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The Creed of Junior Chamber International
We Believe:
That faith in God gives meaning and purpose to human life;
That the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations;
That economic justice can best be won by free men through free enterprise;
That government should be of laws rather than of men;
That earth’ s great treasure lies in human personality ; and
That service to humanity is the best work of life.

JCI MISSION
To provide development opportunities
that empower young people
to create positive change.

JCI VISION

To be the leading global network of
young active citizens.

ＪＣ宣言

日本の青年会議所は、混沌という未知の可能性を切り拓き、
個人の自立性と社会の公共性が生き生きと協和する確かな時代を築くために

率先して行動することを宣言する。

綱　領

われわれＪＡＹＣＥＥは社会的・国家的・国際的な責任を自覚し、
志を同じうする者　相集い力を合わせ、青年としての英知と勇気と情熱をもって

明るい豊かな社会を築き上げよう。 

関東地区宣言

われわれは　国づくりの先駆者として責任と誇りをもち、
愛する地域のため、個を確立し同じ価値観のもと共創しあい、

関東地区は日本の礎となることを誓う。

さきがけ

いしずえ

ごあいさつ

インパクト wiz passion
～光り輝く浦安の創造～

公益社団法人 浦安青年会議所 第36代理事長

金子 雅一

1981年8月2日、志を高く持つ、熱い情熱をもった若者が相集い、明るい豊かな社会の実現に向けて、
社団法人市川青年会議所のスポンサー、社団法人船橋青年会議所のサブスポンサーのもとに全国で
690番目の青年会議所として浦安青年会議所を設立しました。
そして、本年創立35周年を迎えることができました事はひとえに、我々の活動・運動に深いご理解と、
ご支援・ご協力をいただきました地域の皆様をはじめ、行政、関係団体の皆様、また各地青年会議所
との厚い友情の賜物と心より感謝申し上げます。
『修練・奉仕・友情』の三信条とともに、創立以来脈 と々受け継いでこられました先輩諸兄の『志』の積
み重ねを、しっかりと引き継いでいく所存です。
雇用情勢の回復をはじめ、円高の是正や株価の上昇など、アベノミクスの効果を感じているところで
はございますが、地方への効果拡大はまだ十分とは言えません。2040年時点において、最新の国勢
調査が実施された2010年と比較して20 ～ 39歳の女性が半分以下に減る自治体「消滅可能性都市」は全
国の49.8％に当たる896市区町村に上ると言われております。国の政策でも『地方創生』とあるように、
まさに今、それぞれの地域が主役となることが求められております。浦安青年会議所としましても、行
動する市民の代表として浦安の個性・特性を活かしたまちのビジョンをしっかりと定め、事業・運動を展
開して参ります。
また本年は、戦後70年であるとともに、ＪＣ運動がアメリカのセントルイスで始まり100周年と、日本
そして青年会議所にとっても節目の1年であります。浦安青年会議所でも、この節目の年である35周年
から『愛郷心溢れる人財が躍動する未来へとつながる浦安』を基本ビジョンに掲げた5カ年運動方針を
基軸として40周年に向けて運動を展開して参ります。本年度は『インパクト wiz passion ～光り輝く浦
安の創造～』をスローガンに掲げ、今まで以上に地域の皆様に夢と感動を与えながら、溢れんばかり
の情熱と揺るぎない行動力をもって、今日より明日の浦安が光り輝くよう、メンバー一丸となって邁進し
て参ります。
最後になりますが、今後とも公益社団法人浦安青年会議所に対し、これまで以上にご指導・ご鞭撻
を賜りますよう心からお願い申し上げまして、理事長としての挨拶とさせていただきます。
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浦安商工会議所 会頭　柳内 光子

創立35周年を祝して

公益社団法人
浦安青年会議所
創立35周年にあたり
浦安青年会議所OB会 会長

大川 三敏

このたび、公益社団法人浦安青年会議所が創立35周年を迎
えられたことを、心よりお祝い申し上げます。
浦安青年会議所は、1981年8月2日に、次代の担い手とならんと

する社会的リーダーを志す熱き決意を持った青年が設立したと聞
いております。その後、1990年10月１日には社団法人化、2011年
5月2日に公益社団法人となり、現在に至り、常に社会の潮流の先駆けとして事業を行ってまいられました。
「明るい豊かな社会の実現」を理想とし、「個人の修練、社会への奉仕、世界との友情」を信条とし、公
益事業を企画・運営しており、今日まで社会へ多大な役割を果たしてこられました。またその活動を通じて、
多くの有為な人材を世に送りだしており、その功績につきましては、浦安青年会議所の皆様のたゆまぬご
尽力の賜物であり、改めて深く敬意を表します。
日本は安倍政権による経済政策アベノミクスのもとで、世界に類を見ない少子高齢化が急速に進展して
います。その中にあって、浦安青年会議所のボランティア精神や社会への積極的な参加意識、他の団体・
組織との連携姿勢は、今後、ますますその必要性と重要性が高まり、期待されるものと思われます。
今後、浦安商工会議所といたしましては、これまで以上に、浦安青年会議所との連携を密にし、経済

を含めた地域社会の活性化、発展を図ってまいりたいと思います。
最後になりましたが、浦安青年会議所が創立35周年を契機として、より一層のご発展をとげられますと

ともに、皆様方のご健勝とご繁栄を心から祈念致しまして、私のお祝いの言葉とさせていただきます。

浦安市長　松崎 秀樹

創立35周年を祝す

公益社団法人浦安青年会議所の創立35周年を心よりお祝い申し上げ
ます。
20代後半で設立準備委員会に参加したメンバーの一人として関わり、

さらに第10代の理事長として最初の周年事業を担った者として、この35年
の歩みを考えるとまさに万感の思いです。
現在の現役メンバーの半数近くが、35年前にはこの世に生を受けていなかったと聞きました。
設立時の昭和56年（1981年）の世相は、前年の総選挙の期間中に突然亡くなった大平総理に変わり鈴木善幸総
理が誕生し、自民党が不動で政権交代など夢物語とされていた時代でした。
また、東西冷戦の真っ只中の当時は、10年後の平成3年（1991年）には冷戦の東の盟主であったソ連がペレストロ
イカで民主化の流れの中で内部分裂を起こして崩壊し、12の国に分裂してしまうなどとはまだ予測すら出来ない時代
でした。
振り返ってみると、今とは全く違う時代背景でしたが、「青年としての英知と勇気と情熱を持って」と唱うＪＣ綱領に、
意識の高揚を感じながら、〝時代の変革者〟たらんと、市川ＪＣと船橋ＪＣの指導を受けながら、設立に邁進していたこと
を昨日のことのように思い出します。
また、当時の熱い思いが今でも私の原点でもあり、時代の変革者と共に、時代の先導者としての浦安市であり続
けたいとの思いで、浦安市政を担わせていただいています。
私の現役時代は、ロム内をいかに固めるかに多くの力を注いでいた時でもあり、私が理事長の時の専務であった
西野耕一郎君が千葉県のブロ長に、また浦田一哉君が日本ＪＣの副会頭にまで上り詰めるなど、想像もできないことで
あり、創立当時から関わるものとして正に〝隔世の感〟を感じると共に、後輩諸君の活躍に心からエールを送っています。
いかに時代が変わろうとも、青年の時代の変革者としての使命と役割は、変わらないものと私は信じています。
35周年を機に今一度浦安青年会議所の原点に思いを馳せると共に、さらに飛躍を期すことを心より念じ、お祝いの
言葉とします。

