
一般社団法人津山青年会議所　２０２２年度 第６５代理事長予定者プロフィール

氏　　　　　　名
入 会 年
生 年 月 日
出 身 校
勤 務 先
入会時理事長
ス ポ ン サ ー

入会時ＬＤ委員長
同　　　　　　期

森山  裕一
2013年
1983年4月18日
大阪産業大学
森山建設株式会社
光岡 宏文 先輩
半田 倫章 先輩
光岡 宏文 先輩
髙橋 拓己 先輩
眞木 祐治 君　　早瀬 久善 君
片山 英之 君　　松本 宏光 先輩
片田 恭裕 先輩　田邊 久人 先輩
西村 憲明 先輩

2013年度
2014年度

2015年度
2016年度
2017年度

2018年度

2019年度
2020年度
2021年度

入会　　まちづくり委員会 委員　　まつりプロジェクト プロジェクトメンバー
つやま活性化委員会 委員　　つやま魂和っしょいプロジェクト プロジェクトメンバー
出向者連絡会議 委員　　岡山ブロック協議会 副会長幹事
心の教育推進委員会 副委員長　　会員拡大会議 委員
会員開発委員会 副委員長　　日本青年会議所 ＪＣプログラム実践委員会 委員
会員指導力研修委員会 委員長　　創立６０周年実行委員会 委員
岡山ブロック協議会 未来の豪傑増強委員会 委員
津山市市民憲章推進協議会 事務局員
まちづくり室 副室長　　まつりプロジェクト キャプテン
津山城跡再建推進会議 副議長　　鶴山を考える会
専務理事　　総務委員会 副委員長
監事
副理事長
【誰もが夢と誇りをもつまち“躍心するつやま”の創造】６０ビジョン推進会議 議長
総務拡大委員会 委員

号 外２０２１年 一般社団法人津山青年会議所

第６５代 理事長予定者決定‼

　７月例会にて行われました総会にお
きまして、２０２２年度一般社団法人津
山青年会議所第６５代理事長予定者と
してご承認いただきました、森山裕一と
申します。謹んでご挨拶申し上げます。
次年度理事長の職をお受けさせてい
ただきますことは、身に余る光栄であり
ますとともに、その責任の重さに身の
引き締まる思いでございます。
　私は２０１３年にこの津山青年会議
所に入会させていただき、様々な経験
を積ませていただき成長させていただ
くとともに多くの感動をいただいてき
ました。そして、多くの先輩方、同期、後
輩に恵まれＪＣ運動、活動に取り組ませ
ていただきました。このような素晴らし
い経験や出会いを大切にし、今まで先
輩諸氏の皆様からいただいた教えや
ご恩をお返しできるよう、しっかりと現
状と向き合い、素晴らしい組織となるよ
う精一杯の努力をしていく所存でござ
います。
　本年度は山本理事長の掲げる、「自

利利他　ＯＮＥ　ＦＯＲ　ＡＬＬ　ＡＬＬ
ＦＯＲ　ＯＮＥ」のスローガンの下、津山
青年会議所の歴史、伝統を受け継ぎメ
ンバー一丸となってＪＣ運動、活動を展
開しております。また、１７年ぶりに津山
の地で開催となりました、第４０回全国
城下町シンポジウム津山大会におきま
しては、多くの方々から並々ならぬご厚
意を賜りましたことをこの場をお借りし
て改めて御礼申し上げます。
　２０２２年度は津山青年会議所が創
立６５周年の節目を迎える年となりま
す。今まで先輩方が築いてこられた歴
史、伝統、信頼、想いをしっかりと引き
継ぎ、修練・奉仕・友情の三信条を大切
に、ひとづくり・まちづくりに邁進いたし
ます。そして、先行きの見えない激動の
時代である今こそ、先輩諸氏が郷土つ
やまを想い、その時代に即した力強い
歩みでまちづくり・ひとづくりを行って
こられた歴史をさかのぼり、歴史から
学びを得ることで広い視野をもち、進
むべき未来を探求し、限界を決めない
熱意をもってあらゆることに挑戦をして
まいる所存でございます。
　今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻賜

