２０１５年度京都会議 セミナー・フォーラム・公開委員会の紹介
月日

１
月
２
３
日

時間

プログラム
担当委員会

会 場

公開区分

13:00～18:00

セミナーショーケース
【セミナー開催相談室】
ＪＣプログラム実践委員会

国際会館
Room H

メンバー
一般公開

セミナー開催について目的に合った適切なプログラムの紹介や、開催までに必要な手順、設えなどの相談を承りま
す。特に、今までセミナーを開催したことのないＬＯＭの皆様や、セミナーを会員の育成カリキュラムのひとつとして検
討している方、また、ブロック協議会のアカデミーで効果的にセミナーを活用したいと考えている担当者には大変有
意義な情報を提供させて頂きます。お気軽にお立ち寄りください。

13:00～18:00

セミナーショーケース
【トレーナーへの道 進路相談室】
ＪＣプログラム実践委員会

国際会館
Room H

メンバー
一般公開

プログラムを受講されて、トレーナーに興味を持たれた方。トレーナーとして自己の知識やスキルをアップさせたい
方、またＬＯＭやブロック協議会で人材育成の仕組みを構築するためにトレーナーを育成したいと考えられている担
当者の方々へ。トレーナーの登録方法から、ヘッドトレーナーまでどのような段階を踏んでいけばよいのか、など、ト
レーナー制度をわかりやすくお伝えします。受講する立場から、伝える立場へ。 ご相談お待ちしております。

16:00～19:00

（公開委員会）
地域経営推進会議

国際会館
Room G

メンバー
一般公開

『地域を元気にしたい！！』
そんなあなたは、ぜひ、地域経営推進委員会の公開委員会へお越し下さい。『地域の今から映し出す未来』と題し、
地域が自ら、人材、資源を活かし切り拓く未来がいかなるものか。地域の自立的活性化に向けて発信します。

16:00～19:00

（公開委員会）
地域スポーツ活性化委員会

国際会館
Room K

メンバー

第１回ＪＣカップＵ－１１少年少女サッカー大会の説明会を開催！！
2014年に全国大会（プレ大会）を開催したＪＣカップ少年少女サッカー大会。2015年度は地区協議会とブロック協議
会が連携・協力し、各地区において予選大会を開催していただきます。予選大会の開催にあたり、ＪＣカップの概要
説明、また運営、開催に際しての手法、本会担当者との名刺交換等説明会を通じてご案内させていただきます！！
ＪＣカップに関わるご担当者様におかれましては、是非ともご参加下さいますようお願い致します。

16:00～19:00

（公開委員会）
財政審査会議
規則審査会議

国際会館
Room 104

メンバー

「あなたのＬＯＭで財政、コンプライアンスのお悩みはないですか？」
財政審査会議と規則審査会議の公開委員会を開催いたします。
効果的な財政の運営・管理、公益性と透明性を高めるためのコンプライアンスの遵守とその方法、公益法人としての
組織運営など、壮快な運動を支える秩序ある組織運営に欠かせない内容となっております。
対象者としては、専務理事、事務局、財政局となります。
皆様の御来場をお待ちしております。

（
金
）
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２０１５年度京都会議 セミナー・フォーラム・公開委員会の紹介
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9:00～17:30

セミナーショーケース
【セミナー開催相談室】
ＪＣプログラム実践委員会

国際会館
Room H

メンバー
一般公開

セミナー開催について目的に合った適切なプログラムの紹介や、開催までに必要な手順、設えなどの相談を承りま
す。特に、今までセミナーを開催したことのないＬＯＭの皆様や、セミナーを会員の育成カリキュラムのひとつとして検
討している方、また、ブロック協議会のアカデミーで効果的にセミナーを活用したいと考えている担当者には大変有
意義な情報を提供させて頂きます。お気軽にお立ち寄りください。

9:00～17:30

セミナーショーケース
【トレーナーへの道 進路相談室】
ＪＣプログラム実践委員会

国際会館
Room H

メンバー
一般公開

プログラムを受講されて、トレーナーに興味を持たれた方。トレーナーとして自己の知識やスキルをアップさせたい
方、またＬＯＭやブロック協議会で人材育成の仕組みを構築するためにトレーナーを育成したいと考えられている担
当者の方々へ。トレーナーの登録方法から、ヘッドトレーナーまでどのような段階を踏んでいけばよいのか、など、ト
レーナー制度をわかりやすくお伝えします。受講する立場から、伝える立場へ。 ご相談お待ちしております。

11:15～11:45

セミナーショーケース
【ＪＣプログラム活用セミナー】
ＪＣプログラム実践委員会

国際会館
Annex Hall

メンバー
一般公開

「JCプログラム活用セミナー」とは、『どんなプログラムを実施していいか分からない』『いまいちJCプログラム
の内容が分からない』『そもそもJCプログラムってなに？』といった疑問にお応えするセミナーです。JCプロ
グラムについて知識のない方から、2015年度に様々なプログラムを計画している方、そしてJAYCEEとして
さらなるスキルアップを目指している全ての方に受講して頂きたいプログラムになっています。JCプログ
ラムを一気に学べる当セミナーにぜひご来場ください！