公益社団法人　浦安青年会議所が創立35周年を迎えるにあたり、心よりお喜び申し上げます。
お陰様でOB会員も150名ほどになり、現役の諸君に刺激を受けながら多くのOBが様 な々分野で活
躍しています。
さて浦安青年会議所も2011年より公益社団法人となり、より公益性あるいは運営の透明性が求めら
れるようになり、団体としての社会的責任が増してきたように思います。
どのような商品やサービスもイノベーションや資源のブラッシュアップを継続していかなければ、必ず
成熟し最後は衰退してしまいます。
組織も同じように常に時代や状況に合わせて進化させ、継続的に成長させていく必要があります。
現代は誰もが経験したことのない社会であります。情報化が進み、変化が激しく多様化した社会で
あり、加えて人口減少、超高齢化社会と、メンバー諸君にとってもJC運動を展開するうえで大変困難
で難しい時代になったことと思います。
だからこそ、そんな時代だからこそ、その若さとバイタリティを全面にだし、大いに議論し行動を起
こし、様 な々団体や企業、個人とも「価値共有」し、連携することにより地域の大きな活力となることを
期待しエールを贈りたいと思います。
結びにあたり、今日のように35年間も浦安青年会議所がJC運動を展開できたのも、地域の皆さまか
らの応援、行政機関さらには友好団体の皆さまからのご支援ご協力の賜物であると深く感謝申し上げ
ますとともに、これからも変わらぬご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。
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公益社団法人 浦安青年会議所
創立35周年に寄せて

公益社団法人 浦安青年会議所
創立35周年に寄せて
公益社団法人 日本青年会議所 関東地区協議会 会長　佐藤 友彦
公益社団法人浦安青年会議所が創立35周年を迎えられましたことを、
関東地区協議会を代表して心からお慶び申し上げます。また、日頃より公
益社団法人日本青年会議所関東地区協議会の運動に対しまして、多大
なるご支援、ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

　貴青年会議所は、1981年8月2日に創立されて以来、先輩諸兄の常に新しいことを追い求めてこられた先見性と、
次代の担い手としての大きな責任を自覚しながら、地域に根ざしたまちづくり運動を展開されてこられました。先輩諸
兄が築き上げられたこれらの輝かしい運動を受け継ぐ者として、「愛郷心あふれる人財が躍動する未来へとつながる
浦安」という基本ビジョンのもと、地域を愛する人 と々共に、青年らしい多彩な価値観と独自性をもって、今後も地域の
魅力と価値をさらに高めていく運動を続けていただきたいと思います。浦安の発展に向けて主体的に行動する一人ひ
とりが、『公』という同じ方向をむいて自らができることを一つひとつ積み重ねていくことで、やがて社会を大きく動かす
原動力となり、浦安という地域はさらに輝き、浦安に訪れる人 を々魅了し続けていくと信じております。
　結びに、金子雅一理事長率います公益社団法人浦安青年会議所の皆様が、「インパクト　wiz　passion ～光

り輝く浦安の創造～」のスローガンのもと、情熱をもって、次代の担い手として、愛してやまない地域のために、誇れる
浦安の創造に向けて、これからも益 ご々活躍をされますことを心からご祈念申し上げ、お祝いのご挨拶にかえさせて
いただきます。

公益社団法人 日本青年会議所 千葉ブロック協議会 会長　岩瀬 朋彦
公益社団法人浦安青年会議所が記念すべき創立35周年を迎えられましたことを、まずは心よ

りお慶び申し上げます。貴青年会議所は1981年の設立から地域に密着したひとづくり・まちづくり
運動に積極的に取り組みここまで歩んで来られました。金子雅一理事長をはじめメンバーの皆
様と先輩諸兄のご尽力に深く敬意を表します。
また、特に近年では日本青年会議所の副会頭、千葉ブロック協議会の副会長を始めと致します多くの出向者を輩出賜り、日本を代表す
る青年会議所の一つとして、志を持ち、明るい豊かな社会の実現に向けた運動に賛同して頂いております事に対し、改めて御礼を申し上
げます。
政治に対する不安や、災害における危機など多くの課題を抱えている今、我慢し守る時代から、行動し攻める時代へと変化し始めまし

た。このタイミングで我々青年は上を向き確かな未来へと飛躍しなければなりません。この国の未来を真剣に考えたとき、責任世代である
我々が中心となり、自らが住まう地域社会を活性化し、地域から日本を元気にする運動を展開していく必要があるのではないでしょうか。
金子理事長が掲げる「インパクト　wiz passion ～光り輝く浦安の創造～」のスローガンの下、その持っている全ての英知と勇気と情熱

を注ぎ、多くの困難にも果敢に挑み、故郷を心から愛する皆様が、地域の未来のため素晴らしい運動を展開され、地域と日本を明るく元気
にするための原動力であり続けて頂きたいとご期待申し上げます。
結びとなりますが、貴青年会議所が創立35周年をきっかけとし、新たなる飛躍へ向けて、さらに力強く歩まれることを期待いたしますととも

に、創始の精神にのっとり、今後ますます充実した活動をされますことをご祈念申し上げ、お祝いの言葉とさせていただきます。

公益社団法人浦安青年会議所創立35周年、誠におめでとうございます。心よりお慶びとと
もにお祝い申し上げます。
さて、本年は金子雅一理事長の掲げたスローガン‘インパクト　wiz passion ~光り輝く浦安
の創造~’を旗頭に、まさに「情熱を持ったメンバーが、社会に衝撃を与えるＪＣ」として活躍され
ていることと存じます。
現在の日本は、歯止めのかからない少子高齢化社会、増税・物価の上昇に対して中小零細企業では上がらない賃金、20代・30代

の政治参画意識の低下。また、世界へ目を向ければシリアを中心としたテロリストの跋扈による中東情勢、原油価格の暴落による先の
見えぬ経済情勢など、まさに混沌とした状況だといえます。しかし、このような時代だからこそ金子理事長のようなリーダーシップを持っ
たＪＣの存在が必要不可欠である。それは昨年度同期専務理事として、本年度は同期理事長として、千葉ブロック内や全国の諸会議、
事業の場で苦楽をともにし、熱い議論を交わしてきたからこそ確信しているのです。
ＪＣには素晴らしい財産がたくさんございます。諸先輩方の繋いでこられた創始の精神と目的、使命。行政、市民への強い発信力。
40歳までという行動力に満ち溢れた若い力。これらを最大限に利用して、失敗を恐れず、ともに千葉を再興してまいりましょう。
これからも、公益社団法人浦安青年会議所の皆様が、「愛郷心あふれる人財が躍動する未来へとつながる浦安」という、5年後の
新たなる進化への一歩を踏み出されることを、心からお祈り申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

