
２０１３年度一般社団法人新潟青年会議所 

新入会員候補者からよくある質問 Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ１ 青年会議所の特徴はどのような所ですか？ 

青年会議所を他の団体から区別する最大の特徴は年齢制限にあります。年齢が２０歳から４０歳 

までであり、何よりも「品格のある青年」でなければなりません。また、役員・組織・事業等の「単年 

度制」、そして会員は自分の住んでいる地域、または職場のある都市の青年会議所に所属するこ 

となどが主な特徴です。 

 

Ｑ２ 新潟青年会議所に入会できるのはどんな人ですか？ 

年齢が満２０歳から３７歳（２０１３年度入会は昭和５０年１月１日生以降）までであり、男女を問わず 

「品格のある青年」の方であれば、どなたでも入会可能です。 

 

Ｑ３ 入会審査があると聞きましたが選考基準はあるのですか？ 

青年会議所活動の趣旨に賛同する、良識を持った健全な青年であれば入会可能です。 

新潟青年会議所では入会資格に関して独自に別途内部規定を設けており、これに基づき最終的 

に選考されます。 

 

Ｑ４ 経営者ではないですが入会できますか？ 

経営者だけを対象とする団体ではありません。「まちづくり」や「人づくり」といった青年会議所活動 

は、経営者か否かは関係ありません。 

 

Ｑ５ 会員はどのような職業の方が多いのですか？ 

企業の経営者や自営業者が多いのですが、会社員の方も少なくありません。企業から研修の一 

環として入会される方もいらっしゃいます。 

 

Ｑ６ 何でＪＣと言うのですか？ 

青年会議所の英訳が「Ｊｕｎｉｏｒ Ｃｈａｍｂｅｒ」である為、この頭文字をとって、青年会議所をＪＣと 

呼んでいます。 

 

Ｑ７ 青年会議所の組織はどのようになっているのですか？ 

青年会議所の組織単位はＬＯＭ（Ｌｏｃａｌ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ Ｍｅｍｂｅｒ）と呼ばれる各地域にある 

青年会議所が最小単位で、メンバーはこのＬＯＭに所属します。その上には、都道府県単位の 

ブロック、地区協議会、日本青年会議所があり、国際組織としてのＪＣＩ（Ｊｕｎｉｏｒ Ｃｈａｍｂｅｒ 

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ）があります。 

 

 

 



Ｑ８ 入会金・年会費はどれくらい掛かりますか？ 

入会金は７万円、年会費１４万円です。 

初年度費用は、入会金７万円、５月から１２月までの８ケ月分の年会費で９万３千円が必要となり 

ます。その他に懇親会費、各種大会登録費などが別途掛かります。 

 