りますとともに、ご支援ご協力のほど、
何卒よろしくお願い申し上げます。

直前理事長
副理事長
（ひとづくり室）

副理事長
（まちづくり室）

副理事長
（交流室）

専務理事

監　　　事
監　　　事

山本竜義（２００９年度入会）
豊福祥旗（２０１６年度入会）

松田和也（２０１６年度入会）

小笠原翔太（２０１２年度入会）

岡 孝 男（２０１７年度入会）

金田長一郎（２０１２年度入会）
赤 本 淳（２０１６年度入会）

２０２２年度 執行部・役員予定者

も り や ま ゆ う い ち

一般社団法人津山青年会議所
第６５代理事長予定者

ごあいさつ

森山裕一 君

２０２２年度 一般社団法人津山青年会議所



岡山ブロック協議会 ２０２２年度 第５８代会長候補者 プロフィール

氏　　　　　　名
入 会 年
生 年 月 日
出 身 校
勤 務 先
入会時理事長
ス ポ ン サ ー
入会時ＬＤ委員長
同　　　　　　期

山本 竜義
2009年
1982年9月11日
国士舘大学
山本建材 株式会社
河本 寿夫 先輩
妹尾 征徳 先輩
土井 康徳 先輩
橋本 安弘 先輩　
土居 大介 先輩　
菅田 拓平 先輩　
梶岡 伸吉 先輩　
仲西 祐一 先輩　
福田 順也 先輩　
藪内 規次 先輩

2009年度
2010年度
2011年度
2012年度

2013年度
2014年度

2015年度
2016年度
2017年度
2018年度
2019年度

2020年度
2021年度

入会　地域経済活性化委員会 委員　まつりプロジェクト 委員
出向支援委員会 委員　岡山ブロック協議会 会長幹事　まつりプロジェクト 幹事
広報渉外委員会 委員　創立５５周年新ビジョン特別会議 委員　まつりプロジェクト 委員
広報渉外委員会 副委員長　まつりプロジェクト 委員　２０２０年の森プロジェクト 幹事
岡山ブロック協議会 地域創造委員会 委員
指導力開発委員会 委員　まつりプロジェクト 副キャプテン
指導力入魂委員会 理事・委員長　出向者連絡会議 委員
岡山ブロック協議会 意気あふれる人材育成委員会 副委員長　津山市市民憲章推進協議会 事務局員
つやま魂和っしょい醸成委員会　委員
会員開発委員会 委員
専務理事　総務拡大委員会　幹事
副理事長　総務委員会 委員長　ＮＥＷ ＪＡＹＣＥＥ拡大研修会議 議長
副理事長　【誰もが夢と誇りをもつまち“躍心するつやま”の創造】６０ビジョン推進会議 議長
総務委員会　委員
監事　岡山ブロック協議会 副会長
理事長

号 外２０２１年 一般社団法人津山青年会議所

第５８代 会長候補者決定‼

　平素より一般社団法人津山青年会
議所のＪＣ運動、活動に対し、ご支援ご
協力を賜っておりますこと心より御礼
申し上げます。
　２０２１年は昨年からの新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響を受け、1月
には都市部を中心に緊急事態宣言が
発令され、1月１９日に予定をしておりま
した、新年懇親会は中止という判断を
させていただきました。5月には岡山県
でも緊急事態宣言が発令し、昨年より
準備をしておりました「第４０回全国城
下町シンポジウム津山大会」も延期と
いう決断をいたしました。現在、当初の
計画通りにできないことも多くありま
すが、新たな「第４０回全国城下町シン
ポジウム津山大会」の開催に向けてメ
ンバー一丸となり準備を進めていると
ころであります。また９月１０日から小学
校への出前事業「つやまの魅力発見！
もっと知ろうわたしたちのお城！！」を開
催予定です。本年度、前期には対外的

なＪＣ運動、活動ができませんでした
が、２０２１年度残りの期間も新型コロ
ナウィルスに負けることなく邁進し、２０
２２年度にしっかりとつないでいきたい
と考えております。
　また、６月２６日に開催されました岡
山ブロック協議会会員会議所会議に
おきまして、私が２０２２年度岡山ブロッ
ク協議会第５８代会長候補者としてご
承認をいただきました。５７年という長
きにわたり先輩方が紡いでこられた岡
山ブロック協議会という県内１５青年
会議所の絆をさらに強固なものとし、こ
のコロナ禍を乗り越えていきたいと考
えております。この職を受けさせていた
だくにあたり、津山青年会議所のメン
バーをはじめ、多くの仲間や先輩方の
後押しをいただいたことで覚悟を決め
ることができました。次年度が１４年目
となるラストイヤーになりますので、今
までこの青年会議所でいただいたご
恩を全てお返しできるよう邁進する所
存であります。
　今後も変わらぬご指導ご鞭撻いた
だきますとともに、ご支援ご協力賜り

ますよう何卒よろしくお願い申し上げ
ます。

岡山ブロック協議会
第５８代会長候補者

や ま も と た つ よ し

ごあいさつ

２０２２年度 公益社団法人日本青年会議所 中国地区 岡山ブロック協議会

山本竜義 君