公益社団法人 浦安青年会議所
創立35周年に寄せて
一般社団法人 市川青年会議所 理事長　内野 智規

公益社団法人 浦安青年会議所
創立35周年に寄せて
公益社団法人 船橋青年会議所 理事長　後藤 敏宏
公益社団法人浦安青年会議所が、本年創立35周年をお迎えになられましたことを心よりお

祝い申し上げます。
今日まで35年という長きに亘り、ＪＣ運動・ＪＣ活動を継続してこられましたのも、地域市民、行

政、関係諸団体並びに関係の皆様のご理解・ご支援の賜とサブスポンサーＪＣとして心から感
謝申し上げます。1981年発足されて以来、志を高くもった青年が、次代の担い手とならんと決意し「明るい豊かな社会」の実現のために
英知・勇気・情熱をもって地域に根差したＪＣ運動・ＪＣ活動を展開してこられた貴会議所の多くの諸先輩方をはじめ、全ての会員の皆様
に深く敬意を表します。
本年、貴会議所は金子理事長の強いリーダーシップのもと『インパクト　wiz　passion　～光り輝く浦安の創造～』をスローガンに地域

に根差した運動を力強く展開されていることと思います。私たち公益社団法人船橋青年会議所は、『温故知新　～古きを知り　考動し
　新たな歴史を刻む～』をスローガンに先輩諸兄が創立時にスポンサーＪＣを努めさせて頂いた縁を大切にし、志を同じうする仲間として、
貴会議所と今後も切磋琢磨をしながら、創始よりの友情を受け継いで参る所存です。貴会議所の皆様が、創立35周年という大きな節目、
そして更なる高みに向けて、変わらぬ想いのもと絆を深めていただき、光り輝く浦安の創造へ向けて、今後益々躍進されますことを心か
らご祈念申し上げ、お祝いの言葉とさせて頂きます。創立35周年、誠におめでとうございます。

公益社団法人 日本青年会議所 会頭　柴田 剛介

公益社団法人 浦安青年会議所
創立35周年に寄せて

平素より、公益社団法人日本青年会議所に多大なるご理解とご支援
を賜り、厚く御礼を申し上げます。また、公益社団法人浦安青年会議
所が創立35周年を迎えられましたことを心よりお慶び申し上げます。
さて、昨年はアベノミクス効果の影響を受け、円安そして日経平均

株価など海外輸出を行なう企業を中心に、日本経済が再び力を取り戻す年となりました。また、17年ぶりとなる
消費税の増税や、戦後の安全保障政策の大転換ともいえる集団的自衛権の行使容認の閣議決定など、歴史的に
大きな節目を迎えた年でもあります。その中で、12月に投開票された衆議院議員解散総選挙では、自公325議席
と与党圧勝で終わり、これまでの経済戦略や地域創生などの国家方針が再び強く支持されました。このように国
家が示す方向に再び期待が膨らむ本年だからこそ、我々青年は、どのようにして地域に山積する課題と向き合う
のか。現実を直視する勇気が求められているのです。地域が慢性的な不況のまま殺伐とした地域へと成り下がる
のか、それとも先駆者として課題を乗り越え、再興を遂げた地域として脚光を浴びるのか、これは一概に政治家
や官僚の裁量や責任ではなく、我々青年の肩にかかっているのです。
本年、日本青年会議所では『文化と文明が生み出す「底知れぬ力」による日本再興』を基本理念として活動を進

めております。全国を見渡すと日本には様々な文化が存在します。それら文化はどの地域にも必ず存在し、その
地域らしさを誇っているのです。また、日本は高度文明社会の中で、古来の文化を守り、時には独創的な文化を
創り出す、そんな「底知れぬ力」を持った万世一系世界最古の自然国家であります。そこに我々青年の斬新な発想
力が加われば必ずや日本は地域から再興できると信じてやみません。
結びとなりますが、浦安青年会議所の更なるご発展と金子理事長をはじめとするメンバーの皆様のご多幸とご

健勝を心よりご祈念申し上げ、お祝いのご挨拶とさせていただきます。

05 URAYASU JC the 35th Anniversary URAYASU JC the 35th Anniversary 06



沿
革

創
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宣
言
文

八百有余年の歴史と伝統を有する我がまち浦安。

その浦安が、今、海の碧と、まちの緑がとけ合う文化都市へと、

大きく生まれ変わらんとしている。

このときに、志を同じうする若人が、相集い、

青年としての「英知」と「勇気」と「情熱」をもって、

次代の担い手とならんことを決意した。

我々は今こそ、広く友情を深め、自己の修練を重ね、

奉仕の精神をもって、地域社会に貢献し、

明るい豊かな社会を築き上げることを誓う。

今ここに、我々は、

浦安青年会議所の創立を声高らかに宣言する。

1981年 8 月 2 日
浦安青年会議所  理事長　大塚 博行

創立 1981年8月2日

認証 1981年12月5日

社団法人移行 1990年10月1日

公益社団法人移行 2011年5月2日

認証時の会頭 森　輝彦

スポンサー JC （社）市川青年会議所

認証時のスポンサー JC理事長 田村 勇二

サブスポンサー JC （社）船橋青年会議所

認承時のサブスポンサー JC理事長 伊藤 吉之助

認承時の理事長 大塚 博行

認承番号 690号

認承時の会員数 53名

現有会員数（平成27年1月13日現在） 59名

例会場 浦安商工会議所会館 ほか

事務局 浦安市猫実1-19-36 浦安商工会議所会館内 
 TEL･FAX 047-380-5300

創立宣言文 公益社団法人 浦安青年会議所 沿革

URL http://urayasu-jc.net
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1981~1997
1981年初代理事長1982年第２代理事長 大塚 博行
「同じ志をもつ若い年代と、言葉を交わすことが楽しい思い出になります。お
おいに議論をしてください。」

1983年第３代理事長 宮崎 俊雄
「仕事、家庭とあるが、ＪＣ活動に悔いのないよう邁進して頂き、真の友人を見
つけて下さい。」

1984年第４代理事長 宇田川 糧三
「これから浦安青年会議所の会員を拡大するのは大変だと思います。それはいつの
時代にも言えることです。会員拡大頑張って下さい。飲み過ぎにも注意して下さい。」

1985年第５代理事長 塩谷 睦夫
「浦安青年会議所で、会議のルール、運営の手順、議事録の作成を学んで欲
しいです。青年会議所はそれらを学ぶ修練の場でもあります。」

1986年第６代理事長 大塚 隆司
「楽しく仲良くやってください。（ご夫婦一緒にコメントを頂きました）」

1988年第８代理事長 岩嵜 全實
「楽しくなければＪＣではない。ＪＣ三原則が全てです。」

1989年第９代理事長 渡辺 好司郎
「いろいろな意味でJCは役に立つ活動だと思います。委員会運営一つをとっても自
分の生活にはいくらでも役立てられるものです。メンバー全体の一割でも良いので親
密な関係を築けるようにしていくとよりいっそう豊かな活動になっていくと思います。」