Ｑ９ 有名なＯＢメンバーはいますか？ 

■チャールズ・リンドバーグ（アメリカ） 

１９２７年、ニューヨーク・パリ間の大西洋横断無着陸飛行に成功。また、１９３１年には北太平洋横 

断飛行にも成功。 

■リチャード・ニクソン（アメリカ） 

アメリカ合衆国の第３６代副大統領及び第３７代大統領。 

■コフィー・アナン（ガーナ） 

第７代国連事務総長。 

２００１年、国際連合と共にノーベル平和賞を受賞。 

■ジャック・シラク（フランス） 

フランス第５共和制の第５代大統領。 

■ビル・クリントン（アメリカ） 

アメリカ合衆国の第４２代大統領。 

■日本では 

鳩山 由紀夫 （苫小牧ＪＣ、第９３代内閣総理大臣） 

麻生 太郎   （飯塚ＪＣ、元日本青年会議所会頭、第９２代内閣総理大臣） 

牛尾 治朗   （東京ＪＣ、元日本青年会議所会頭、現ウシオ電機会長） 

石原 伸晃   （東京ＪＣ、元自由民主党幹事長、現環境大臣） 

柿崎 順一   （科野ＪＣ、元科野ＪＣ理事長、芸術家、華道家） 

菅     直人   （東京ＪＣ、元民主党党首、第９４代内閣総理大臣） 

小泉 純一郎 （横須賀ＪＣ、第８７、８８、８９代内閣総理大臣） 

塩川 正十郎 （布施ＪＣ（現・東大阪ＪＣ）初代理事長、元衆議院議員） 

鴻池 祥肇   （尼崎ＪＣ、元日本青年会議所会頭、元国務大臣） 

越本 隆志   （宗像ＪＣ、在籍中の２００６年１月に第３４代ＷＢＣ世界フェザー級王者獲得） 

千     玄室   （京都ＪＣ、元日本青年会議所会頭、裏千家今日庵第１５代家元） 

田中 良生   （とだわらびＪＣ、元埼玉ブロック会長、元衆議院議員） 

西岡 武夫   （長崎ＪＣ、元参議院議長、元文部大臣） 

丹羽 秀樹   （春日井ＪＣ、衆議院議員） 

服部 禮次郎 （東京ＪＣ、元日本青年会議所会頭、セイコー名誉会長） 

鈴木 寛     （東京ＪＣ、参議院議員） 

平      将明   （東京ＪＣ、衆議院議員） 

森     喜朗   （小松ＪＣ、第８５、８６代内閣総理大臣） 

■新潟ＪＣでは 

上原 明     （前新潟商工会議所会頭、新潟日産自動車（株）代表取締役会長、１９７５年卒） 

敦井 榮一   （現新潟商工会議所会頭、敦井産業（株）取締役会長、１９８２年卒） 

池田 弘     （（学）新潟総合学園総長、１９８９年卒） 



西村 智奈美 （元衆議院議員、２００７年卒） 

中原 八一   （参議院議員、１９９９年卒） の皆さんなど。 （敬称略） 

 

Ｑ１０ 青年会議所メンバーはＪＣをどんな団体だと考えていますか？ 

社会奉仕団体、自己啓発を重ねながら社会開発に取り組む団体と考えているメンバーが多いよう 

です。その他、自己開発を目的とするトレーニング団体と考えるメンバーもいます。 

 

Ｑ１１ 青年会議所内部においても意見の相違はありますか？ 

当然ながらあります。しかしながら、青年会議所において行なわれる様々な事業は、協議・審議を

行い、全体の合意を得ながら運営が行なわれています。また、会議においては少数意見を尊重 

するロバート議事法を採用しており、十分に意見交換がなされた上で事業の審議に至りますし、 

事業実施の際には、目的達成の為にメンバー全員が一丸となって協力します。 

 

Ｑ１２ ＪＣで一番楽しかった事は何ですか？ 

立案時の事業目的を十分に満たした際に達成感を感じますし、事業運営をしていく際に様々な方 

からお声掛けいただく事にも非常に嬉しさを感じます。また、青年会議所活動を通じて様々な方と 

知り合う事、そして何と言っても全国・世界の志を同じくする青年会議所メンバーと様々な事業を 

展開していく中で芽生える素晴らしい交友も非常に大きな喜びの一つです。 

 

Ｑ１３ ＪＣで友達は出来ましたか？ 

個々人にもよりますが、青年会議所においては、一つの事業目的達成の為に志を一つにして多く 

のメンバーと活動を行ないますので、自然と友情が芽生えてきます。多くの方が、社会人として勤 

めてからは自身の仕事関係、趣味などを中心として人脈が広がっていくものと思いますが、青年 

会議所での人脈は仕事や趣味などにもよらない人間関係ができる事から、非常に特別で大切だ 

と考えている方が多いようです。 

 

Ｑ１４ 青年会議所のメンバーがＪＣに入会してよかったことは何ですか？ 

数多くの友人が出来たと感じているメンバーが多いようです。その他、自己修練になった、人脈が 

広がった、仕事が貰えた等があります。 

 

