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01 青年会議所
とは
WHAT’S JCI ? 　青年会議所には、品格ある青年であれば、個人の意志によって入会できますが、20歳から40歳までという年齢制

限を設けています。これは青年会議所が、青年の真摯な情熱を結集し社会貢献することを目的に組織された青年の
ための団体だからです。
　会員は40歳を超えると現役を退かなくてはなりません。この年齢制限は青年会議所最大の特性であり、常に組織
を若々しく保ち、果敢な行動力の源泉となっています。
 各青年会議所の理事長をはじめ、すべての任期は1年に限られます。会員は1年ごとにさまざまな役職を経験するこ
とで、豊富な実践経験を積むことができ、自己修練の成果を個々の活動にフィードバックさせていくことができます。
 青年会議所におけるさまざまな実践トレーニングを経験した活動分野は幅広く、OBも含め各界で社会に貢献して
います。たとえば国会議員をはじめ、知事、市長、地方議員などの人材を輩出、日本のリーダーとして活躍中です。

海外の主なJCI出身者
チャールズ・リンドバーグ（アメリカ合衆国、飛行家）
ジョン・F・ケネディ（アメリカ合衆国、第35代大統領）
ビル・クリントン（アメリカ合衆国、第42代大統領）
ジャック・ルネ・シラク（フランス、元大統領）
アル・ゴア（アメリカ合衆国、元副大統領、環境問題研究家）

ハワード・ヒューズ（アメリカ合衆国、大富豪、実業家、映画製作者、飛行家）
ビル・ゲイツ（アメリカ合衆国、マイクロソフト創業者）
ラリー・ホームズ（アメリカ合衆国、元プロボクシングヘビー級チャンピオン） 
リチャード・ニクソン（アメリカ合衆国、元大統領）
ロナルド・レーガン（アメリカ合衆国、元大統領）

　かつて国連が自らの拠点となるビルを探していたとき、ニューヨークの現在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マーク」には国連の象徴ともいえる地球のシンボルマークが使われるようになりました。

　JCIは国連関係機関以外の世界的NGOで唯一、国連ロゴの使用を許可されている組織です。JCIは国連の認定した

NGOでもあり、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。

｜Ｊ｜Ｃ｜三｜信｜条｜
個人の修練 社会への奉仕 世界との友情
　1950年5月1日にJC運動の行動綱領としてこの三信条が採択されました。JC運動
とは、若い人々が集まって自己啓発･修錬を行う場であり、培われた力を用いて地域社
会にサービス(奉仕)することであると示されました。また世界との友情とは違う意味
で、会員全員、同士を貫く友情があるということは言うまでもありません。

修 練
TRAINING

奉 仕
SERVICE

友 情
FRIENDSHIP

地 球 社 会 の 進 歩 発 展に資 する
　JCI（Junior Chambar International:国際青年会議所）は、自由な社会と経済発展を実現し、新しい社会をリードする

にふさわしい人材育成を目的として、1915年にアメリカ・ミズーリ州セントルイスに生まれた。小さな青年活動グループから始

まったJC運動は、その活動が認められ,アメリカの社会的活動を担う主要な青年団体へと発展していきました。

　会員数17万人以上の世界で最も大きな青年団体です。現役メンバーに加え約250万人以上ものOBがいます。

日本の主なJCI出身者
麻生太郎（飯塚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）
中曽根康弘（高崎JC、第71-73代総理大臣）
鳩山由紀夫（苫小牧JC、衆議院議員）
塩崎恭久（松山JC、衆議院議員）

菅直人（東京JC、衆議院議員）
坂田藤十郎（東京JC、歌舞伎役者、日本舞踊柏木流宗家）
千玄室（京都JC、歌舞伎役者、俳優、人間国宝、文化功労者）
堤清二（東京JC、セゾングループオーナー）
森 稔（東京JC、森ビル社長）

森喜朗（小松JC、元内閣総理大臣）
牛尾治朗（東京JC、ウシオ電機会長）
佐治敬三（大阪JC、元サントリー会長） 
梁瀬次郎（東京JC、ヤナセ会長）
犬丸一郎（東京JC、元帝国ホテル社長）



04 仙台
青年会議所
について
WHAT’S JCI SENDAI?

06 組織概要
PROFILE OF JCI SENDAI
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05 LOM
中長期ビジョン
～2021
LOM MEDIUM-AND
LONG-TERM VISION～2021

　仙台青年会議所は 1951 年（昭和 26 年）3 月
15 日に発足し、同年 7 月全国で 11 番目（東北地区
最初）のJC として日本青年会議所に加入しました。
　以来６０年以上に渡り、我がまち”仙台”のために文
化、経済、交通問題など、様々な角度からまちづくりを
考え、実践してまいりました。「無医村医療」「歩行者天
国」「宮城青年の船」「循環バス路線」「トライアスロン

仙台国際大会」「交響詩SENDAI たゆとう時の音」
「フィリピン青少年交流事業」「リバーサイド青少年交
流事業」「タイ青少年招へい事業」「生活情報交換会 
大井戸端会議」「仙台七夕花火祭」など、会議所内部だ
けでなく、市民の方々とともに取り組んだ事業や、行
政に働きかけ実現している構想が多々あります。

