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一般社団法人 守口門真青年会議所
2022 年度

第 18 代理事長

竹内 太司朗

皆様におかれましては新春を清々しい気持ちでお迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年は一般社団法人 守口門真青年会議所の活動に対し、多くのお力添えいただき厚く御礼申
し上げます。本年も引き続き、守口市、門真市両市の明るい豊かな社会の実現に向け邁進する
所存ですので、皆様のより一層のご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
さて、私事ではございますが、第 18 代理事長を拝命し、1 月 1 日より新体制が始まりました。
今年度のスローガンとして、「新章の幕開け〜守口門真青年会議所ここにあり〜」を掲げ、これ
までの青年会議所の歴史を振り返り、紡がれてきた物語に新しい章立てをする気概をもち活動
する所存です。
青年会議所は 20 歳から 40 歳までの会員が所属しています。私達青年の世代は、まさに時代
の転換期のごとく、多くの出来事を経験しました。東日本大震災を始めとする記録的な自然災害、
新型コロナウイルスのまん延、そして東京五輪などを目の当たりにし、国民の意識や価値観の
変化、さらには生活様式でさえも大きく変化する時代を今生きています。
守口門真青年会議所は、上述のスローガンのもと、これらの経験や人生を決して無駄にせず、
「会員の育成」、「健康・命」「国際・文化」「未来・子供」、そして「守口市・門真市のまちづくり」
の 5 つのテーマで、数年後、数十年後に「守口門真青年会議所の活動があったからこそ、今がある」
と思って頂けるような活動を進めてまいります。
結びに、皆様方の御健勝と御多幸を心よりお祈り申し上げます。

理事長プロフィール
生年月日：19 83 年 2 月 28 日

趣味： サ ッ カ ー ・ 楽器演奏

J C 入会年度：2011 年

好き な バ ン ド ： X JA P A N

学歴：日本大学 国 際 関 係 学 部

卒業

職歴：英語講師・市 議 会 議 員 ・竹 内 製 材所（ 現在）

好き な デ ィ ズ ニ ー キ ャ ラ ク タ ー ：
リ ト ル グ リ ーン メ ン

守口市・門真市

市長

ご挨拶

守口市長

門真市長

西端 勝樹

宮本 一孝

新年明けましておめでとうございます。
皆様にはつつがなく新年をお迎えのこととお
慶び申し上げます。また、平素より市政各般に
おきまして、格別のご理解とご協力を賜り、厚
くお礼申し上げます。
新型コロナウイルスによる感染症が拡大し始

明けましておめでとうございます。皆様には
新春を健やかにお迎えのこととお慶び申し上げ
ます。
旧年中は市政の各般、とりわけ地域活性化の
牽引役としてご貢献を賜り、心から感謝申し上
げます。