Ｑ１５ 会議所に所属すると商売をする上でのメリットも多いですか？ 

メンバー同士、事業への取り組みを通して友情を深め合う中で、結果としてそう言う人脈もできる 

かもしれませんが、異業種交流会や商工会議所とは異なり、それ自体が目的ではありません。 

 

Ｑ１６ 実際にどのような活動をしているのですか？ 

新潟青年会議所では、新潟まつりの「手づくり子どもみこし」の運営、水と土の芸術祭にも登録す 

る形で行なった「サンドクラフトinにいがた」の開催、子ども達を対象とした「新潟郷土かるた大会」

の開催、『義』の精神を子ども達に伝える為の歴史アニメ「明和義人」の作成、新潟の拠点化推進

に向けた「みらいのまちづくり指南」の作成など様々な活動を行ないました。 

東日本大震災をはじめとした災害発生時には、地域社会復旧のためのボランティア活動に従事 

するだけでなく、日本中の青年会議所からの救援物資の取りまとめなどを行っています。同時に、



国や自治体に対し防災機能の向上を訴えると共に、市民の防災意識の醸成に尽力しています。 

 

Ｑ１７ 国際援助を行なっていますか？ 

日本青年会議所においては国境を越えた奉仕・支援を目的とした委員会があり、世界各地で援助 

活動を行なっています。また、世界組織である青年会議所は、直接的・間接的に様々な土地で国 

際支援を行なっています。 

 

Ｑ１８ 青年会議所の活動は会議が中心なのですか？ 

青年会議所という名の通り会議をします。その会議を重ね、まちづくり、人づくりの事業を作ってい 

きます。また会員の交流を通して視野を広めたり、自分を再発見出来るようなセミナーを開催した 

り、様々な事業を行政・民間問わず協働して進めています。 

 

Ｑ１９ 海外のＪＣとも交流ができますか？ 

新潟青年会議所では、韓国のソウル汝矣島（ヨイド）青年会議所と中華民國の板橋（パンチャオ） 

國際青年商會と姉妹締結を交わし、積極的に国際交流事業を行っています。 

 

Ｑ２０ 理事を受けるとメリットがありますか？ 

直接的なメリットはありません。しかし、理事に推挙されたと言うことは、個人の活動が多くの人に

認められ、更にリーダーとして活躍して欲しいと言うことだと思います。そして、理事と言う立場で

の学びは、リーダーシップトレーニングを初め数えきれない程あり、また他では絶対に得ることが

出来ない貴重な経験となるはずです。 

 

 



●ＪＣ入会２年以内の現役メンバーからのメッセージです。 

 

Ｑ１ ＪＣに入会されたきっかけを教えてください。 

・ 会社からの指示で入会しました。 （３７歳、男性、サラリーマン） 

・ 現役メンバーの方からのお誘い。 （２６歳、男性、会社取締役） 

・ 異業種交流を目的として。 （３７歳、男性、弁護士） 

・ 新潟に帰京したばかりで地元の事を学ぶために。 （３６歳、男性、会社経営） 

 

Ｑ２ ＪＣに入会されて感じたことを教えてください。 

・ 若手の企業家、経営者がたくさんいて驚いた。 （３６歳、女性、会社支店長） 

・ 一つの目標に向かって色々な方と一緒に取り組むことができる。 （３６歳、男性、会社経営） 

・ 年齢や仕事、会社など関係なくみんな平等な事に驚いた。 （３７歳、男性、サラリーマン） 

・ 活動すれば活動した分だけ自分の為になるという事。 （３７歳、男性、弁護士） 

 

Ｑ３ ＪＣに入会し、現在仕事や社会活動で役に立っていることを教えてください。 

・ 社会人の経験や知人も少なかったが、共に得る事が出来た。 （２６歳、男性、会社取締役） 

・ 仕事柄単独で動くことが多いが組織について学ぶ事が出来た。 （３７歳、男性、弁護士） 

・ 自分や自分の仕事をいろんな人に知っていただけたこと。 （３６歳、女性、会社支店長） 

・ 意識が変わり、地域や社会について考えるようになった。 （３７歳、男性、サラリーマン） 

 