LOM
VISION
LOM中長期ビジョン～2021

名称

創立

社団法人格取得

公益社団法人格取得

事務局所在地

TEL

FAX

会員数

特別会員数

シスターJC

公益社団法人仙台青年会議所

1951年（昭和26年）3月15日

1971年（昭和46年）1月1日

2010年（平成22年）4月1日

〒980-0014  宮城県仙台市青葉区本町２丁目１６－１２  仙台商工会議所会館 8F

022-222-9788

022-222-9786

189名（2016年1月現在）

856名（2016年1月現在）

・コペンハーゲンJC（デンマーク）　1964年締結
・パラニャーケ パンバトJC（フィリピン）　1977年締結
・白老JC（北海道地区道南ブロック）　1988年締結
・マポ西ソウルJC（韓国）　1989年締結
・アイランドJC（香港）　1994年締結

しあわせを
共感できる
仙台の実現

国際

社会

個人

LOM
の

目的

❶ 地域社会の発展
❶ 会員の連携と指導力の啓発
❸ 国際的理解を深め国家及び世界の
　 繁栄と平和への寄与

恒久的な世界平和

明るい豊かな社会

公の利益のために個を磨き、
先駆的に行動するJAYCEE

会員の連携と指導力啓発による
個人力と組織力強化

個人

02 2017年度
スローガン
THIS YEAR’S SLOGAN

理事長挨拶
PRESIDENT’S STATEMENT

１. 市民一人ひとりがやさしさと強さを持つ仙台市の創造
２. やさしく強い心を持った青少年の育成
３. やさしい強さを備えた地域を牽引するリーダーの育成

１. 仙台ＪＣの未来に繋げるＪＣブランドの確立
２. 未来にやさしい強さ溢れる仙台を伝える事業の企画と実施及び検証
３. 第48回仙台七夕花火祭の企画と実施及び検証
４. やさしさと強さを兼ね備えた仙台を創造する事業の企画と実施及び検証
５. やさしい心で力強く行動する子どもを育成する事業の企画と実施及び検証
６. 未来のために活躍する地域のリーダーとなる新入会員の拡大と研修事業の企画と実施
７. 民間外交の推進及び姉妹ＪＣ関連の交流及び友好都市との新たな繋がりの推進

公益社団法人 仙台青年会議所
第66代理事長　松井 佑介

　　この度、公益社団法人仙台青年会議所第66代
理事長を拝命することになりました。松井佑介と申し
ます。どうぞよろしくお願いいたします。
　私たちは、2011年3月の東日本大震災において、
被災した方々が、自らも物資困窮した過酷な状況に
あるにもかかわらず、それでもなお相手を思いやり、
お互いに命を繋ぎ生き抜いている姿に「やさしい強
さ」を見ました。やさしさは、相手の立場を尊重する思
いやりの心であり、強さはお互いを認め合いながら、

助け合いながら力強く行動することです。
　この利他の精神こそが、今この時代に一番必要な
ものなのではないかと考えます。
　2017年は私たち一人ひとりがこのやさしさと強さ
を兼ね備え、未来に向けて積極的に行動することによ
り、未来へのしあわせな仙台の実現に向けて運動を展
開してまいりますので、1年間どうぞよろしくお願いい
たします。

基本方針

事業計画

03 基本方針
THIS YEAR’S BASIC POLICY

事業計画
THIS YEAR’S BUSINESS PLAN

利他の精神で積極的に地域や
ひとのしあわせを考え、
能動的に行動できるJAYCEE

人と地域の連携による
まちづくり推進

道徳教育を通じた
次世代教育

社会
感謝と思いやりの心に溢れ
安心とゆとりに包まれたまち

国際力強化のための
相互理解の推進と国際交流

世界の人たちへ感謝の想いを
発信する機会の創出

国際
友情と感謝の心を持ことで
実現する国際力



07 2016年度
活動実績一例
JCI SENDAI’S
ACHIEVEMENTS IN 2016
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08 沿　革
HISTORY OF JCI SENDAI

第４７回仙台七夕花火祭

　２０１６年８月５日（金）に第４７仙台七夕花火祭を仙台市青葉区西公園
周辺にて開催しました。本年は、「きらめき～笑顔あふれる未来へ～」
をテーマに据え、仙台(まち)を愛する気持ちと笑顔に満ちあふれた
煌めく未来を創造していく希望の光の輪となり、仙台(まち)の未来
を照らすために、ご来場の皆様が地域への誇りと愛着を持っていた
だく機会として、地域を愛する市民と協働して仙台七夕花火祭をと
もに創りあげる事業として実施しました。
　地下鉄東西線開業にともない地下鉄運行中の打ち上げとなりました。関係者並びに市民パートナーの皆様に
は、募金活動やはじめての試みである警備など大変多くのご協力を賜り、約１万６０００発の花火が仙台の夜空に
大輪の花を咲かせることができました。また、当日は約５０万人という多くの皆様にご来場いただき、「地域へ誇り
と愛着」を実感できる機会となりました。