1987年第７代理事長 （故）八子 裕之

1990年第10代理事長 松崎 秀樹
「やっぱりけんかし合うべきじゃないかなと思うよ。けんかするってことはみんな
真剣だということですから。」

1991年第11代理事長 新井 和夫
「浦安市をより良くするように頑張って欲しいです。まちづくり・ひとづくりをして
浦安をもっと良くして頂きたいです。」

1992年第12代理事長 竹内 義則

1993年第13代理事長 醍醐 敦

「明るく！楽しく！元気よく！」

1994年第14代理事長 大塚 哲也

「海を使った事業を行って欲しい」

1996年第16代理事長 畑﨑 哲郎
「活動できるのは限られた時間だしもっとお互いに関わっていってみてはどうでしょう
か。機会を活かすためにも是非とことん活動してみてほしい。絶対に損はしないは
ずだしJCを堪能して欲しいと思います。」

1997年第17代理事長 熊川 賢司

「ＪＣらしさとは？ ＪＣくささとは？」

1995年第15代理事長 西野 耕一郎
「会社、個人を含め自分以外のことに人が集まり、大きく力を寄せる機会はなかなか
少ないと思います。しかし、現役メンバーにはそれが出来る環境にいます。それは
素晴らしい事だと思いますので、JC活動を頑張って頂きたいです。」

「明日に向かい着実に一歩また一歩」のスローガンのもと活動

「足元を固めよう！未来に向けて！」をスローガンに活動
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1998~2009
1998年第18代理事長 堀井 猛志

「今の形を貫いて、皆が参加できる、間口の広いＬＯＭであって欲しい（自分
がサラリーマンだったから）」

1999年第19代理事長 江口 隆定

「時代に合った活動・運動をして下さい」

2000年第20代理事長 駒田 浩治
「何でもそうだけど、やる前から自分で決めていてもしょうがない。いろんな所に出て、動いて、無駄な動
きも当然あるだろうけど、やっていけばやっていくほど無駄がまた楽しいときもある。まだ若いんだから何
も考えず動くのも一つじゃないかな。逆に組織として固まることも必要で、そこは正副が引っ張っていか
なくてはいけない。そして迷ったときはＪＣ宣言に立ち返ってもらえば良い、みんな志はひとつだから。」

2002年第23代理事長 大川 三敏
「JCは同世代の人間たちの集団です。仕事の利害もなく、育った時代が同じ人
間たちの価値観の違いや考え方の違いなどそれぞれ受け入れながら議論する
ことこそが青年会議所。」

2004年第25代理事長 菊間 厚
「まずは自分を成長させる為に修練してください。共に経験したメンバ－は一生
の絆になります。楽しんで頑張ってください！！」

2005年第26代理事長 内田 悦嗣
「人のやっていないことに対して果敢に挑戦して下さい。失敗も思い出の一つです。
後は金子理事長の言うことを聞いてあげて下さい。」

2006年第27代理事長 渡辺 勝

「ウラ三信条、これが一番大事！」

2007年第28代理事長 榎本 和義
「ＪＣは能力を高めるところであり、会社は能力を発揮する場所であると思いま
す。ＪＣでは個人や会社では出来ない様 な々経験をすることが出来ます。是非、
ＪＣだからこそ出来ることを見つけ、様々な経験をし、自分の能力を高め、社
会でその力を発揮していくべきであると思います。」

2009年第30代理事長 浦田 一哉
「どうせやるなら真剣にやること。必ず自身の成長に繋がります。そして一生付
き合える仲間を作って下さい。」

2001年 第22代理事長 駒田 浩治第21代理事長 小野 和男

「出会いを大切に！」

2003年第24代理事長 西野 賀昭
「ステータスが上がった先にそれにそぐう中身になるような成長を期待します。
中身を伴わせるには10年は掛かるかもしれないがぜひ入会したいと思わせるよ
うな団体になっていってほしいです。」

2008年第29代理事長 鈴木 雄一
「私は現役中、例会は量より質であると実感しました。メンバーだけでなく、
そこに携わった多くの方々がずっと記憶に残る、そんな事業を目指して頑張っ
て下さい。応援します。」

歴
代
理
事
長
よ
り
現
役
へ
一
言
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告

2010

仕事との両立をしていくなかで、時間が足りな
かったが、メンバーや家族の支えにより一年間理
事長職を全うすることが出来、楽しく活動が出来
た。
例会や事業を多く開催することを掲げてたの
で、毎月の議案を見るのが大変だった。

全て！
ただ、全てが中途半端に終わってしまった気が
する。夢をかたちに・・・になってしまった。
全てが思い出に残ったけれど、想いも残ってし
まった。

自分が成長できたことへの恩返し。先輩から、
助けてくれる仲間が5から10人いれば大丈夫と言
われて、正副で5人いればと計算してみたら出来
ると思ったから。

公益比率のことばかり考えている気がする。
もっと本質的な議論をし、事業や例会を考えた方
が良いのでは！？
最近の現役メンバーからは、愚痴しか聴こえて

こないので、メンバーが使命感を感じられるよう
な例会を開催してほしい。

Go To Passion!!

2010年度スローガン
新たな未来へ
　Go For it!　夢をかたちに…

第31代理事長

浦安では・・・
•第1回ウラヤス・フェスティバル開催

社会では・・・
•南アフリカで
　サッカーワールドカップ開幕
•羽田空港新国際線ターミナル開通

開催された例会
第一例会　「第1回通常総会」
第一例会　「30周年記念式典・祝賀会」　
第一例会　「ホップ、ステップ、ワンステップ！雨宮護先生の世界一受けたい授業」
第一例会　  環境講演会　「地球温暖化ってなに？」
第一例会　  第23回わんぱく相撲浦安場所
第一例会　「friendly neighborhoodシンポジウム」
第一例会　「キャンドルロード～URAYASUミルキーウェイ～」
第二例会　  第2回通常総会
第一例会　「ガチンコ富士登山～子ども達の未来のために～」
第一例会　  30周年記念事業
               「浦安ご当地グルメ発掘！～FooDreamプロジェクト～」
第二例会　  第43回会員大会in千葉
第一例会　「浦安市長選挙公開討論会ーあなたの選択が未来を創る！ー」
第二例会　「ワンステップを踏み出そう！～地域の子ども達に見せるべき背中～」
                 藤原和博氏講演会
第一例会　  第3回通常総会
第一例会　「30周年ファイナル例会」

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
7月
8月
9月

9月
10月
10月

11月
12月

通常総会 浦安ご当地グルメ発掘

卒業式

ガチンコ富士登山

キャンドルロード
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理事長の年、思い出に残る事業は？ 現役メンバーへ向けて一言

理事長就任を決断した理由

理事長当時の思い
（大変だったこと・楽しかったこと）

現在の浦安青年会議所に対して感じ
ていることは？
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2011

