーシティ会議
枝廣淳子氏（幸せ経済社会研究所所長）を講師としてお招きし、枝
廣氏が体系化したビジョンを創造するためのシナリオプランニン
グを活かした合意形成についてご講演頂きます。実際に関わった
プロジェクトから、意志ある未来を描く地方創生が実現される一
連の流れについて理解を促しビジョンの重要性を理解して頂き、
行政主導を超えた私たち責任世代が積極的に参加する中期ビジョ
ン策定の実動に移行するスタートアップとする内容とします。

【時間】1月22日（土）16：00～17：00
【プログラム】フォーラム（経済グループ）
「経済フォーラム」
【場所】①Main Hall
②JCI日本公式 YouTubeチャンネル
【対象者】全メンバー・一般市民
【担当会議・委員会】新たな資本主義創造会議
京都信用金庫理事長 榊田隆之氏と株式会社eumo代表取締役
新井和宏氏をお招きします。まず新井氏から、今後株主資本主義か
らの脱却がどうして必要なのかを話して頂き、中小企業が中心であ
るJCメンバーが先立って新しい資本主義を取り入れていくことの
重要性を話して頂きます。その後、大石議長のコーディネートで、
榊田氏と新井氏で鼎談を行って頂き、よりJCメンバーが率先して
実践していくことへの誘導と金融機関との連携について、実際に
企業による八方よし経営の事例を通して、JCメンバーに意識づけ
をして頂きます。

【時間】1月22日（土）14：45～15：45
【プログラム】フォーラム（共創グループ）
「JCってなんだ！今こそ理念共感拡大の時」
【場所】①Main Hall 【サテライト会場】Room A・Room E
②JCI日本公式 YouTubeチャンネル
【対象者】全メンバー・一般市民
【担当会議・委員会】理念共感拡大会議
組織における理念共感の重要性や様々な取り組みも全ては理念に
立ち返ることで生み出されることを再認識いただきます。本フォー
ラムを受けて、聴講した全ての方が理念共感拡大の活動を実践す
ることにより、JC活動や社業の意識を改革し、その人自身や周囲
に希望を与えます。また、中長 期的にも、共 感された理 念 が 実 践
されて定 着化されることにより、新たな組織風土が醸 成され、各
LOMの主体性や自主性が生まれます。そして、各LOMが普遍的な
理念をもって活動を続けることで、幸せを生み出し続ける装置とな
り、まちへの不安を希望に変えることにつなげます。
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各セミナー開催一覧

各セミナー開催一覧

【時間】1月22日（土）16：00～17：00
【プログラム】フォーラム（国際グループ）
「今、世界は揺らいでいる！1／3の幸せの形」
【場所】①Room A
②JCI日本公式 YouTubeチャンネル
【対象者】全メンバー・一般市民
【担当会議・委員会】グローバルネットワーク創造会議
日本 が 現 在 お かれてい る民 主 主 義 国としての 現 状 や、権 威 主 義
の人権問題などから民 主 主義 の理 解を深め、2022年度の民 主
主義に関する運動を展開するにあたり、意識の高揚を図るための
フォーラムを実施することで、ASPACやサマーコンファレンスで
の事業につなげていきます。