仙台ＪＣ未来塾～子ども体験キャンプ～

　２０１６年８月１９日(金)～２１日(日)まで、小学４年生～６年生を対象
に国立花山青少年自然の家で仙台ＪＣ未来塾～子ども体験キャンプ
～を開催しました。
初日は仙台メディアテークに集合の後、栗原市の満福山城国寺にて
座禅体験を行ってから花山青少年自然の家に向かいました。
　２泊３日の青少年自然の家では自然体験活動や徳育ゼミナール、
論語塾を経験し、野外炊飯ではピザを作りました。その他グループ
学習等も行い、最終日には映画「生まれる」を鑑賞し親御様への感謝の手紙を製作し、仙台メディアテークでの
閉校式では迎えに来ていただいた親御様へ手紙を渡して終了しました。
この度のキャンプでは２６名の参加者の他、７名の市民サポートメンバー並びに２名の講師にご協力いただき大
きな事故もなく無事に終えることができました。

キャンドルナイト２０１６

　３月１１日、「キャンドルナイト２０１６～未来を照らす光輝の輪を拡
げよう！～」が仙台市勾当台公園市民広場にて開催されました。
　午後２時から開催した追悼式典の部では第９７代内閣総理大臣安
倍晋三夫人、安倍昭恵氏にご挨拶をいただき、ベガルタ仙台渡邉監
督、蜂須賀選手はじめ関係者の方々にもご参列いただき、キャンド
ルナイトで使用するコップにもメッセージをご記入いただきました。
　午後６時から開催したキャンドルナイトの部では、仙台市立仙台青
陵中等教育学校合唱部のみなさんの合唱、１４歳で全盲のピアニスト佐藤ひらりさんに演奏いただき、市内の小
学校はじめ沢山の方にメッセージをご記入いただいたコップで「未来の光へ」の文字を灯し市民をはじめ多くの
方に発信しました。
　また、本年度も「しあわせな黄色いハンカチプロジェクト」を行い、地域への防災意識の向上を広めました。

しあわせな黄色いハンカチプロジェクト

　仙台ＪＣでは『黄色いハンカチプロジェクト』を推進し地域への防
災意識の向上を広めています。
　有事の際、自らの安全を周知するため、黄色い布やタオル、Tシャ
ツなどを玄関先やベランダなど目立つところに掲げようという運動
です。

１９５１年

１９５６～１９６８年

１９５９年

１９６４年

１９６７年

１９７０年

１９７２年

１９７２年

１９７７年

１９７７年

１９７９年

１９８５年

１９８５年

１９８５年

１９８７年

１９８８年

１９８９年

１９８９年

１９８９年

１９９０年

１９９４年

１９９５年

１９９５年

２００２年

２００３年

２００３年

２００８年

２０１０年

２０１１年

2012年

２０１４年

仙台青年会議所発足
東北地方初、全国で１１番目の会員会議所として日本青年会議所に加入

「無医村診療団」の派遣

「第８回全国会員大会」主管開催

コペンハーゲンJC（デンマーク）との姉妹締結

「明日への提言」作成

「ぼくとわたしのお祭り広場」開催

「旧駅舎よさようならパーティー」開催

「宮城県青年の船」のアイディアが生まれる

「第２６回全国会員大会」主管開催

パラニャーケ　パンバトJC（フィリピン）との姉妹締結

「循環バス路線」の実現

「交響詩SENDAI『たゆとう時の音』」の創作・上演

「JAPAN・トライアスロン仙台国際大会」開催

「明日への提言 PART2」作成

「仙台七夕花火祭」と改名

白老JC（北海道）との姉妹締結

マポ西ソウルJC（韓国）との姉妹締結

「国際アカデミー」主管開催

「リバーサイド使節団」を米国に派遣

「フィリピン・米国リバーサイド・タイ青少年交流事業」を展開

アイランドJC（香港）との姉妹締結

阪神・淡路大震災の被災者支援に尽力する

「生活情報交換会　大井戸端会議」開催

「Happiness SENDAI！」のスローガンのもと、「JCI-ASPAC仙台大会」を主管開催

「全国JCサッカー選手権大会」主管開催

「仙台JCあしたへの声」と題した提言書を作成

「２００８ドリーム・キッズ・ゴルフin仙台～さあ、夢・ティアップ～」開催

公益社団法人の認定を受け、公益社団法人仙台青年会議所へ

東日本大震災後、直ちに災害対策本部を設置し、支援活動に尽力する

キャンドルナイト2012開催

「しあわせな黄色いハンカチプロジェクト」実施

｜仙 ｜台 ｜J ｜C ｜の ｜こ ｜れ ｜ま ｜で ｜の ｜あ ｜ゆ ｜み ｜

無医村診療団

ぼくとわたしのお祭り広場

宮城県青年の船

ＪＡＰＡＮトライアスロン仙台国際大会

大井戸端会議

ＪＣＩ-ＡＳＰＡＣ仙台

震災後の宮城県災害対策本部に
詰めるメンバー

しあわせな黄色いハンカチ
プロジェクト