2011年度は何よりも、3・11東日本大震災が起
きたことが大きな出来事だった。あの日からの数
カ月は今でも忘れることが出来ない社協でのボラ
ンティア活動、全国の会員会議所の様 な々支援、
仙台でのボランティアにおいてＪＣの本来の意味
や人の絆や心を見ることができた。3月～6月まで
の事業の中止は苦渋の選択だったが、その困難
がメンバーと私自身の成長になったと思う。

震災後の事業を中止せざるを得なかった時
に、4月～6月までに開催した3回のスマイルアゲイ
ンプロジェクトは、今考えてもメンバー全員の協
力がなければ実現できなかった。
委員会の枠を超えて、みんなに笑顔を取り戻し
てもらえるよう、短期間で開催した。今考えれば
一年中事業をやっていた気がする。

前年の梅澤理事長に薦められ、真剣に悩み考
えたが、ここでやらなければ一生後悔するのでは
ないか、ここで逃げたら自分の子供達に背中を見
せられないのでは、と勇気をもって決断しました。

既成の概念にとらわれすぎず、若者らしく自由
な発想でクリエイティブな事業を展開しなければ
つまらない。家族を含め、地域の人がまず、何を
求め、何が必要か、リサーチをして世の中が面白
くなることをやってもらいたい。その為にもメン
バーは早く結婚し、子供を作り、多様な考え方を
持ってもらいたい。

必ず一回は理事になり、責任を持つこと。リー
ダーシップの勉強をしなければＪＣに入った意味
もないし、経営者としての成長にも繋がりませ
ん。積極的になって自分のカラーを存分に出して
ください。コミュニケーションをもっととって友情
を深めてください。

2011年度スローガン
一所懸命
　～かけがえのないもののために～

浦安では・・・
•浦安市制30周年

社会では・・・
•東日本大震災
•なでしこJAPAN世界一
•南スーダン独立
•円相場戦後最高値75円台

開催された例会

第一例会　「第1回通常総会」
第二例会　「新年会」
第一例会　「お寺でヨガ～健康を感じる空間について学ぶ～」
第一回　　　臨時総会
復興事業　「がんばろう浦安！スマイルアゲインプロジェクト」第１弾
復興事業　「がんばろう浦安！スマイルアゲインプロジェクト」第２弾
復興事業　「がんばろう浦安！スマイルアゲインプロジェクト」第３弾
第一例会　「第2回通常総会」
第一例会　「キッズな（絆）アドベンチャー～自然の中で仲間と共に」
第一例会　「浦安ホリデーウォーキング～ウェルネスを感じよう～」
第一例会　「未来へ繋がる光　うらやす親水ハロウィン」
第一例会　「第3回通常総会」
第一例会　「卒業式」

1月

2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

臨時総会 がんばろう浦安スマイルアゲインプロジェクト

卒業式 キッズな（絆）アドベンチャー

第32代理事長

がんばろう浦安スマイルアゲインプロジェクト
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理事長の年、思い出に残る事業は？ 現役メンバーへ向けて一言
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現在の浦安青年会議所に対して感じ
ていることは？
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2012

理事長という役職を担うとともに、浦安ＪＣか
ら浦田君を日本ＪＣに常任理事として輩出し、Ｌ
ＯＭと出向の両輪をバランスよく運営していかな
ければならない年でした。日本の役員を輩出と
なると、どうしてもＬＯＭを離れる機会が多くな
ります。その時に一番頼りになったのが副理事
長と専務でした。私の運営方針として委員会メン
バーが楽しく活動してもらうことを第一に委員会
で決定した企画はなるべく尊重したいとの思いが
あり、副理事長には、強い権限をもたせて委員
会メンバーの舵取り役として、そして専務にはＬ
ＯＭと出向者との全体的な調整役を担っていた
だきました。

全ての事業が思い出ですが、特に印象的なの
はＵＭＳではないでしょうか。以前より、若者が
まちづくりに興味を持ってほしいとの考えがあり
ました。そこで20代の市民に募集をしたところ
多数の応募者があり、その中から十数人選びＵ
ＭＳ（うらやすまちづくりサポーターズ）というグ
ループを立ち上げました。事業を行う上で若者
が企画・プロセス・運営まで全てを任せ、失敗も
経験させて、何かを感じていただきたいとの思
いから、委員会メンバーはサポートのみで、若
者主体の活動を実施させました。

まさか入会当初は私が理事長になるなんて
思ってもいませんでした。（笑）しかし、入会2年
目から理事、その3年後には専務と、梅澤理事
長体制の時に、30周年委員会の副理事長として
拝命され役職を全うしたことで自信となり、周囲
からも期待の声も高まり徐々に理事長を意識する
ようになりました。これまで協力して下さった仲
間やＬＯＭに恩返ししたいとの思いと、深作先
輩との約束から、理事長をする決心をしました。

組織運営としてコミニュケーションは重要とな
ります。時にはメンバー同士で意見が衝突する
ぐらい話し合うことが大切です。でないと新し
い発想もうまれないし、メンバーが何も意見が
言えない状況が一番まずい。ただトップダウン
で指示されたことを全うするだけではなく、メ
ンバーがのびのびと発言できる環境が必要だと
思う。

ＪＣは効率を求めてはいけない。面倒なことで
も嫌がることなくやってみること。そして積極的
に顔を合わせ、人として信頼関係を構築してい
ただきたい。ＪＣは非効率を求めて活動してくだ
さい。頑張れ！

2012年度スローガン
「積極果敢」
～明るい豊かな社会実現への挑戦～

第33代理事長

浦安では・・・
•浦安三社祭り
•復興計画策定
社会では・・・
•ロンドン五輪
•山中教授ips細胞でノーベル賞
•東京スカイツリー完成
•米軍オスプレイ配置

開催された例会

第一例会　「事業報告並びに感謝状贈呈式」
第一例会　「第1回通常総会」
第二例会　「プレゼンテーションの極意を学ぶ」
第一例会　「人を惹きつける接遇力」
第一例会　「集え！うらやすまちづくりサポーターズ～清水愼一先生まちづくり講演会～」
第一例会　「第24回わんぱく相撲浦安場所」
第一例会　「元気経営！成功の秘訣」～ビジネスモデル・イノベーションを起こせ！～
第一例会　「第2回通常総会」
第一例会　「親子のキセキ～みつめ愛、OMOIYARI～」
第一例会　「イノベーションを起こした女性たち　～女性力が地域を変える～」
第一例会　「うらやすまちづくりサポーターズ企画事業」
第一例会　「第3回通常総会」
第一例会　「卒業式」

1月
2月

3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

親子のキセキ～みつめ愛、ＯＭＯＩＹＡＲＩ 通常総会

うらやすまちづくりサポーターズ新年会
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理事長の年、思い出に残る事業は？