Ｑ４ 現役メンバーの皆様から入会希望者の方へメッセージをお願いします。 

・ 年齢制限があるので入会せずに後悔するならやってみるべき。 （３６歳、男性、会社経営） 

・ 社業に生かせる経験と人に出会えます。 （３６歳、女性、会社支店長） 

・ 限られた時間をうまく使えるようになります。 （２６歳、男性、会社取締役） 

・ ４０歳で終わるＪＣ、入会して無駄なことはないと思います。 （３７歳、男性、サラリーマン） 

・ 異業種の方から得るものがたくさんあります。 （３７歳、男性、弁護士） 

 

●ＪＣをご卒業され現在新潟でご活躍されている先輩からのメッセージです。（２０１２年度） 

 

Ｑ１ ＪＣが今のご自身にどの様に役立っていますか。 

●石田経理事務所 副所長 石田 直樹 先輩 

・ 自分の業種以外に様々な業種の人と腹を割って話せる友人が出来ました。 

・ ＪＣの事業の進め方を自社の経営にも組み込んでいます。 

・ 地域づくりの活動にも運営方法やネットワークで活きています。 

・ 日本ＪＣの活動でも普通は出来ない経験をさせてもらいました。 

 

●新潟中央水産市場株式会社 代表取締役 藤田 普 先輩 

・ 広い交友関係（Human Network）が構築できました。 

・ 新潟市のコンベンションシティ化の構想に依り、観光業界への進出（鮮魚センター）のきっか 

けとなりました。（新潟ふるさと村、ピア万代） 

 

●有限会社オータス 代表取締役 佐藤 直樹 先輩 

・ 率直に言って、今の自分があるのはＪＣに所属していたからと言えます。私は、ＪＣに入会し 

た時はサラリーマンでした。その当時の社長の命令により渋々入会しました。ただ入会の条 

件として、入会するからには全力で活動させてもらう事と、ＪＣに関わる費用は全額会社負担 

を条件に活動していました。入会２年目、勤めていた会社が倒産し失業者となり、お金も掛か 

るし退会しようと考えました。そんな時、ＪＣで共に活動していた仲間や同期入会の仲間達か 

ら背中を押され、ＪＣは辞めず独立、開業の道を選びました。会社を立ち上げるまでの約２ヶ 

月間は失業保険をもらいながら活動していました。正直、会社設立当初は仕事とＪＣ活動の 

両立は非常に厳しかったです。でも、今から思えば「時間が無い」「忙しい」という言葉は、た 

だの言い訳に過ぎないと思えます。時間は作るもの忙しいと言うのは自分の段取りの悪さ、 

スケジューリングの甘さゆえの言い訳だと思います。こんな考え方が出来るようになった事 

自体、ＪＣの活動のお陰だと感じています。同じ苦労を共有し、一生付き合って行ける仲間が 



できた事も、ＪＣで得たものと言えると思います。４０歳までしか所属できないＪＣ。それを自分 

の人生に活かすかどうかは自分次第だと思います。ただ、所属して本気で活動しなければ絶 

対にＪＣの価値はわからない事は確かです。 

 

●東北塗装工業株式会社 代表取締役 若山 良夫 先輩 

・ 色々あり過ぎて雑駁になってしまいますが、骨子の部分を言えば、今後自分が生きて行く上 

で指針となる考えを持つ事が出来たことは、仕事にも私生活にも役に立っています。これは、 

ＪＣという多種多様な社会のリーダー達との議論や交流で身につける事が出来たものです。

（新潟ＪＣに限らず、県内・全国の凄い人達と語り合えます。） 

ＪＣに入っていなかったら間違い無く今の自分は無く、会社のリーダーとしては、物足りない存

在であったと強く感じます。 

 

