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ご挨拶
公益社団法人 日本青年会議所
2021年度第70代会頭

野 並

京都会議にご参加の皆様、明けましておめでとうございま
す。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。また日頃より、公益
社団法人日本青年会議所の運動に対しまして、多大なるご支
援、ご理解を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、本年度の京都会議は、昨年より続く新型コロナウイル
ス感染拡大により、未だかつてない新たな形式での開催となり
ました。この新たな試みに対し、多くの方々のご尽力を賜り、本
年も伝統のある京都の地から、２０２１年度の政策を発信、共
有できることになりました。全国の各地会員会議所の皆様とと
もに新たな運動がスタートできることに感謝申し上げます。
本年度、本会としては、「輝く個が切り拓く 真に持続可能
な国 日本の創造」を掲げ、あらゆるカウンターパートと共鳴
し、新たな価値を共創し、共感の輪を描く運動を展開してまい
ります。そして、その運動のスタートとなる京都会議のテーマ
は、「輝きのはじまり」です。不確実な今だからこそ、青年会議
所 創始の精神に立ち返り、私たち一人ひとりが輝く起点とな
り、住み暮らす地域に対して多くの価値を創造していくことが
求められています。長きに渡り、多くの価値を創り出してきた私
たちだからできることは何か、試される年になるのではないで
しょうか。この京都の地より２０２１年度の政策をしっかりと発
信、共有することが、皆様にとっての「輝きのはじまり」となれ
ば幸甚です。
結びに、２０２１年度京都会議開催にあたり、石山慶理事長
をはじめとする公益社団法人京都青年会議所の皆様より、多
大なるご支援、ご協力を賜りましたことに心より感謝を申し上
げます。そして、本会議が皆様にとって有意義な機会となります
こと、本年度、全国の各地会員会議所のさらなるご発展、並び
に地域において素晴らしい成果を出されることを心よりご祈念
申し上げます。
Idea＆Action

表２

晃

光を放つ起点となろう！
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ご挨拶

ご挨拶

公益社団法人 京都青年会議所
2021年度理事長

慶

おこしやす、ようこそ京都へ
公益社団法人日本青年会議所の２０２１年度の年初を飾ら
れます京都会議が本年度もここ京都の地で開催されますこと、
そして全国各地よりお越しいただきましたメンバーの皆様に対
しまして、開催地青年会議所を代表し感謝と歓迎を申し上げま
す。
また日頃より京都青年会議所に対しまして、格別のご厚情を
賜っておりますことに深く御礼申し上げます。
１９６７年から続く京都会議ですが、５５回目を迎える本年
度は、新型コロナウイルスの影響が大きい中での開催となりま
した。このような時代だからこそ私たち京都青年会議所は歩み
を止めず、挑戦することを諦めずにどのような形であっても、紫
ジャケットを誇りに、これまで以上の「おもてなし」の心をもっ
て皆様の京都会議を下支えさせていただきます。
創立７０年を迎えられます公益社団法人日本青年会議所の
京都会議開催に際しまして、２０２１年度野並晃会頭が掲げら
れます基本理念「輝く個が切り拓く 真に持続可能な国 日
本の創造」に向けた素晴らしい運動のスタートを京都のまちで
お迎えいただけますよう心よりご祈念申し上げます。
同じく創立７０年を迎えさせていただく京都青年会議所はこ
れまでの培ってきた経験とおもてなしの心を随所で余すことな
く発揮し、全国各地から入洛していただきましたメンバーの皆
様がそれぞれの場面で目的を達成されるよう全員で準備をし
て参りました。
このガイドブックは京都会議に関わる全ての皆様が、開催中
のお時間を有意義にしていただけますよう、公益社団日本青年
会議所と共同で作成いたしました。ご活用いただけましたら幸
いです。
むすびに、京都会議のテーマ「輝きのはじまり」にありますよ
うに、輝きを放った皆様が、２０２１年度の運動を力強くスター
トしていただける実り多き素晴らしい京都会議となりますこと
をご祈念いたしまして歓迎の挨拶とさせていただきます。
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西 脇 隆 俊
第５５回を迎える公益社団法人日本青年会議所京都会議の
開催をお慶び申し上げますとともに、本年もまた、全国各地か
ら若きリーダーの皆様方が、京都の地から新年のスタートを切
られますことに、心から歓迎とお礼を申し上げます。
日本青年会議所におかれましては、本年度は『輝く個が切り
拓く真に持続可能な国 日本の創造』の基本理念のもとに、
野波会頭を先頭に、
「新日本の再建は我々青年の仕事である」
として、７０年前の 創始の精神を今 一度 噛みしめながら、
「ニューノーマルの世界を先駆ける国際戦略の推進」や「未来
ビジョンと自己生成による能動的組織の進化」など、多彩な事
業に取り組もうとされているところであり、皆様方の若い力を活
かした意欲的な活動に対し、心から敬意を表します。
新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が、私たちの生
活に甚大な影響を与えている中、中小企業を始めとする地域産
業が果たすべき役割として、それぞれの歴史や文化に裏付けら
れた「本物」の魅力や強みを高め活かすとともに、デジタル化
への対応など生活様式の変化を踏まえた社会ニーズに対応し
ていくことが求められています。
こうした中、この京都会議での皆様の出会いや経験が、ＷＩ
ＴＨコロナ・ＰＯＳＴコロナ社会における日本の産業にとって、
更なる成長に繋がることを期待申し上げますとともに、皆様方
がそれぞれの地域で大いに御活躍いただくことを心から願って
おります。
結びに当たり、ここ京都には、様々な地域の生活や企業活動
にも、豊かな自然や歴史、伝統の中で培われ、受け継がれてき
た文化や風情が息づいており、全国各地からお集まりの皆様方
には、是非ゆっくりと、新春の京都をお楽しみいただければと
存じます。
皆様方の今後、益々の御健勝と御活躍を心から祈念しまし
て、私の挨拶とさせていただきます。
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京都府知事ご挨拶