現役メンバーへ向けて一言

理事長就任を決断した理由

理事長当時の思い
（大変だったこと・楽しかったこと）

現在の浦安青年会議所に対して感じ
ていることは？



事
業
報
告

2013

自分がこういう風にしたいと計画したこと、こう
いう浦安にしたいと思ったことに少しでも近づい
ていると感じられた。賛同してくれる人たちが出
てくるにつれ、どんどん近づいていった。
日本の副会頭を輩出し大変だったが、いろんな
ＬＯＭの理事長や日本ＪＣの役員と仲良くなり、自
分が成長できた。大変だったことは特にないが、
反省していることはある。
それは、いろんなことを詰め込み過ぎたことか
な。そこが出席率にも影響したと考える。

挙げるとしたら、やっぱり二つで、ひとつは就
業体験、とにかく初めての補助金事業だったし、
一から苦労して作ったから、肝いりの事業と言
える。あともう一つは「ゆめクルン」。
みんなのモチベーションをあげるためにやった
東日本大震災時の総理大臣菅直人氏との対談
や、「政策提言」も思い出深いし、9月の討論会は
ダイエー問題があり緊張感があった。そう考えて
みるといろいろやったな。今思い返してみるとや
り過ぎた感じもある。

全ては震災がきっかけ。震災で浦安の足りない
ところが見えた。
震災時に一部市民の「利他の心」や「愛郷心」

が全くないのをかいま見た。だから、満を持して
やった。

前よりも無関心になっている。特に自分の委員会
以外に対する事が、それが出席率に表れている。
ＪＣに対する温度差が多くなっている。昔は

熱いひとが多かった。入っているだけ、バッチ付
けているだけで満足している人が多い。入会の
時にハードルを上げる必要があり、そのためには
ＪＣが魅力的な事業を行う必要がある。
浦安市は地場産業が育っていない、そのため

浦安在住在勤が少なくなっている。ベッドタウン
となった今、地場の会員が少なくなっている。

今、行動すれば明日が変わると思って、今を大
事にして欲しい。
時間を無駄にしていることが多い。一言で言う

と、「突き詰めて、突き詰めて、突き抜けろ」という
自分のスローガンになっちゃうんだけどね（笑）。
あれ実は後に誇れる明日のためにと続くんだけ
ど、あれは今やれば明日は変わると言いたいんだ
けど。そこまで読み取っている人は俺くらいしか
いないんだろうな（笑）

2013年度スローガン
突き詰めて  突き詰めて  突き抜けろ
　～誇れる明日のために～

第34代理事長

浦安では・・・
•TDR、浦安市中央図書館が30周年

社会では・・・
•東京五輪決定
•富士山が世界遺産
•参院で自公過半数ねじれ解消
•フィリピン台風被害

開催された例会

人と地域をつなぐ就業体験 新年会

「決断と覚悟」～東日本大震災、その時～ 通常総会

第一例会　第一部「感謝状贈呈式」・第二部「新年会」
第一例会　第1回通常総会
第一例会 「決断と覚悟」～東日本大震災、その時～
第二例会 『うらやす未来共創プロジェクト』
　　　　　～ファーストステージ新たな文化の幕開け～
第一例会 「人と地域をつなぐ就業体験」～ユニオンフレンドシップ～
第一例会 「第25回わんぱく相撲浦安場所」
第一例会 「人と地域をつなぐ就業体験」
　　　　　～学生集合！Dreams Come True～
第二例会 「すべては利他の心から～feel so RITA」
第一例会 「サマーコンファレンス2013」
第一例会 「人と地域をつなぐ就業体験～開校式～」
第一例会 「『うらやす未来共創プロジェクト』～みんなで考えよう！うらやすの未来～」
第一例会 「第62回全国大会　奈良大会」
第二例会 「一人ひとりの思いやりが世界を動かす」
　　　　　～ちいさなちからをあつめ、おおきなちからに～　
第一例会　第2回通常総会
第一例会　第一部「卒業式」並びに第二部「卒業記念パーティー」

1月
2月
3月
3月

4月
5月
6月

6月
7月
8月
9月
10月
10月

11月
12月
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理事長の年、思い出に残る事業は？

現役メンバーへ向けて一言

理事長就任を決断した理由理事長当時の思い
（大変だったこと・楽しかったこと）

現在の浦安青年会議所に対して感じ
ていることは？



事
業
報
告

2014

時間をかけて振り返ることができていないが、
やっているときは全力で走ってきたと思っていて
も、ゴールした時には、浦安ＪＣとしても、理事長
としても、余力が残っていた気がする。

新年会での理事長挨拶は、間違いなく人生で
１番の緊張感と不安で一杯だった。しっかり練習
してきたつもりだったが、当日リハーサルでは一
言も言えず、本番となってしまった。そんな中、高
梨さんに「あそこに立てば言えるよ！」と言われ、
その言葉だけを信じて、登壇したのを覚えてい
る。思い出に残るのは、浦安市長選挙に伴う公
開討論会を屋外の新浦安駅前の広場で行った事
業だね。浦安ＪＣとしてはじめての挑戦が多い事
業だった。

私自身、ＪＣで大きく成長をさせてもらった。理
事長という職務で大きく成長していった歴代理
事長を見てきた。チャンスがあるならやってみた
い気持ちが５０。ここまでして頂いたＪＣに対し、
理事長を全うすることで恩返ししなければいけ
ない気持ちが５０。私より年上の現役メンバーに
も助けて頂きたく、この年がベストだという決断
に至った。

５ヶ年運動方針は、地方創生の観点からも、
積極的に推し進め、結果を出してほしい。そして、
浦安ＪＣとして座談会や対談などを行ったり、ど
んどん対外に発信して欲しい。

この団体が10年後、20年後どういう団体であ
るべきなのか。ＪＣとは何のために運動を展開し
ているのか、さらに魅力ある団体になるためには
どうしたらいいのか、こういう基本となる議論を
メンバー間で、もっと展開してほしい。

2014年度スローガン
変革の能動者たれ
　～魅力あふれる浦安の創造～

第35代理事長

浦安では・・・
•浦安市長選挙
•新浦安駅前広場など復興工事完了

社会では・・・
•消費税８％スタート
•御嶽山噴火
•ソチ五輪
•エボラ出血熱の感染拡大
•ＳＴＡＰ細胞騒動

開催された例会
第一例会「2014年度事業計画発表会」
第一例会「第1回通常総会」
第一例会「200年続く会社の作り方　京都福寿園に学ぶ
              ～伊右衛門はどのようにして生まれたか～」
第一例会「運動方針策定プロジェクト～トップアスリ－ト育成者から学ぶ
              ＮＯ.１チ－ムが大切にしていること～」
第一例会「第26回わんぱく相撲浦安場所
              ～ベストをつくそう！目標に向かって！～」
第一例会「人と地域をつなぐ就業体験～ミッション：何のために働くのか？～」
第一例会「OB親睦例会」
第一例会「あなたが“まち”のプロデューサー」
              ～みらいの浦安をデザインしよう～
第一例会「人と地域をつなぐ就業体験　ラストセミナー・閉校式」
第一例会「あなたの選択がみらいを創る～浦安市長選挙公開討論会～」
第一例会「第2回通常総会」
第一例会「卒業式」