めて２年もの歳月が過ぎようとしております。

昨年は緊急事態宣言が三度発出され、市民生

この間、新しい生活様式の実践や、ワクチン接

活や社会経済活動に多大な影響を及ぼしました。

種が普及したこともあり、日常生活は回復基調

一方、本市のワクチン接種は 65 歳以上で９割、

にありますが、一方では新たな変異株が発見さ

市民全体で８割の方々に接種いただき、皆様の

れるなど、未だ予断を許さない状況が続いてお

ご協力に対し、重ねて感謝申し上げます。現在

ります。

は３回目の追加接種を計画的に進めており、感

皆様方にはポストコロナ時代の到来を見据え、

染対策とウィズコロナ・ポストコロナを見据え

地域のリーダーとして、情熱と若さを余すこと

た社会経済活動の両立に引き続き取り組んでま

なく発揮し、新しい社会を築き上げていただき

いります。

たいと切に願っております。

本市のまちづくりは、門真市駅周辺における

本市といたしましても、より多くの方に「守

エリアリノベーション事業をはじめ、令和５年

口市に住みたい」、「守口市に住み続けたい」と

度に、松生町に三井不動産株式会社が手掛ける

感じていただけるような、魅力ある定住のまち

大規模商業施設等がオープンし、令和７年度に、

を築き上げていく所存でございますので、本年

古川橋駅北側に生涯学習複合施設が開館及び第

もより一層の市政に対するご理解とご協力を賜

四中学校区の小中一貫校の完成を予定しており、

りますようお願い申し上げます。

その後も大阪モノレールの南伸に合わせた新駅

結びに、一般社団法人守口門真青年会議所の

の開業、門真プラザの再整備などが続きます。

今後益々のご発展と、会員皆様方のご健勝、ご

今後も将来を見据えた投資を積極的に行い、住

活躍を心より祈念申し上げまして、新年のご挨

みたい、住み続けたいと思っていただけるまち

拶とさせていただきます。

づくりを推進してまいります。
結びに、本年が皆様にとって幸多き一年とな
りますよう、心よりお祈り申し上げます。

正副理事長対談

2022 年度の JC はどうなる？

今年のJCはどうしたいと考えていますか

守口青年会議所︑門真青年会議所が統合され︑守口門真青年会議所が誕生してから

年

が必要だと感じています︒このことが︑私

ぶまれた時には︑その原点に立ち返ること

るものです︒また︑会社や団体の存続が危

それさえが無くならなければ︑より成長す

うのは︑たとえ時代や環境が変わろうとも︑

返る必要があると私は思います︒原点とい

展させるためには︑歴史という原点に立ち

今後の守口門真青年会議所をより良く発

です︒

少が進むことは避けることができないもの

価値観の変化の影響などもあり︑会員の減

ルスの影響や︑団体に所属をしたいという

が繰り返されるものです︒新型コロナウイ

の人々が頑張っていても︑良い時と悪い時

会社も団体も共通のことと思いますが︑やはり波というものが存在し︑どれだけその時

何故そうしたいと思いましたか

していきたいと思います︒

また︑私達の世代が経験したことを活かし︑未来を予測しながら︑新しいことにも挑戦

所が誕生した歴史を振り返りたいと思います︒

が経ちました︒まずは︑青年会議所が誕生した歴史だけでなく︑私達の守口門真青年会議

18

達の歴史を振り返る必要がある主な理由です︒
さらに︑この原点は新しいことに挑戦すること
においても必要です︒目的もなく︑ただ新しいこ
とに挑戦することよりも︑私達の存在意義を考え
た上で︑挑戦をすることが必要です︒
新しいことを思いつくコツはありますか
私自身もまだまだですが︑歴史・政治経済の分
野に興味があるので︑
﹁こういう未来になるのかな﹂
﹁何もしなかったらどうなるのかな﹂﹁子供たちが
大人になったらどんなまちになっているのかな﹂