京都青年会議所理事長ご挨拶

石 山

京都府知事

京都市長

志を高く掲げられ、若き力を結束し、常に前向きな姿勢で社
会貢献活動に取り組んでおられる日本青年会議所の皆様。創
２０２１年度京都会議」が開催されますことをお慶び申し上げ
ます。
本年の会議は、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑みら
れ、初のウェブ開催に挑戦されると伺っております。困難な状
況の中、危機を乗り越えるために新たな挑戦を行い、常に前向
きに時代を切り開こうとする関係者の皆様に、心から敬意を表
します。
さて、貴会議所の今年度の基本理念は、「輝く個が切り拓く
真に持続可能な国

日本の創造」とお聞きしております。メ

ンバーの皆様お一人お一人が地域に根差し、個性や実践力を
発揮しつつも他者と共鳴することを忘れない。これこそが、こ
の困難な状況を切りひらき、持続可能な新しい日本の姿を描く
カギとなることと存じます。先の見通せない時代にあっても、野
並晃会頭を先頭に、メンバーの皆様それぞれが自己研鑽に励
まれ、光り輝く明るい未来に向けて歩みを重ねられますことを
願っております。
本市といたしましても、国や京都府、医療機関、経済団体、
地域の皆様と手を取り合いながら、新たな感染症の脅威に立
ち向かい、いのちと健康、暮らし、経済をしっかりと守る取組
に力を尽くしております。そして、必ずやこの危機を乗り越え、
持続可能な社会の実現に京都から貢献していく決意です。引き
続き、皆様の御理解、御協力をお願い申し上げます。

公益社団法人 日本青年会議所
2021年度 京都会議
開催テーマ

輝きのはじまり

開催趣旨
ＪＣＩ日本が進める政策を共有するととも
に、青年会議所メンバーやカウンターパートと
の共鳴・意識の高揚を図る京都会議を開催し
ます。

公益社団法人 日本青年会議所
第70代会頭

野並 晃

結びに、本会議の御成功と貴会議所のますますの御発展、
並びに、会員の皆様の御健勝、御多幸を心から祈念いたしま
す。
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開催趣旨・開催テーマ

京都市長ご挨拶

立７０周 年という節目の 年 の始まりに、「日本青 年会 議 所

Junior Chamber Inter national Japan

ご挨拶

■公益社団法人 日本青年会議所
２０２１年度京都会議公式スケジュール
月日

時間

項目

開催方法

■京都会議の歴史

開催概要

対象
出向者、
LOMメンバー

１月２２日（金） ９：００～１９：００ オンラインブース・相談室 オンライン開催
１０：００～１３：００ 第１回理事会

オンライン開催

ZOOMを使用し 理事会構成メンバー、
て開催。
出向者

１３：００～１５：００ 委員会、公開委員会

オンライン開催

ZOOMを使用し
出向者
て開催。

１５：３０～１７：００ 各地区会員会議所会議

オンライン開催

ZOOMを使用し 地区担当常任理事、
て開催。
ブロック会長、理事長

１月２３日（土） ９：００～９：１５

全国大会主管ＬＯＭ締
結式

公式Youtube
オンライン開催 チャン ネ ル より
LIVE配信。

９：３０～１１：００ 第１６６回総会

公 式 Y o u t u b e ＪＣＩ日本理事会構
オンライン開催 チャン ネ ル より 成メンバー、
ＬＯＭ
LIVE配信。
理事長

９：３０～１７：００ セミナーショーケース

オンライン開催

ZOOMを使用し
ＬＯＭメンバー
て開催。

国家フォーラム
１３：４５～１４：４５ 地域を彩るニュータイ
プ人財の輝かせ方

公式Youtube
一般市民、
オンライン開催 チャン ネ ル より
ＬＯＭメンバー
LIVE配信。

組織フォーラム
公式Youtube
一般市民、
１５：００～１６：００ ２０２１年度日本青年会 オンライン開催 チャン ネ ル より
ＬＯＭメンバー
議所はこう変わる！
LIVE配信。
国際フォーラム
公式Youtube
一般市民、
１６：１５～１７：１５ ＢＥＹＯＮＤ：国境を越え オンライン開催 チャンネルより動
ＬＯＭメンバー
る、日常を超える
画配信。
公式Youtube
一般市民、
１７：３０～１８：３０ ＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ ２０２０ オンライン開催 チャン ネ ル より
ＬＯＭメンバー
LIVE配信。

１月２４日（日） ９：３０～１１：００ 新年式典

常時開設

２４時間

オンライン開催

事業セミナーシアター

動画配信

公式Youtube
チ ャン ネ ル より
LIVE配信。
出向者、ＬＯＭ理事長、
後日、アーカイブ ＬＯＭメンバー
動画をJCI日本公
式HPにて公開。

ＪＣＩ日本公式ＨＰ
及びＳＮＳにて動 ＬＯＭメンバー
画を公開。

※各フォーラムの動画配信につきまして、一部講師都合により京都会議開催期間中のみの公開となり
ます。
※バッジ貸与式、開会式、閉会式につきましては中止とさせていただきます。
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■第 166 回総会
（実施日時）2021年1月23日（土）9：30～11：00
（実施場所）WEB
（対
象）JCI日本理事会構成メンバー、LOM理事長

■メインフォーラム／地域フォーラム
地域イノベーションプロジェクト
～地域とつながり共に創ろう 日本の底知れぬ可能性を～
（実施日時）2021年1月23日（土）12：30～13：30
（実施場所）WEB
（対
象）一般市民、LOMメンバー

■国家フォーラム
地域を彩るニュータイプ人財の輝かせ方
（実施日時）2021年1月23日（土）13：45～14：45
（実施場所）WEB
（対
象）一般市民、LOMメンバー

■組織フォーラム
2021 年度日本青年会議所はこう変わる !
（実施日時）2021年1月23日（土）15：00～16：00
（実施場所）WEB
（対
象）一般市民、LOMメンバー

■国際フォーラム
BEYOND：国境を越える、日常を超える
（実施日時）2021年1月23日（土）16：15～17：15
（実施場所）WEB
（対
象）一般市民、LOMメンバー