14:30～16:30

セミナーショーケース
【VMV】
ＪＣプログラム実践委員会

国際会館
Room D

メンバー
一般公開
事前登録推奨

このプログラムでは、JCが何をするところか良く考え、自分達の運動の方向性を探ります。
「JCの発祥の地はどこ？」、「どんな時代背景でJCは出来てきたの？」から、JCIの目的やJCIクリードの理解を通じ
て、JCが目指す未来、JCでやるべき事、そしてその運動の価値等について考えます。 JCに入ろうか迷っている人
のためのオリエンテーションとして、新入会員セミナーとして、理事セミナーとして、卒業を目前に改めてJCで何をした
ら良いのか等のセミナーとしてお薦めします。JCをもう一度見なおすチャンスです。

12:30～16:30

セミナーショーケース
【PIP（FMC24）】
ＪＣプログラム実践委員会

国際会館
Room F

メンバー
事前登録推奨

これまでの自分を見つめなおし、新たな目標を立てることで、明日への行動意欲を掻き立てることができるプログラ
ムです。 これまでの人生において、自分がどれだけ多くの方にご恩を受けて生きてきたかを自ら考えることができ、
これからの人生においてそのご恩をどのように返していくか、受けたご恩で成長した自分をどのように地域社会で活
かしていくかを決断することができます。

14:30～16:30

セミナーショーケース
【JCゲーム】
ＪＣプログラム実践委員会

国際会館
Room G

メンバー
一般公開
事前登録推奨

JC活動を疑似体験！
「まちづくりのできるひとづくり研修プログラム 」それを私たちは青年会議所運動そのものと位置づけます。そしてJC
ゲームでは、その活動への「はじめの一歩」をうながす研修プログラムです。本プログラムでは、楽しい雰囲気の中
で、JC活動の疑似体験とJCライフの創造を行います。その中で、自らがその意味について考えあるいは、振り返っ
て、なにが新しい「気づき」をつかみ、より積極的な活動を実現して頂く事を目的としています。

14:30～16:30

セミナーショーケース
【ロバート議事法】
ＪＣプログラム実践委員会

国際会館
Room I

メンバー
一般公開
事前登録推奨

1876年にアメリカ陸軍のヘンリー・ロバート将軍が英米議会の運営規則を基に民間団体に適応できる会議運営の
ルールブックとして作成したのが、ロバート・ルールズ・オブ・オーダーです。
日本には、1956年、服部礼次郎先輩によって導入されました。現在では国連を始めとする多くの公式会議で採用さ
れています。組織が迅速・公平・公正な決断をするためのルールを学ぶことができます。

14:30～16:30

セミナーショーケース
【ComCom】
ＪＣプログラム実践委員会

国際会館
Room J

メンバー
事前登録推奨

地域の課題を解決してゆくためには、異なる様々な立場の人たちと知恵や力を併せて行動することが求められま
す。コミュニティの一員として共に協力してゆくためには、コミュンケーション力は必須です。本セミナーの終わりに
は、参加者は、コミュニケーションの原理について理解し、自身のコミュニケーションスタイルを見つめ直し、よりよい
コミュニケーションのためのヒントを得ることができます。フラフープを使ったグループアクティビティを通じて、全員が
参加体験するスタイルのセミナーです。

13:00～14:00

日本再興フォーラム
日本再興会議

国際会館
Main Hall
同時中継有

メンバー
一般公開

悠久の歴史を誇る世界最古の自然国家である日本は、古来より受け継がれる文化と人々の希望となる文明が生み
出す底知れぬ力によって世界を牽引する国家へと成長を遂げてきました。その根幹ともいえる日本の精神性によっ
て、人々は家族同然につながってきたのです。本フォーラムでは、伊勢神宮を中心とする全国８万の神宮・神社を包
括する神社本庁総長並びに石清水八幡宮 第５８代 宮司 田中 恆清（たなか つねきよ）氏をお迎えし、神道の考え方
に基づく共同体としての意識を呼び覚まして日本再興の気運を高め、日本のあるべき理想の国家像を描きます。

14:00～15:00

地域再興フォーラム
地域再興会議

国際会館
Main Hall
同時中継有

メンバー
一般公開

人口減少等の変化に直面する日本では、２０４０年までに１７４１のうち８９６の基礎自治体に消滅の可能性がある中
で、地域は独自の政策を展開し自立自活する時代への転換期にあります。本フォーラムでは、地方創生担当大臣で
ある石破茂氏をお招きし、国が考える地方創生の方向性や政策をお話しいただくと同時に地域を担う青年会議所メ
ンバーへの期待を伝えていただきます。自立自活する地域への再興に向けて中期的な戦略の必要性を理解し、具
体的な行動に移すための機会とさせていただきます。