1月
2月
3月

4月

5月

6月
7月
8月

9月
10月
11月
12月

人と地域をつなぐ就業体験 あなたが“まち”のプロデューサー

事業計画発表会 新年会

浦安キッズ応援プロジェクト
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理事長の年、思い出に残る事業は？ 現役メンバーへ向けて一言

理事長就任を決断した理由

理事長当時の思い
（大変だったこと・楽しかったこと）

現在の浦安青年会議所に対して感じ
ていることは？



五
カ
年
運
動
方
針

パーソナルコンピューティングの父といわれるアラ
ン・ケイは、40年以上前に未来の教育の姿として、
子どもたちが屋外でタブレットを使っているスケッチ
を残しています。過去の事例を学び、過去の知識を
つけ、現在の延長線上に未来の予測をする。そのよ
うな従来の考え方ではなく、こうなりたい、こうした
いという未来をしっかりと描くことが重要であります。
私たちＪＣが、未来をつくるんだという気概をもち、
どのような浦安を実現したいのかを描き、我々の運
動の歩みを加速させていくために、運動の道筋とし
て、5カ年運動方針を策定致しました。メンバー一人
ひとりが誇りと覚悟をもって行動することにより、「愛
郷心あふれる人財が躍動する未来へとつながる浦
安」となると確信しております。

１.【英知】私たちは、英知を大切にします。何事も『できる思考』で仲間の英知を結集し『できない』
『わからない』とはじめから諦めるのでなくアプローチを変えて対応します。『できるとした
ら』『わかるとしたら』と自問を変えてみます。

２.【勇気】私たちは、勇気を大切にします。青年世代である私たちには成長の伸び代があります。
成長のチャンスを最大限に掴むために、私たちは本気で手を伸ばせば届くものにチャレンジ
していきます。

３.【情熱】私たちは、情熱を大切にします。浦安青年会議所は公益の人づくり・まちづくりの貢
献団体です。無償で質の高い運動を展開し、多くの浦安市民に伝播させる原動力は、目的を
持った行動と、皆を突き動かす情熱（Passion）です。

４.【奉仕】私たちは、奉仕を大切にします。青年世代の奉仕はより良い社会をつくる大きな原動
力となります。社会への奉仕は人生最大の仕事であることを私たちは知っています。

５.【修練】私たちは、修練を大切にします。全てのJC運動は私たちの人的能力と組織力を向上さ
せる修練の場となります。この修練を通して私たちは大きな成長を手に入れることができま
す。

６.【友情】私たちは、友情を大切にします。JC運動を通して、どんな困難な状況でも手を取り合
い助け合える強固な友情を築きあげます。友情とは馴れ合いの関係でなく、仲間の成長の為
に時には本気で叱ることも必要です。思いやりを土台にした友情はやがて生涯の友となりま
す。

７.【平等】私たちは、仲間と自分の持ち味を大切にします。
人は「同等」ではあっても「同質」ではありません。それは性差も同様です。お互いの持ち味を
活かした役割の明確化がチームとしての最低条件であり、お互いの尊敬と協力がチームのパ
フォーマンスを高めます。また、この組織が様々な方の支えの上に成り立っていることへの
感謝と、謙虚な心を常に持つようにします。

８.【承認】私たちは、承認を大切にします。人の嫌な面が見えたとき、それは自分の嫌な面を教
えてくれるシグナルです。異論･感情的な行き違いがある場合は、直接本人に言うのが成熟
した大人の行動です。
その際には、仲間の人格を認め、言葉使いに気をつけます。良いところを見つけ、労うよう
にします。

９.【学び】私たちは、「学び」を大切にします。いつも「素直」で在ることを心がけ、目の前で起き
る全ての事象を素直に受け入れます。素直さと好奇心が学び続ける原動力です。それは、創
意工夫を生み、｢JC運動｣の質を高めます。｢運動｣とは進化し続けるものです。進化のない｢運
動｣を｢作業｣といい、私たちは｢運動｣を｢作業｣にしません。

10.【リーダーシップ】私たちは、家庭・職場・地域のリーダーとして常に率先して行動します。リー
ダーとはメンバー自らが自発的に取り組む意欲を持てるよう、将来のビジョンを描いてみせ
る人。そして目標達成に向けてメンバーに勇気と承認を与え続ける人です。

11.【時間・整理整頓・準備】私たちは、時間を守ります。遅刻する際には、必ず連絡を入れます。
遅刻は自分はもちろん、メンバーの時間や感情のエネルギーを無駄にします。私たちは、整
理整頓を重視します。毎日身の回りを整頓することは、気持ちや考え方、そして心までもき
ちんと整理し、きれいな状態にするからです。
私たちは、しっかりと準備を行います。委員会や理事会、そして例会では事前に充分な準備
をし、メンバーの貴重な資源である時間やエネルギー、会費を無駄にすることはありません。

12.【クオリティ オブ ライフ】私たちは、JC運動と仕事と家庭を同じように大切にします。この3つ
を両立させてこそ幸せな人生があると考えます。その際には自分と家族と仲間の健康に留意
します。健康とは　体と心のバロメーターです。良い会議所運動を行うには、仕事と家庭に
しっかりと向き合い理解と応援を得ることが不可欠です。

基本ビジョン策定の背景
5カ年運動方針の基本ビジョン策定にあたり、運動方針策定の前段にあたる4月第一例会「運動方針
策定プロジェクト～トップアスリ－ト育成者から学ぶＮＯ．1チ－ムが大切にしていること」のグル－プディ
スカッションや、委員会での意見を集約しました。その中で多くのメンバ－が重要視したキ－ワ－ドに「愛
郷心」があげられました。愛郷心については2013年度高梨理事長の言葉にもある通り、都市化が進ん
だ我がまちは、急激な人口増加を背景に、従来あった愛郷心が失われており、近い将来浦安を担っ
ていく青年世代の愛郷心の醸成は、このまちの将来を決めるといっても過言ではない。と、その重要
性を説いています。「このまちが大好き！！」という郷土を愛する人の持つ情熱とエネルギ－こそが、ま
ちの未来を創る原動力となります。私たちのまち浦安を愛する人々を増やし、生き生きと躍動して未
来の浦安を創造することの牽引役となることは浦安青年会議所が今後取り組むべき大いなるテーマで
あると認識し、基本ビジョンの核と致しました。

アラン・ケイが1972年に描いた未来の教育の姿
（出典： Alan Kay 1972 A Personal Computer for Children of All Ages.）

公益社団法人浦安青年会議所
2014年度理事長　金沢 剛純

愛郷心あふれる人財が躍動する　未来へとつながる浦安の創造

まちの個性を活かした魅力ある浦安の創造 
　　　　　～自立・持続可能なまち～

絆を大切にする思いやりあるうらやすびとの育成
　　　　　～市民一人ひとりが浦安プロデューサー～

機会を勝ち取る人財による組織の確立
　　　　　～共助の精神で結ばれた強固な組織～

公益社団法人浦安青年会議所　5カ年運動方針 浦安JC  組織づくり 12信条

ひとづくり

まちづくり

組織づくり

基本ビジョン
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2010～2014
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元町地域・・・
漁師町のころの雰囲気を残す地域
（当代島・猫実・堀江・北栄・富士見）