■フォーラム質疑応答・オンライン相談室
（実施日時）2021年1月22日（金）9：00～19：00
（実施場所）WEB
（対
象）出向者、LOMメンバー

■新年式典
（実施日時）2021年1月24日（日）9：30～11：00
（実施場所）WEB
（対
象）出向者、LOM理事長、LOMメンバー
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歴史・通常総会・新年式典ご案内

スケジュール

メインフォーラム
地域イノベーションプ
ロジェクト
公式Youtube
一般市民、
１２：３０～１３：３０ ～地域とつながり共に オンライン開催 チャン ネ ル より
ＬＯＭメンバー
創ろう
LIVE配信。
日本の底知れぬ可能
性を～

１９６６年１１月、ＪＣＩ世界会議が日本で２番目の地として京都で開催されまし
た。日本で最初の国立の会議施設である京都国際会館が完成したのもこの年の５
月でありました。翌１９６７年に社団法人日本青年会議所（当時）の通常総会が京
都で開催され、その開催以来、日本青年会議所の新年度のスタートとなる諸会議
及び各委員会が京都で開催されるようになり、やがて一年の新たなスタートを切る
場として定着し、この会議を総称して「京都会議」と呼称するようになりました。
その後、各地会員会議所会員も多数集う場にもなったことから、フォーラムやセ
ミナーが開催されるようになり、学びの機会も設けられました。また、公益社団法
人に移行してからは、公益性の観点を鑑みて、各種セミナーやフォーラムへの一般
市民の参加も促進されております。

■2021年度

京都会議

各会議・委員会一覧

日時 1月22日（金） 時間 13：00～15：00 開催方法 WEB配信

地域グループ

委員会
質的価値創造会議
サマーコンファレンス運営特別委員会
価値デザイン実践委員会
持続可能なビジネス推進委員会

国際イノベーション
開発会議

https://us02web.zoom.us/j/86541807597?pwd
=QjY3bjRqYlVDNUZTcmtwVW03ZUtxZz09

日中協働委員会

京都会議公式HPにて
https://us02web.zoom.us/j/88294686501?pwd
=c2pDT0RTMzd2VHUrTGhlaUNZSEVnUT09
京都会議公式HPにて
https://us02web.zoom.us/j/81480482171?pwd
=Q2NaZDUreUhFSDNiNGZJd3EzQ0tIUT09
京都会議公式HPにて
京都会議公式HPにて
https://us02web.zoom.us/j/9973192876?pwd
=aDVVbGNvYzd3RlJUVFAwQjBlZVdOZz09
京都会議公式HPにて
https://us02web.zoom.us/j/84297326477?pwd
=Uk5vbEoyaWVJQzBmRFZCd0xFM0tUUT09
https://us02web.zoom.us/u/kcaLDxNZdS
京都会議公式HPにて
京都会議公式HPにて
https://us02web.zoom.us/j/82878728746?pwd
=Y3cvMER6SmxaVzFOVzgxSjJHKzNxQT09
https://us02web.zoom.us/j/84880397929?pwd=
UXI3N2UxNmJjVzVQWjZlOE8xcWtydz09
https://us02web.zoom.us/j/84880397929?pwd
=UXI3N2UxNmJjVzVQWjZlOE8xcWtydz09
https://us02web.zoom.us/j/88442044958?pwd
=OVZERWxXaDhYOU5BTFovbG53MGZFdz09
https://us02web.zoom.us/j/86775428433?pwd
=ekdHMHd2QVRLdUdWQU5KU05jeVpHQT09