などを考えて︑未来を勝手に予測することはよく

若い世代が多いJCですから︑全員がそれぞ

れの経験から得た知恵を出し合えば︑より新し

いことに挑戦できると思います︒

2022年度も守口市・門真市の皆様のため

に全力を尽くして参りますので︑是非ご期待く

ださい︒

プライベートは何をしていますか

年間は全く行けてい

これまで︑家族でよくディズニーランドに

行っていましたが︑ここ

ないです︒個人的にディズニーは大好きで︑ま

わりからひかれるくらい大好きです︒だいたい

ディズニーグッズは身につけています︒

あとは︑家で過ごす時間が増えたので︑楽器

JCも子供育成事業が多いので︑今の子供たちは

ブな方々が多いので︑かなり勉強になります︒

ています︒ジャンルも様々ですね︒クリエイティ

また︑時間がある時はYoutubeをよく見

ジュアル系の音楽はよく聴いています︒これも

たきっかけはX JAPANです︒今でもヴィ

りドラムを叩いたりしています︒バンドを始め

懐かしい気持ちで︑気晴らしにギターを弾いた

とバンドを組んでライブばかりしていたので︑

をさわり始めました︒大学生の時までは︑ずっ

何に魅力を感じているのかを把握できる良い教材

が一番ですね︒一番の幸せと癒やしです︒

でも︑プライベートはやっぱり娘と遊ぶこと

またまわりからひかれますが︒

私達がすべき新しい挑戦が見えてきます︒

こういったことを普段から考えていると︑今の

です︒

あります︒
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副理事長・専務理事

紹介

副理事長
職種：不動産・飲食業
趣味：お酒を嗜むこと

畔上 裕也

今年はこんなことをしたい！：日本中の酒蔵巡り

今年は JC でこれをしたい！：出向して日本中の JC を見てみたい

副理事長
職種：電気工事業

趣味：フットサル、映画鑑賞

金子 宗則

今年はこんなことをしたい！：国内旅行

今年は JC でこれをしたい！：JC カップを成功させたい

副理事長
職種：市議会議員

趣味：サッカー、ドライブ

坂元 正幸

今年はこんなことをしたい！：子供と温泉に行きたい

今年は JC でこれをしたい！：子供達に喜んでもらえる事業

副理事長
職種：建設業

趣味：国内旅行

藤井 一樹

今年はこんなことをしたい！：納経帳収集

今年は JC でこれをしたい！：３分間スピーチを成功したい

副理事長
職種：造園業

趣味：釣り・キャンプ

村山 博輝

今年はこんなことをしたい！：スカイダイビング

今年は JC でこれをしたい！：もりかど万博をしたい

専務理事
職種：保険業

趣味：食べること

今年はこんなことをしたい！：ダイエット成功

今年は JC でこれをしたい！：スムーズな会の運営をしたい

松村 翔太

例会・事業案内
1 月度例会 定時総会
会場：ホテル アゴーラ大阪守口
会の最高決定機関である総会を実施し、前年度の報
告、及び当年度の計画の発信を行うことでメンバー相
互の意識を高めることを目的としています。

1 月度事業 新年交歓会
会場：ホテル アゴーラ大阪守口
新体制をお披露目し、日ごろお世話になっている行
政、各種団体の皆様にこれまでの感謝の意を伝え、ま
た、守口市・門真市における明るい豊かな社会の実現
に向けて、私達の想いを伝えることを目的としていま
す。

※

写真は過去のものを使用しています。

※

新型コロナウイルス感染拡大状況により予定が変更される場合がござい ま す 。

クロスワードにチャレンジ！
縦①

北海道生まれの人のことをなんという？

縦②

守口市長の苗字は？

縦③

飛翔していく軍事兵器 (４文字 )

縦⑧

ウマ科の中で一番小型の動物は？

縦⑨

矢井田瞳のあだ名は？

縦⑩

「現代的な 「近代的な」 「最新の」 「今風の」 などを意味するカタカナ語

縦⑪

世界２位の人口の国は？

縦⑫

英語でフルーツといいます

縦⑬

退屈だと出ちゃいますよね ・ ・ ・

横①

大工さんが持ち運ぶ箱は？

横②

みんな大好き！

横③

門真市長の苗字は？ (４文字 )

横④

青年会議所ってどんな団体？

横⑤

品種 ・ 調理法とも豊富で、 日本の品種が世界一大きいものや世界一長いものがある野菜です

横⑥

お酒の飲みすぎも〇〇〇をもって

横⑦

門真市が終点の乗り物

こ た え は ホームペ ージをチ ェ ック ！！

FM HANAKO「守口門真 JC のモカチャンネル」
毎月第２火曜日 18：00 〜 18：30

青年会議所とは

放送中！！

新入会員募集中！

各地の青年会議所の事を「ＬＯＭ（ロム）」と呼び、年齢は２０歳〜４０歳までとする会員制の団体です。
世界では、１２８の国と地域に活動拠点がおかれ、Junior Chamber International(ＪＣＩ.国際青年会議所
）として、次世代を担う経済人、社会活動家を育成する機関となっています。
日本ＪＣの理念は、１９５０年に採択された「明るい豊かな社会」の実現を理想とし、
・個人の修練（トレーニング）
・社会への奉仕（サービス）
・世界との友情（フレンドシップ）
の「三信条」を日々の運動と活動を行うなかで、磨いていきます。

こんな方々も会員でした
世界編

日本編

ジョン・F・ケネディ 元アメリカ大統領

小泉 純一郎 元内閣総理大臣

ビル・クリントン 元アメリカ大統領

麻生 太郎 元内閣総理大臣

ジャック・シラク 元フランス大統領

森 喜朗 元内閣総理大臣

ビル・ゲイツ マイクロソフト創設者

石原 慎太郎 元東京都知事
小泉 進次郎 衆議院議員
高須 克弥 高須クリニック院長
鳥井 信一郎 元サントリー会長

その他多くの著名人が会員でした。

一般社団法人 守口門真青年会議所
〒570-0038 大阪府守口市河原町 10-15 テルプラザ 2 階 217
TEL：06-6998-0781
FAX：06-6998-0782
E-mail：ofﬁce@morikado-jc.com
HP：http://www.morikado-jc.com

Oﬃcial Site