中町地域・・・
第１期埋立事業により誕生したエリア
（海楽・美浜・入船・今川・富岡・東野・舞浜・弁天）

新町地域・・・
第２期埋立事業により誕生したエリア
（高洲・日の出・明海）

工業ゾーン・・・
工場や倉庫が集積するエリア
（鉄鋼団地・港・千鳥）

アーバンリゾートエリア・・・
ＴＤＲやホテル群が立地
（舞浜）

浦
安
市
の
歴
史
文
化

 明治22年 ４月 堀江、猫実、当代島三村が合併　浦安村誕生（人口5,946人）
 42年 ９月 浦安町誕生（人口8,475人）
 大正12年 ９月 関東大震災
 昭和15年 ２月 浦安葛西間に初代浦安橋が開通
 19年  太平洋戦争による米軍空襲
 22年 ８月 浦安市消防団発足
 24年 ８月 キティ台風来襲
 33年 ４月 本州製紙悪水放流事件
 37年 ７月 漁業権の一部放棄
 40年 ９月 第１期埋立事業開始
 44年 ３月 地下鉄東西線の開通
 46年 ３月 浦安魚市場完成
 46年 ７月 漁業権全面放棄
 47年 12月 第２期埋立事業開始
 49年 ３月 お洒落踊りが県指定無形民俗文化財へ
 49年 ６月 浦安三社祭が復活
 50年 11月 第１期埋立事業終了
 52年 ３月 中町地域、大規模住宅の入居開始
 53年 １月 東京湾岸道路開通
 54年 ５月 浦安町人５万人突破
 56年 ３月 第２期埋立事業終了
 56年 ４月 浦安市誕生（人口65,662人）
 56年 ７月 浦安市文化会館竣工
 56年 ８月 浦安に青年会議所創立（全国690番目）
 58年 ４月 東京ディズニーランドオープン
 60年 ３月 非核平和都市宣言
 62年 ５月 浦安市民10万人突破
 63年 ３月 日の出・明海地区街開き　フォーラム海風の街入居開始
 63年 12月 JR京葉線開通 新浦安、舞浜駅開業
 平成元年 ４月 浦安誕生100周年
  10月 オーランド市と姉妹都市提携
 12年 ７月 イクスピアリオープン
 13年 ９月 東京ディズニーシーオープン
 16年 ８月 浦安市民15万人突破
 20年 ３月 浦安市民16万人突破
 21年 ６月 うらやす市民大学開校
 22年 10月 生涯スポーツ健康都市宣言
 23年 ３月 東日本大震災による液状化被害
 23年 ４月 浦安市制30周年
 26年 ４月 浦安誕生125周年

浦安の歴史 浦安の特色

人　口　162,921人（平成27年1月末日現在）　面　積　16.98平方キロメートル

浦安の概要

漁師町のころ 第 1期埋立 第 2期埋立

昭和37年以前
面積：4.43k㎡
（元町部分）

昭和40～50年
面積：11.34k㎡

（中町や舞浜、鉄鋼通り）

昭和47～55年
面積：16.98k㎡

（新町、港、千鳥）

＜海面埋立事業の経過＞  浦安は漁業権の放棄を機に埋め立てによる開発が進んでいきました。

＜５つの地域特性＞  埋め立て時期や、土地の使用用途で５つの地域に区分されます

埋め立てにより面積は4倍に

京葉測量株式会社 撮影
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公益社団法人 浦安青年会議所 創立35周年記念誌

表紙題字　永田紗戀
発　　行　平成27年2月
発 行 者　公益社団法人浦安青年会議所
編　　集　35周年事業運営委員会
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2015年、浦安青年会議所は創立35周年という節目の年を迎えること
ができました。これもひとえに先輩諸兄姉、関係諸団体や企業の
方々、地域の皆様のご理解とご協力を頂いたお蔭であると感謝申し
上げます。
本記念誌を作成するにあたり、歴代理事長の皆様をはじめ多くの先
輩方とお話しする機会に恵まれました。さらに、当時の写真や映像
を見ることで、私の知らなかった”浦安青年会議所”を感じることが
出来ました。今、浦安の地で活動できることに対する「感謝」と同じ
志を持った同士の心を「継承」することの一翼を本誌が担えれば幸い
です。
本年度は金子理事長のもと、「インパクト　wiz　passion ～光り輝
く浦安の創造～」をスローガンとして活動を開始しました。40周年へ
の第一歩を、飛躍の第一歩となるよう、邁進してまいります。
最後に本誌発行にあたり、ご寄稿、ご協力頂きました多くの皆様に
深く感謝申し上げます

35周年事業運営委員会

委員長大塚 庄一郎

おわりに

浦安市は東京湾の奥部に位置し、東と南は東京湾に面
し、西は旧江戸川を隔てて東京都江戸川区と対峙し、
北は市川市と接している。液状化現象と地盤沈下により、
道路や上・下水道などの都市基盤施設や公共建築物に甚
大な被害を受けるとともに、民間宅地においても地盤の
沈下、家屋の傾斜、敷地内の設備配管の寸断、泥水の
噴出などの被害が発生した。（死者0人/行方不明0人、
建物全壊10棟/半壊3,649棟/一部破損5,106棟）※3.11復
興支援情報サイトより引用

市では、道路などの復旧・復興に伴う事業を円滑かつ効
率的に進めるとともに、市民の生活の支障にならないよ
う、電気・都市ガス・上水道などを含めた各工事の工程

について調整を行った。
行政、警察・消防と災害ボランティアセンターは、対策
本部を経由して情報共有・復旧活動を試みていたが、情
報の錯綜や災害後の混乱のため連携が思うように進んで
いなかった。
その状況を見た浦安ＪＣが、それぞれのパイプ役となり
スムーズな連絡・調整を行った。この背景には、過去に
行った浦安ＪＣの事業で行政と連携した経緯があり、す
でに各行政担当者との信頼関係があった事、突然の大
規模（40～200名）ボランティアを指揮する人材を揃えて
いた事が挙げられる。
浦安ＪＣ独自の活動としては、震災翌日から常時30名程
のボランティアリーダー配置。市内パトロールを通して
ボランティアからニーズのくみ取り。他LOMへのボラン
ティア参加依頼。スコップの調達（自治会や市川ＪＣ等）。
浦安市と連携し、側溝、マンホール位置確認と泥撤去・
便袋作成に関する計画の立案や作業。警察・消防と災害
ボランティアセンターの連携などを行った。
このように若い力が結束し迅速に行動が出来たのは、
日々メンバーが青年会議所で地域に根付いた活動を行
い、そこで学んだリーダーシップを発揮することが出来
たからだと思います。

東日本大震災、
浦安復興と
その歩み

「出典・浦安市液状化対策技術検討調査委員会」
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