ＴＯＹＰ委員会
スポーツ活性化委員会
デジタル推進委員会
クオリティ国家戦略
会議

国家グループ

全国大会運営会議
次世代教育推進委
員会
権限移譲促進委員会
国土強靭化委員会

各会議・各委員会会場一覧

国際グループ

ＪＣＩ関係委員会
国際シナジー創出委員会
アジアアライアンス
構築委員会
ユニバーサル人財委員会
ユーラシア共創委員会
組織戦略会議

組織グループ

ＪＣ運動確立会議
会員拡大委員会
ＪＣプログラム革新委員会
グローバルリーダー育成委員会
アカデミー委員会
ＬＯＭ財産共有委員会

総務グループ

財政審査会議
規則審査会議
財務運営会議
組織価値浸透会議

―8―

【開催日時
内

1 月 22 日（金）15：00 ～】

容

会

場

北海道地区会員会議所会議

ＷＥＢ

東北地区会員会議所会議

ＷＥＢ

関東地区会員会議所会議

ＷＥＢ

東海地区会員会議所会議

ＷＥＢ

北陸信越地区会員会議所会議

ＷＥＢ

近畿地区会員会議所会議

ＷＥＢ

中国地区会員会議所会議

ＷＥＢ

四国地区会員会議所会議

ＷＥＢ

九州地区会員会議所会議

ＷＥＢ

沖縄地区会員会議所会議

ＷＥＢ

■2021年度京都会議 セミナー・フォーラムのご紹介
開催方法：ＷＥＢ配信
日程

時間

担当会議委員会

１月２２日 ９：００～
各会議委員会
（金） １９：００

プログラム
オンラインブース・相談室

９：３０～
ＪＣプログラム革新委員会 セミナーショーケース
１７：００
１２：３０～
質的価値創造会議
１３：３０

１月２３日
（土） １４：００～
１５：００

メインフォーラム／地域フォーラム
地域イノベーションプロジェクト
～地域とつながり共に創ろう
日本の底知れぬ可能性を～

クオリティ国家戦略会議

国家フォーラム
地域を彩るニュータイプ人財の輝かせ方

組織戦略会議

組織フォーラム
２０２１年度日本青年会議所はこう
変わる！

１５：３０～ 国際イノベーション開 国際フォーラム
１６:３０ 発会議
(ＢＥＹＯＮＤ：国境を越える、日常を超える）
１４：３０～
各会議委員会
１７:００

フォーラム質疑応答
オンライン相談室

京都会議
開催期間中 ２４時間 各会議委員会
常時開催

事業セミナーシアター
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各会議・各委員会会場一覧

安全保障確立委員会
総活躍社会確立委員会

ＵＲＬ
京都会議公式HPにて
京都会議公式HPにて
京都会議公式HPにて
京都会議公式HPにて
https://zoom.us/j/94364156852?pwd=aFRm
ZHZ2eVBFanFPZzVTN1Q1Z1podz09
https://zoom.us/j/91592735712?pwd=MEhx
S25adEZnbEJmaXlvMnAxZk91UT09
京都会議公式HPにて
https://us02web.zoom.us/j/86723733706?pwd
=d3FTZkZTQXVQbFlZeVMzZTdqaGlsQT09
https://us02web.zoom.us/j/86200785508?pwd
=a1dpQ29aZWpxeW1YMFlPMlZxVGI3UT09
https://us02web.zoom.us/j/82912960269?pwd
=bkRqeGNMU1FXTUFLNVRBNk9nZFJmUT09
非公開の委員会となります。
https://us02web.zoom.us/j/9908280984?pwd
=V0FkYzlpR2tSVThEanBobWRWQ25DQT09
京都会議公式HPにて
京都会議公式HPにて

■2021年度 京都会議
各地区会員会議所 会場一覧

■２０２１年度京都会議
セミナー・フォーラムのご紹介
【日時】1月22日（金）9：00～19：00
【プログラム】オンラインブース・相談室
【場所】WEB
【対象者】出向者、LOMメンバー
【担当会議・委員会】各会議委員会
各フォーラムの終了後に相談会、質問会を講師とともに行う
ことによってフォーラムの理解をより深められるようにつな
げます。

【日時】1月23日（土）12：30～13：30
【プログラム】メ
 インフォーラム/地域フォーラム
地域イノベーションプロジェクト～地域とつな
がり共に創ろう

日本の底知れぬ可能性を～

【場所】WEB
【対象者】一般市民、LOMメンバー
【担当会議・委員会】質的価値創造会議
LOMが各地域において、産学金官の連携を促す質的価値の
創造に向けた旗振り役を担えるよう、地域のポテンシャルを
信じ、地域の特質を活用していく意識を醸成することを目的

【日時】1月23日（土）13：45～14：45
【プログラム】国家フォーラム
地域を彩るニュータイプ人財の輝かせ方
【場所】WEB
【対象者】一般市民、LOMメンバー
【担当会議・委員会】クオリティ国家戦略会議
従来の正解を導く優秀さとは異なる、時代や地域の問題を発見
し意味を創り出す能力に長けたニュータイプの優れた人財像を
共有し、力強い経済成長と豊かさや幸福を併せて享受するクオ
リティ国家の実現に向け、優れた人財が活躍できる制度の拡充

【プログラム】組 織フォーラム
2021年度日本青年会議所はこう変わる!
【場所】WEB
【対象者】一般市民、LOMメンバー
【担当会議・委員会】LOM財産共有委員会
組 織 改 革に対して、変 化を恐れず挑 戦を楽しむ 意 識が 高ま
り、未来ビジョンを定めLOMが時代に即した改革を自ら考え
行動することで、行動意欲が高まり意識変革がおき能動的組
織へと成長することを目的とします。

【日時】1月23日（土）16：15～17：15
【プログラム】国 際フォーラム
BEYOND：国境を越える、日常を超える
【場所】WEB
【対象者】一般市民、LOMメンバー
【担当会議・委員会】国際イノベーション開発会議
持続的な地域の発展とビジネスの成長を実現するためには、
世界平和の実現と日本経済の発展に寄与し、ニューノーマル
での各国との協働に向けて、コロナ禍での国際的な問題を多
くの人に知ってもらい、持続可能な問題解決のアクションを
興す人財を増やすことを目的とします。

【日時】京都会議開催期間中常時開設
【プログラム】事業セミナーシアター
【場所】WEB
【対象者】LOMメンバー
【担当会議・委員会】各会議・委員会
オンラインを用いての各論のセミナー動画等を配信いたしま
す。京都会議中24時間いつでもJCI日本の公式チャンネルよ
り、見ていただける状態にて配信することにより、今までの時
間の制約によって聞いて回ることのできなかったセミナーも
すべて受講していただくことが可能です。

および新たな産業創出につなげていくことを目的とします。
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各セミナー開催一覧