2022 年度京都会議への車でのご来場に関するご案内

■地下鉄沿線駅駐車場・付近駐車場のご案内■

国立京都国際会館周辺には、駐車スペースがございません。
公共の交通機関でご来場ください。

国立京都国際会館近辺 地下鉄烏丸線駅周辺駐車場案内
【 】は国際会館駅までの乗車時間

従来より、公共交通機関での来場を推奨させて頂いておりますが、近年車での
来場が増加し、２３日（日）の新年式典をはじめ各ファンクション時の会場前
渋滞や周辺商業施設への駐車により、近隣住民の皆様へご迷惑をおかけしてい
る事態が発生しております。
本年は京都会議期間中のお車での乗り入れを下記の通り制限させて頂きます。
国際会館前の前面道路及び周辺地域に駐停車された場合（有人である場合も含
め）は、所轄警察署のご協力を仰ぎながら対応を進めますので、お車でのご来
場はご遠慮頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
お車にてお越しの場合は、予め京都市内中心部の各駐車場にお停め頂いた上で、
公共交通機関にてご来場ください。皆様におかれましては、本趣旨をご賢察の
上ご協力を頂きますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
■期間中の国際会館ロータリーへの進入に関して（下図をご参照ください）
開
 催期間中はバスでのロータリーへの進入は禁止とし、駐車場にて乗降車く
ださい。
会
 場前でバスの路肩駐車による待機も禁止させて頂きます。その旨バス会社
へお伝えください。
国
 際会館周辺には駐車場がほとんどございませんのでご注意ください。
開
 催期間中タクシーはロータリー進入、待機可能とさせて頂きます。
国際会館
駐車場

タクシーでの
一般車での ロータリー内
バスでの
Ｕｂｅｒ
ロータリー進入 ロータリー進入
の駐車
ロータリー進入 タクシー等進入

１月２０日（木）

〇

○

○

×

×

×

１月２１日（金）

〇

○

×

×

×

×

１月２２日（土）

〇

○

×

×

×

×

１月２３日（日）

〇

○

×

×

×

×

■地下鉄北山駅周辺【約４分】
・コインパーキング複数あり（合計約８０台）
■地下鉄北大路駅周辺【約６分】
・北大路ビブレ地下駐車場（３６０台）
住所 京都市北区小山北上総町４９－１ ＴＥＬ０７５－４９５－８５６１
営業時間 ７：００～２４：００
料金 ３０分毎￥２５０（一般客） 最大 平日：１０００円 土日祝：１５００円
[ 泊まり料金 ] ５００円（２４：００～翌７：００）
※他コインパーキングあり（約３０台）
■地下鉄烏丸御池駅周辺【約１４分】
・京都市御池地下駐車場（４３９台）
住所 京都市中京区京都市役所前 御池通地下 ＴＥＬ０７５－２５３－２７６０
営業時間 ２４時間営業
料金 ３０分２５０円（７時から２２時） ６０分２５０円（２２時～翌７時）
昼間上限 月曜～土曜（日曜祝日除く） ５００円（６時～２４時）
宿泊料金（２１：００～９：００）１，
５００円
※地下鉄烏丸線直通通路あり
※他コインパーキングあり
■京都駅八条口周辺【約２５分】
・京都駅八条口駐車場（アバンティ地下）（２０８台）
京都市南区東九条西山王町３１番地 ＴＥＬ０７５－６７１－８９４７
営業時間 ２４時間営業
料金 ３０分２５０円（９時から２１時） ６０分１００円（２１時から翌９時）
※他コインパーキング多数あり
■その他
上加茂神社駐車場（約１００台）【約１５分】
下鴨神社西駐車場（約１５０台）【約１５分】
※駐車料金は価格改定等の事情により変更する場合がございます。その旨ご了承ください。
※上賀茂神社・下鴨神社駐車場からはタクシー（約１，５００円）をご利用ください。
※掲載のほかにも、地下鉄沿線には多数の駐車場がございますのでご利用ください。