15:30～17:00

日本の未来選択フォーラム
日本の未来選択委員会

国際会館
Annex Hall

メンバー
一般公開

「なぜ選挙に行かなければならないのか？」「民主主義とは一体何なのか？」この問いに答えることができますか？
今、２０代、３０代の若年層の投票率は低下傾向にあり、その結果、政治の場面においてこれらの世代にツケが回さ
れてしまっている現実があります。本フォーラムでは、公開討論会の第一人者である植松氏を教師役、広報大使（Ａ
ＫＢ）を生徒役とした模擬授業形式で民主主義と選挙の意義、そして私たちがすべき運動を分かり易く学べる機会を
提供します。４月に予定される統一地方選挙に向けて、是非ご参加下さい。

17:10～18:00

全国理事長パワーセッション
資質向上委員会

国際会館
Main Hall

理事長
特別招待者

２０１５年度日本青年会議所は日本の再興を実現するために、京都会議にて力強い運動を発信します。全国の各地
会員会議所の理事長やリーダー候補者達が一堂に会する京都会議の場において、「底知れぬ力」の運動をスタート
するべく、リーダーとしての資質と意識をさらに向上させ、６９７会員会議所が団結し日本再興の気運を高める必要が
あります。このセッションでは、各地会員会議所の理事長がＬＯＭを牽引する気概を高め、ＪＡＹＣＥＥとして成長する
機会を提供します。

9:30～11:00

拡大セミナー
拡大委員会

国際会館
Annex Hall

メンバー

近年の各地会員会議所の功績により会員数は上昇の兆しが出てきたものの、会員拡大は未だに多くのＬＯＭが悩む
課題であり率先的に取り組む命題でもあります。この先さらにＪＣ入会の対象人口が減っていく中で、我々はどのよう
な価値観を持って行動していくのかを深く考え、自分達の強みを理解するセミナーとなっております。第１部ではトー
クセッションの講師に川口盛之助氏をお招きし、外部の視点から、また様々な知識を持ち合わせた独特の視座からご
意見を頂きます。第２部ではＬＯＭの拡大支援についてのブロック協議会と地区協議会の連携について、モデルケー
スを紹介しながら発信していく内容になっております。

15:30～17:00

世界の中の日本セミナー
日本の民間外交推進会議

国際会館
Room A

メンバー

本セミナーでは、日本固有の美しい精神性である相手を慮る心の素晴らしさを再認識していただくと共に、国と国と
の政府間外交では実現できない、民間外交の必要性を実感していただきます。そして、各地会員会議所において、
今後の国際交流・国際協力といった国際貢献活動をはじめる切っ掛けとしていただければと思います。国際事業をさ
れている会員会議所様のみならず、国際事業にあまり関わられていない会員会議所様にも、今後の青年会議所運
動の参考になるセミナーになっております。是非ともたくさんのメンバーの皆様とご参加いただけますよう宜しくお願
い致します。.

15:30～17:00

ＪＣがすべき災害支援セミナー
「真の復興」推進委員会

国際会館
Room E

メンバー

真の復興とは、被災地の人々の社会的経済的に自立により、まだ見ぬ災害へ震災の教訓を活かし、日本全体に夢
と希望を抱き暮らせる日本の姿を実現する事です。本セミナーは、東日本大震災復興指針改訂版の４本の柱を軸と
した運動を具体例を挙げながら発信します。そして、まだ見ぬ災害への備えとして東日本大震災支援全国ネットワー
クの代表世話人の栗田氏と全国社会福祉協議会の園崎氏をお招きし、特殊災害や広域災害へＪＣがすべき支援を
明確にしたセミナーを提供させていただきます。

15:30～16:30

（公開委員会）
地域再興会議

国際会館
Room 510

メンバー
一般公開

地方創生に対する新たな国家戦略が明らかになり、２０１５年には都道府県、市町村が努力義務ではあるが独自の
総合戦略を策定する方向にあります。自らの地域は自らの政策で自立自活しなければなりません。地域再興会議で
は、各地の会員会議所より斬新で柔軟なアイデアを集めるべく地域再興政策コンテストを開催いたします。このコン
テストに多くの会員会議所より応募していただくべく説明会を開催いたしますのでご参加宜しくお願い致します。

18:15～19:00

（公開委員会）
日本再興会議

国際会館
Room 510

メンバー
一般公開

地方自治体の首長、議員によって構成されているJC議連は所属する党派や地域を超えて交流を深め、国家的な課
題に対して個別具体的な解決をはかるために開催されています。地方創生が叫ばれている中で２０１５年は全国各
地で統一地方選挙も予定されており、このJC議連が日本の未来に対してできること、与える影響は計り知れないも
のがあります。JCだからこそできるつながりを最大に活かして、この日本を誇れる国家へと導いていきましょう。

（
土
）
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