各セミナー開催一覧

とします。

【日時】1月23日（土）15：00～16：00

【歓迎

2021 年度京都会議】
六波羅蜜寺

【私達はＪＣ運動を応援しています。】

裏千家 一般財団法人今日庵

宗教法人

株式会社 土井志ば漬本舗

京つけもの 西利

株式会社 京都一乗寺ブリュワリー REGiNA

株式会社 ヒトミ

株式会社 福寿園

株式会社 玉栄タカギ

株式会社 公益社

株式会社 あおぞら印刷

株式会社 クリーントピアぴいぷる北 株式会社 共同設備

株式会社 大安

株式会社 清昌堂やました

株式会社 京鐵

株式会社 興業

さかいだに幼稚園

株式会社 岡野組

株式会社 京富士印刷

株式会社 図司穀粉

株式会社 丸久小山園

有限会社トクショウ工業

株式会社 ヨシダ工務店

株式会社 ミドリヤ

大同倉庫 株式会社

菱高ＳＤＢ 株式会社

有限会社 すえたか工務店

株式会社 大石天狗堂

株式会社 やまの

株式会社 足立住宅

株式会社 香鳥屋

株式会社 大下工務店

株式会社 ジー・アール・インターナショナル

ＨＡＫＵ

株式会社 江村商店

有限会社 プロスパー

祇園いちかわ

長谷川公認会計事務所

安井幼稚園

京菓苑 株式会社 花ゆう

ホテル・京都ベース

京都祇園

近畿オート 株式会社

株式会社 長谷川松寿堂

京都祇園 天ぷら圓堂岡ざき邸

株式会社 松尾製作所

株式会社 青葉

松﨑社会保険労務士事務所

誠都運輸倉庫 株式会社 / 有限会社 誠都物流

株式会社 京津管理

宗教法人伊勢大神楽講社 山本勘太夫社中 弁護士

株式会社 伊東工務店

石清水八幡宮

ヤサカ観光バス 株式会社

ムラカミビジネス 株式会社

株式会社 石山工務店

菱高ＳＤＢ株式会社

五洋パッケージ 株式会社

株式会社 赤木商店

京都たからこども園

学校法人両洋学園

Asahi 行政書士法人

双葉メンテナンス工業 株式会社

ワイン & バー宮川町近江榮

株式会社 望主アート

有限会社 初田屋

株式会社 ステップ

中島電気工事 株式会社

株式会社 第一観光ビル

株式会社 スターワン・グランドシステム

株式会社 中藏

株式会社 大成閣プランニング 株式会社 淡交社

加納デンタルクリニック

株式会社 ライフコンビニエンス

隈本 株式会社

株式会社 老松

株式会社 YOSCA

豊岡建築設計工房

む津美製菓 株式会社

弁護士法人 白浜法律事務所

三好工業

株式会社 近畿保険事務所

片岡経営研究所

株式会社 田中伊雅仏具店

荒尾税理士事務所

株式会社 リメイク

ばーちークリーンサービス

株式会社 山下組

株式会社 いづう

有限会社 大西建産

株式会社 京都ホテル

香東園やましな
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天ぷら圓堂
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住田浩史

洛東支店
協賛企業一覧

協賛企業一覧

ネッツトヨタヤサカ 株式会社

【歓迎

2021 年度京都会議】

【私達はＪＣ運動を応援しています。】

ヤマテック

株式会社 エリッツ

株式会社 中山徹デザイン事務所

株式会社 イタショク

アラネット 株式会社

株式会社 Ｆ
ｒ
ｉ
ｅｎｄｓ

株式会社 京都中央メディカル

株式会社 グロースデザイン

有限会社 ボルディーデザイン研究所

京都樹脂精工 株式会社

スタックアップ

株式会社 PranTan555

有限会社 浅見水産

ヤマックス

株式会社 木下商店

祇園はじめ

有限会社 アーバン京都

株式会社 ＯＮＥ

松宮砂糖商事 株式会社

丸永織物 株式会社

井戸・原法律事務所

ライフウィズ 株式会社

株式会社 畑中

ケーハンエージェンシー 株式会社 高木漆工

株式会社 Ｅ
ｌｐｕｅｎ
ｔ
ｅ

株式会社 山中商事

キャピタル東洋亭北山本店

株式会社 ワン・ワールド

株式会社トクナガ

中村真樹

有限会社 ケイエスアイ

都総合管理 株式会社（ミヤコテック）

株式会社 大生産業 京都支社

株式会社 小室塗装店

株式会社 鈴木松風堂

大同事務代行会

Bar Lag Wagon

株式会社 関製菓本舗

京和ブロンズ 株式会社

春日製作所 株式会社

小川珈琲ホールディングス 株式会社

株式会社 ＮＥＸＴ

株式会社 イーネクスト

株式会社 カムデン

和田泰行税理士事務所

株式会社 村井建設

株式会社トレジャーホーム

岡村勇毅公認会計士・税理士事務所

株式会社 ロマンライフ

つばさ総合法律事務所

株式会社 第一土木

HAPPY Y

HAPPY J

株式会社 フロニカ

株式会社 マーチ

石勘 株式会社

光 株式会社

株式会社 ＮＥＸＴＦ
Ｉ
ＶＥ

ホーセック 株式会社

松本税理士事務所

協賛企業一覧

協賛企業一覧

SHOE SHINE BASE

株式会社 グランドビジョン京都 株式会社 ミリエーム
株式会社 吉川工務店

株式会社 オーファスプランニング 21

株式会社 大興電気

株式会社 加藤重
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MEMO
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GUIDE BOOK
ＪＣI日本本部

国立京都国際会館 Room C-2

本部（総務・渉外・事務局）

国立京都国際会館 Room C-2

公益社団法人 京都青年会議所
Junior Chamber International Kyoto

ガイ
ガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガ
イイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイド
イイ
ドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドブ
ドドド
ドド
ブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブッ
ッッッッッッッッッッッッッッッッッック
クククククククククククククククククククククククククククク

ＪＣI京都本部

二〇二一年度

京都会議

京都会議

2021年度

TEL（075）705-2006
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1

京都青年会議所理事長ご挨拶 ― ―――――――

2
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3
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4

開催趣旨・開催テーマ ― ――――――――――

5
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ご挨拶
公益社団法人 日本青年会議所
2021年度第70代会頭

野 並

京都会議にご参加の皆様、明けましておめでとうございま
す。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。また日頃より、公益
社団法人日本青年会議所の運動に対しまして、多大なるご支
援、ご理解を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、本年度の京都会議は、昨年より続く新型コロナウイル
ス感染拡大により、未だかつてない新たな形式での開催となり
ました。この新たな試みに対し、多くの方々のご尽力を賜り、本
年も伝統のある京都の地から、２０２１年度の政策を発信、共
有できることになりました。全国の各地会員会議所の皆様とと
もに新たな運動がスタートできることに感謝申し上げます。
本年度、本会としては、「輝く個が切り拓く 真に持続可能
な国 日本の創造」を掲げ、あらゆるカウンターパートと共鳴
し、新たな価値を共創し、共感の輪を描く運動を展開してまい
ります。そして、その運動のスタートとなる京都会議のテーマ
は、「輝きのはじまり」です。不確実な今だからこそ、青年会議
所 創始の精神に立ち返り、私たち一人ひとりが輝く起点とな
り、住み暮らす地域に対して多くの価値を創造していくことが
求められています。長きに渡り、多くの価値を創り出してきた私
たちだからできることは何か、試される年になるのではないで
しょうか。この京都の地より２０２１年度の政策をしっかりと発
信、共有することが、皆様にとっての「輝きのはじまり」となれ
ば幸甚です。
結びに、２０２１年度京都会議開催にあたり、石山慶理事長
をはじめとする公益社団法人京都青年会議所の皆様より、多
大なるご支援、ご協力を賜りましたことに心より感謝を申し上
げます。そして、本会議が皆様にとって有意義な機会となります
こと、本年度、全国の各地会員会議所のさらなるご発展、並び
に地域において素晴らしい成果を出されることを心よりご祈念
申し上げます。
Idea＆Action