近隣駐車場のご案内

近隣駐車場のご案内
北大路ビブレ地下駐車場
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【歓迎

2022 年度京都会議】

【私達はＪＣ運動を応援しています。】
株式会社 GG

ポルシェセンター京都 株式会社 セフティ

宗教法人六波羅蜜寺

小川珈琲 株式会社

株式会社 リメイク

ネッツトヨタ京都 株式会社

株式会社 土井志ば漬本舗

株式会社 西利

弁護士 住田浩史

三木竹材店

岡本会計事務所

株式会社 ヒトミ

株式会社 ネオテクノ

株式会社 創味食品

株式会社 福寿園

株式会社 公益社

荒尾税理士法人

株式会社 藤堂製作所

株式会社 あおぞら印刷

株式会社 大安

株式会社 山下組

株式会社 ライフコンビニエンス

株式会社 清昌堂やました

株式会社 岡野組

寿フォーム印刷 株式会社

株式会社 江村商店

有限会社トクショウ工業

大同倉庫 株式会社

株式会社 吉秀トラフィック

有限会社 グローバルメンテナンス工業

菱高 SDB 株式会社

株式会社 やまの

株式会社 ミドリヤ

有限会社 大西建産

株式会社 足立住宅

株式会社 石山工務店

有限会社プロスパー

有限会社 初田屋

株式会社 松尾製作所

学校法人両洋学園

ハッピーライフＪ

株式会社 オートアンドハウス

株式会社 ミラノ工務店

株式会社 第一観光ビル

長谷川公認会計士事務所

株式会社 ゑり善

石清水八幡宮

京都たからこども園

税理士法人総合経営

株式会社 京津管理

株式会社 美濃吉

株式会社 グランドビジョン京都 平安監査法人

山ばな 平八茶屋

双葉産業 株式会社

株式会社 吉川工務店

総合経営 株式会社

ネッツトヨタヤサカ 株式会社

株式会社 アサヌマ写真スタジオ

有限会社 ケイエスアイ

株式会社 Ｍ＆Ａパートナーズ

株式会社 長谷川松寿堂

誠都運輸倉庫 株式会社 / 有限会社 誠都物流

む津美製菓 株式会社

株式会社 龍善堂

株式会社 大成閣プランニング 高山 株式会社

有限会社 浅見水産

Bar Lag Wagon

株式会社 興

株式会社 玉英タカギ

株式会社 第一土木

株式会社 グロースデザイン

中島電気工事 株式会社

株式会社 財産コンサルタンツ

株式会社 山中商事

石勘 株式会社

山田 卓也

新公益支援コンサルタンツ 株式会社

株式会社 田中伊雅仏具店

石井写真事務所

株式会社 望主アート

株式会社 たん熊北店

片岡経営研究所

株式会社 マーチ

有限会社 すえたか工務店

株式会社 京鐵

株式会社 関製菓本舗 藤兵衛庵

Café minami
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協賛企業一覧

協賛企業一覧

裏千家 一般財団法人今日庵 株式会社 井筒八ッ橋本舗

【歓迎

2022 年度京都会議】

【私達はＪＣ運動を応援しています。】

株式会社 村井建設

つばさ総合法律事務所

岡村公認会計士・税理士事務所、天下逸品知恩院前店 株式会社 奥谷組

アラネット 株式会社

salon salute

株式会社トクナガ

株式会社 畑中

株式会社 淡交社

キャピタル東洋亭北山本店

弁護士

株式会社 中山徹デザイン事務所

株式会社 エリッツ

ＢＡＲＡＬＰＨＡ

長尾

京環メンテナンス 株式会社

ケーハンエージェンシー 株式会社

井戸・原法律事務所

三和管工 株式会社

株式会社 木下商店

今村

株式会社 山仲工業所

ライフウィズ 株式会社

株式会社 石俊

吉井石油 株式会社

祇園はじめ

株式会社 Ｅ
ｌｐｕｅｎ
ｔ
ｅ

隆史

青野

理俊

一司

中村

真樹

高木漆工

Nail&Beauty Salon BIOLATORY 株式会社 オーファスプランニング 21
株式会社 ワン・ワールド

株式会社トレジャーホーム

株式会社 ツクシ不動産

光 株式会社

株式会社 ブリッジベース

株式会社 NEXTFIVE

京和ブロンズ 株式会社

株式会社 大興電機

其田 寿一

スタックアップ

隈本 株式会社

アイカム 株式会社

株式会社 老松

松本税理士事務所

和田泰行税理士事務所

香東園やましな

株式会社 鈴木松風堂

株式会社 圓堂

株式会社 ロマンライフ

貴船ひろや

株式会社 イタショク

株式会社 山本清掃

salon salute

株式会社 ＨＧＫ２

ジー・グレース 株式会社

株式会社 Big クリーン

有限会社 ボルディーデザイン研究所

御池総合法律事務所

株式会社 ミリエーム
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都総合管理 株式会社
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■地下鉄マップのご案内■

MEMO

★
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表３

2022年度

京都会議

GUIDE BOOK
ＪＣI日本本部
国立京都国際会館 Room C-2

本部（総務・渉外・事務局）

ＪＣI京都本部
国立京都国際会館 Room 103

Junior Chamber International Kyoto

公益社団法人 京都青年会議所