Ｑ２ ＪＣのＯＢとしてどのような誇りを感じていますか。 

●石田経理事務所 副所長 石田 直樹 先輩 

・ ２００４年に東京から新潟に戻ってきてすぐ新潟ＪＣに入会しましたが、ＪＣ活動なしではこん

なにネットワークは広がらなかったと思います。またいろいろな街づくりの裏方でＪＣが動いて

いることも知らなかったと思います。（いろんな活動のベースとなっています） 

 

●新潟中央水産市場株式会社 代表取締役 藤田 普 先輩 

・ 都市はもちろん、国まで動かし得る若い力である。市も県も認めざるを得ない団体です。そ

れは「あせ」と「なみだ」を流した活動があるからだと思います。 

 

●有限会社オータス 代表取締役 佐藤 直城 先輩 

・ 世の中に様々な団体や組織がありますが、自分達の私利私欲の為でなく、世の中の為に純

粋で絶大なパワーを発揮できるのはＪＣくらいじゃないでしょうか。地震や洪水などの震災時

に最も実感できますが、全国のＪＣから人的、物質的なパワーが集結します。それだけでなく、

災害時に秩序を失った現場でもあらゆる組織や行政の核となって現場を取りまとめる能力を

発揮するのもＪＣである事が多いと感じます。そんな、世の中の為に純粋に活動を続けるＪＣ

に所属していた事を誇りに思います。 

 

●東北塗装工業株式会社 代表取締役 若山 良夫 先輩 

・ ニュートラルな思想・立場で、ここまで広く「公」について真剣に考え活動できる団体は無いと

思います。それは私利私欲が優先される今の世の中で必要な事であり、そのような団体であ

る事に私は誇りを感じます。 

 

Ｑ３ ＯＢの皆様が作り上げてきて、現在も活躍されている事業を教えてください。 

●石田経理事務所 副所長 石田 直樹 先輩 

・ サンドクラフトにいがた 

・ 新潟まつり キラキラパレード 

・ 新潟まつり おまつり広場 

 

●有限会社オータス 代表取締役 佐藤 直城 先輩 

・ 私の携わった活動としては、マニフェスト型選挙が一つに上げられると思います。今でこそど

んな選挙でもポピュラーになりましたが、２００６年の新潟市長選挙の時に、当時まだ馴染み

のなかった立候補者のマニフェストを推進し有権者に対し、選挙後でもしっかり検証できるマ

ニフェスト作成を各候補者に促し、それを元に公開討論会を実現しました。以後、当選した市

長がマニフェストをどの程度実現したかの検証会も実施され、今ではマニフェスト抜きでの選

挙はありえない時代を迎えています。そんな時代の一躍を担えたことを誇りに思います。 

 

 

 

 

 



●東北塗装工業株式会社 代表取締役 若山 良夫 先輩 

・ 色々あるのでしょうが、私の時に作成した「郷土愛かるた」 

 

Ｑ４ ＯＢの皆様が現役時代に提言したもので、実現したものをご紹介ください。 

●新潟中央水産市場株式会社 代表取締役 藤田 普 先輩 

・ コンベンションビューロー設立に関する提言 

・ 新潟まつりの改革提言 

・ 食の博覧会誘致の提言（食の街「新潟」創造に関する提言） 

●有限会社オータス 代表取締役 佐藤 直城 先輩 

・ 正直、私が携わった活動で提言として形に残したものはありません。しかし、ＪＣとは常に

時代のあり方を考え、明るい豊かな社会を築き上げる為、私利私欲ではなく純粋に世の中

の為に様々な事を行政や市民、県民、国民に働きかけ続けていく事。その精神自体が普

遍的な提言といえるのかもしれませんね。 

●東北塗装工業株式会社 代表取締役 若山 良夫 先輩 

・ 提言ではありませんが、記憶で新しいのは、マニュフェスト型の選挙の普及活動でしょうか。

だいぶ定着してきましたから。 

 

 

 

２０１３年度 一般社団法人新潟青年会議所 会員拡大育成会議 

 