表２

晃

光を放つ起点となろう！
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日本青年会議所会頭ご挨拶

ＩＮＤＥＸ

表2

目次 ― ―――――――――――――――――

ご挨拶

ご挨拶

公益社団法人 京都青年会議所
2021年度理事長

慶

おこしやす、ようこそ京都へ
公益社団法人日本青年会議所の２０２１年度の年初を飾ら
れます京都会議が本年度もここ京都の地で開催されますこと、
そして全国各地よりお越しいただきましたメンバーの皆様に対
しまして、開催地青年会議所を代表し感謝と歓迎を申し上げま
す。
また日頃より京都青年会議所に対しまして、格別のご厚情を
賜っておりますことに深く御礼申し上げます。
１９６７年から続く京都会議ですが、５５回目を迎える本年
度は、新型コロナウイルスの影響が大きい中での開催となりま
した。このような時代だからこそ私たち京都青年会議所は歩み
を止めず、挑戦することを諦めずにどのような形であっても、紫
ジャケットを誇りに、これまで以上の「おもてなし」の心をもっ
て皆様の京都会議を下支えさせていただきます。
創立７０年を迎えられます公益社団法人日本青年会議所の
京都会議開催に際しまして、２０２１年度野並晃会頭が掲げら
れます基本理念「輝く個が切り拓く 真に持続可能な国 日
本の創造」に向けた素晴らしい運動のスタートを京都のまちで
お迎えいただけますよう心よりご祈念申し上げます。
同じく創立７０年を迎えさせていただく京都青年会議所はこ
れまでの培ってきた経験とおもてなしの心を随所で余すことな
く発揮し、全国各地から入洛していただきましたメンバーの皆
様がそれぞれの場面で目的を達成されるよう全員で準備をし
て参りました。
このガイドブックは京都会議に関わる全ての皆様が、開催中
のお時間を有意義にしていただけますよう、公益社団日本青年
会議所と共同で作成いたしました。ご活用いただけましたら幸
いです。
むすびに、京都会議のテーマ「輝きのはじまり」にありますよ
うに、輝きを放った皆様が、２０２１年度の運動を力強くスター
トしていただける実り多き素晴らしい京都会議となりますこと
をご祈念いたしまして歓迎の挨拶とさせていただきます。
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西 脇 隆 俊
第５５回を迎える公益社団法人日本青年会議所京都会議の
開催をお慶び申し上げますとともに、本年もまた、全国各地か
ら若きリーダーの皆様方が、京都の地から新年のスタートを切
られますことに、心から歓迎とお礼を申し上げます。
日本青年会議所におかれましては、本年度は『輝く個が切り
拓く真に持続可能な国 日本の創造』の基本理念のもとに、
野波会頭を先頭に、
「新日本の再建は我々青年の仕事である」
として、７０年前の 創始の精神を今 一度 噛みしめながら、
「ニューノーマルの世界を先駆ける国際戦略の推進」や「未来
ビジョンと自己生成による能動的組織の進化」など、多彩な事
業に取り組もうとされているところであり、皆様方の若い力を活
かした意欲的な活動に対し、心から敬意を表します。
新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が、私たちの生
活に甚大な影響を与えている中、中小企業を始めとする地域産
業が果たすべき役割として、それぞれの歴史や文化に裏付けら
れた「本物」の魅力や強みを高め活かすとともに、デジタル化
への対応など生活様式の変化を踏まえた社会ニーズに対応し
ていくことが求められています。
こうした中、この京都会議での皆様の出会いや経験が、ＷＩ
ＴＨコロナ・ＰＯＳＴコロナ社会における日本の産業にとって、
更なる成長に繋がることを期待申し上げますとともに、皆様方
がそれぞれの地域で大いに御活躍いただくことを心から願って
おります。
結びに当たり、ここ京都には、様々な地域の生活や企業活動
にも、豊かな自然や歴史、伝統の中で培われ、受け継がれてき
た文化や風情が息づいており、全国各地からお集まりの皆様方
には、是非ゆっくりと、新春の京都をお楽しみいただければと
存じます。
皆様方の今後、益々の御健勝と御活躍を心から祈念しまし
て、私の挨拶とさせていただきます。
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京都府知事ご挨拶

京都青年会議所理事長ご挨拶

石 山

京都府知事

京都市長

志を高く掲げられ、若き力を結束し、常に前向きな姿勢で社
会貢献活動に取り組んでおられる日本青年会議所の皆様。創
２０２１年度京都会議」が開催されますことをお慶び申し上げ
ます。
本年の会議は、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑みら
れ、初のウェブ開催に挑戦されると伺っております。困難な状
況の中、危機を乗り越えるために新たな挑戦を行い、常に前向
きに時代を切り開こうとする関係者の皆様に、心から敬意を表
します。
さて、貴会議所の今年度の基本理念は、「輝く個が切り拓く
真に持続可能な国

日本の創造」とお聞きしております。メ

ンバーの皆様お一人お一人が地域に根差し、個性や実践力を
発揮しつつも他者と共鳴することを忘れない。これこそが、こ
の困難な状況を切りひらき、持続可能な新しい日本の姿を描く
カギとなることと存じます。先の見通せない時代にあっても、野
並晃会頭を先頭に、メンバーの皆様それぞれが自己研鑽に励
まれ、光り輝く明るい未来に向けて歩みを重ねられますことを
願っております。
本市といたしましても、国や京都府、医療機関、経済団体、
地域の皆様と手を取り合いながら、新たな感染症の脅威に立
ち向かい、いのちと健康、暮らし、経済をしっかりと守る取組
に力を尽くしております。そして、必ずやこの危機を乗り越え、
持続可能な社会の実現に京都から貢献していく決意です。引き
続き、皆様の御理解、御協力をお願い申し上げます。

公益社団法人 日本青年会議所
2021年度 京都会議
開催テーマ

輝きのはじまり

開催趣旨
ＪＣＩ日本が進める政策を共有するととも
に、青年会議所メンバーやカウンターパートと
の共鳴・意識の高揚を図る京都会議を開催し
ます。

公益社団法人 日本青年会議所
第70代会頭

野並 晃

結びに、本会議の御成功と貴会議所のますますの御発展、
並びに、会員の皆様の御健勝、御多幸を心から祈念いたしま
す。
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開催趣旨・開催テーマ

京都市長ご挨拶

立７０周 年という節目の 年 の始まりに、「日本青 年会 議 所

Junior Chamber Inter national Japan

ご挨拶

■公益社団法人 日本青年会議所
２０２１年度京都会議公式スケジュール
月日

時間

項目

開催方法

■京都会議の歴史

開催概要

対象
出向者、
LOMメンバー

１月２２日（金） ９：００～１９：００ オンラインブース・相談室 オンライン開催
１０：００～１３：００ 第１回理事会

オンライン開催

ZOOMを使用し 理事会構成メンバー、
て開催。
出向者

１３：００～１５：００ 委員会、公開委員会

オンライン開催

ZOOMを使用し
出向者
て開催。

１５：３０～１７：００ 各地区会員会議所会議

オンライン開催

ZOOMを使用し 地区担当常任理事、
て開催。
ブロック会長、理事長

１月２３日（土） ９：００～９：１５

全国大会主管ＬＯＭ締
結式

公式Youtube
オンライン開催 チャン ネ ル より
LIVE配信。

９：３０～１１：００ 第１６６回総会

公 式 Y o u t u b e ＪＣＩ日本理事会構
オンライン開催 チャン ネ ル より 成メンバー、
ＬＯＭ
LIVE配信。
理事長

９：３０～１７：００ セミナーショーケース

オンライン開催

ZOOMを使用し
ＬＯＭメンバー
て開催。

国家フォーラム
１３：４５～１４：４５ 地域を彩るニュータイ
プ人財の輝かせ方

公式Youtube
一般市民、
オンライン開催 チャン ネ ル より
ＬＯＭメンバー
LIVE配信。

組織フォーラム
公式Youtube
一般市民、
１５：００～１６：００ ２０２１年度日本青年会 オンライン開催 チャン ネ ル より
ＬＯＭメンバー
議所はこう変わる！
LIVE配信。
国際フォーラム
公式Youtube
一般市民、
１６：１５～１７：１５ ＢＥＹＯＮＤ：国境を越え オンライン開催 チャンネルより動
ＬＯＭメンバー
る、日常を超える
画配信。
公式Youtube
一般市民、
１７：３０～１８：３０ ＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ ２０２０ オンライン開催 チャン ネ ル より
ＬＯＭメンバー
LIVE配信。

１月２４日（日） ９：３０～１１：００ 新年式典

常時開設

２４時間

オンライン開催

事業セミナーシアター

動画配信

公式Youtube
チ ャン ネ ル より
LIVE配信。
出向者、ＬＯＭ理事長、
後日、アーカイブ ＬＯＭメンバー
動画をJCI日本公
式HPにて公開。

ＪＣＩ日本公式ＨＰ
及びＳＮＳにて動 ＬＯＭメンバー
画を公開。

※各フォーラムの動画配信につきまして、一部講師都合により京都会議開催期間中のみの公開となり
ます。
※バッジ貸与式、開会式、閉会式につきましては中止とさせていただきます。
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■第 166 回総会
（実施日時）2021年1月23日（土）9：30～11：00
（実施場所）WEB
（対
象）JCI日本理事会構成メンバー、LOM理事長

■メインフォーラム／地域フォーラム
地域イノベーションプロジェクト
～地域とつながり共に創ろう 日本の底知れぬ可能性を～
（実施日時）2021年1月23日（土）12：30～13：30
（実施場所）WEB
（対
象）一般市民、LOMメンバー

■国家フォーラム
地域を彩るニュータイプ人財の輝かせ方
（実施日時）2021年1月23日（土）13：45～14：45
（実施場所）WEB
（対
象）一般市民、LOMメンバー

■組織フォーラム
2021 年度日本青年会議所はこう変わる !
（実施日時）2021年1月23日（土）15：00～16：00
（実施場所）WEB
（対
象）一般市民、LOMメンバー

■国際フォーラム
BEYOND：国境を越える、日常を超える
（実施日時）2021年1月23日（土）16：15～17：15
（実施場所）WEB
（対
象）一般市民、LOMメンバー

■フォーラム質疑応答・オンライン相談室
（実施日時）2021年1月22日（金）9：00～19：00
（実施場所）WEB
（対
象）出向者、LOMメンバー

■新年式典
（実施日時）2021年1月24日（日）9：30～11：00
（実施場所）WEB
（対
象）出向者、LOM理事長、LOMメンバー
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歴史・通常総会・新年式典ご案内

スケジュール

メインフォーラム
地域イノベーションプ
ロジェクト
公式Youtube
一般市民、
１２：３０～１３：３０ ～地域とつながり共に オンライン開催 チャン ネ ル より
ＬＯＭメンバー
創ろう
LIVE配信。
日本の底知れぬ可能
性を～

１９６６年１１月、ＪＣＩ世界会議が日本で２番目の地として京都で開催されまし
た。日本で最初の国立の会議施設である京都国際会館が完成したのもこの年の５
月でありました。翌１９６７年に社団法人日本青年会議所（当時）の通常総会が京
都で開催され、その開催以来、日本青年会議所の新年度のスタートとなる諸会議
及び各委員会が京都で開催されるようになり、やがて一年の新たなスタートを切る
場として定着し、この会議を総称して「京都会議」と呼称するようになりました。
その後、各地会員会議所会員も多数集う場にもなったことから、フォーラムやセ
ミナーが開催されるようになり、学びの機会も設けられました。また、公益社団法
人に移行してからは、公益性の観点を鑑みて、各種セミナーやフォーラムへの一般
市民の参加も促進されております。

■2021年度

京都会議

各会議・委員会一覧

日時 1月22日（金） 時間 13：00～15：00 開催方法 WEB配信

地域グループ

委員会
質的価値創造会議
サマーコンファレンス運営特別委員会
価値デザイン実践委員会
持続可能なビジネス推進委員会

国際イノベーション
開発会議

https://us02web.zoom.us/j/86541807597?pwd
=QjY3bjRqYlVDNUZTcmtwVW03ZUtxZz09

日中協働委員会

京都会議公式HPにて
https://us02web.zoom.us/j/88294686501?pwd
=c2pDT0RTMzd2VHUrTGhlaUNZSEVnUT09
京都会議公式HPにて
https://us02web.zoom.us/j/81480482171?pwd
=Q2NaZDUreUhFSDNiNGZJd3EzQ0tIUT09
京都会議公式HPにて
京都会議公式HPにて
https://us02web.zoom.us/j/9973192876?pwd
=aDVVbGNvYzd3RlJUVFAwQjBlZVdOZz09
京都会議公式HPにて
https://us02web.zoom.us/j/84297326477?pwd
=Uk5vbEoyaWVJQzBmRFZCd0xFM0tUUT09
https://us02web.zoom.us/u/kcaLDxNZdS
京都会議公式HPにて
京都会議公式HPにて
https://us02web.zoom.us/j/82878728746?pwd
=Y3cvMER6SmxaVzFOVzgxSjJHKzNxQT09
https://us02web.zoom.us/j/84880397929?pwd=
UXI3N2UxNmJjVzVQWjZlOE8xcWtydz09
https://us02web.zoom.us/j/84880397929?pwd
=UXI3N2UxNmJjVzVQWjZlOE8xcWtydz09
https://us02web.zoom.us/j/88442044958?pwd
=OVZERWxXaDhYOU5BTFovbG53MGZFdz09
https://us02web.zoom.us/j/86775428433?pwd
=ekdHMHd2QVRLdUdWQU5KU05jeVpHQT09

ＴＯＹＰ委員会
スポーツ活性化委員会
デジタル推進委員会
クオリティ国家戦略
会議

国家グループ

全国大会運営会議
次世代教育推進委
員会
権限移譲促進委員会
国土強靭化委員会

各会議・各委員会会場一覧

国際グループ

ＪＣＩ関係委員会
国際シナジー創出委員会
アジアアライアンス
構築委員会
ユニバーサル人財委員会
ユーラシア共創委員会
組織戦略会議

組織グループ

ＪＣ運動確立会議
会員拡大委員会
ＪＣプログラム革新委員会
グローバルリーダー育成委員会
アカデミー委員会
ＬＯＭ財産共有委員会

総務グループ

財政審査会議
規則審査会議
財務運営会議
組織価値浸透会議
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【開催日時
内

1 月 22 日（金）15：00 ～】

容

会

場

北海道地区会員会議所会議

ＷＥＢ

東北地区会員会議所会議

ＷＥＢ

関東地区会員会議所会議

ＷＥＢ

東海地区会員会議所会議

ＷＥＢ

北陸信越地区会員会議所会議

ＷＥＢ

近畿地区会員会議所会議

ＷＥＢ

中国地区会員会議所会議

ＷＥＢ

四国地区会員会議所会議

ＷＥＢ

九州地区会員会議所会議

ＷＥＢ

沖縄地区会員会議所会議

ＷＥＢ

■2021年度京都会議 セミナー・フォーラムのご紹介
開催方法：ＷＥＢ配信
日程

時間

担当会議委員会

１月２２日 ９：００～
各会議委員会
（金） １９：００

プログラム
オンラインブース・相談室

９：３０～
ＪＣプログラム革新委員会 セミナーショーケース
１７：００
１２：３０～
質的価値創造会議
１３：３０

１月２３日
（土） １４：００～
１５：００

メインフォーラム／地域フォーラム
地域イノベーションプロジェクト
～地域とつながり共に創ろう
日本の底知れぬ可能性を～

クオリティ国家戦略会議

国家フォーラム
地域を彩るニュータイプ人財の輝かせ方

組織戦略会議

組織フォーラム
２０２１年度日本青年会議所はこう
変わる！

１５：３０～ 国際イノベーション開 国際フォーラム
１６:３０ 発会議
(ＢＥＹＯＮＤ：国境を越える、日常を超える）
１４：３０～
各会議委員会
１７:００

フォーラム質疑応答
オンライン相談室

京都会議
開催期間中 ２４時間 各会議委員会
常時開催

事業セミナーシアター
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各会議・各委員会会場一覧

安全保障確立委員会
総活躍社会確立委員会

ＵＲＬ
京都会議公式HPにて
京都会議公式HPにて
京都会議公式HPにて
京都会議公式HPにて
https://zoom.us/j/94364156852?pwd=aFRm
ZHZ2eVBFanFPZzVTN1Q1Z1podz09
https://zoom.us/j/91592735712?pwd=MEhx
S25adEZnbEJmaXlvMnAxZk91UT09
京都会議公式HPにて
https://us02web.zoom.us/j/86723733706?pwd
=d3FTZkZTQXVQbFlZeVMzZTdqaGlsQT09
https://us02web.zoom.us/j/86200785508?pwd
=a1dpQ29aZWpxeW1YMFlPMlZxVGI3UT09
https://us02web.zoom.us/j/82912960269?pwd
=bkRqeGNMU1FXTUFLNVRBNk9nZFJmUT09
非公開の委員会となります。
https://us02web.zoom.us/j/9908280984?pwd
=V0FkYzlpR2tSVThEanBobWRWQ25DQT09
京都会議公式HPにて
京都会議公式HPにて

■2021年度 京都会議
各地区会員会議所 会場一覧

■２０２１年度京都会議
セミナー・フォーラムのご紹介
【日時】1月22日（金）9：00～19：00
【プログラム】オンラインブース・相談室
【場所】WEB
【対象者】出向者、LOMメンバー
【担当会議・委員会】各会議委員会
各フォーラムの終了後に相談会、質問会を講師とともに行う
ことによってフォーラムの理解をより深められるようにつな
げます。

【日時】1月23日（土）12：30～13：30
【プログラム】メ
 インフォーラム/地域フォーラム
地域イノベーションプロジェクト～地域とつな
がり共に創ろう

日本の底知れぬ可能性を～

【場所】WEB
【対象者】一般市民、LOMメンバー
【担当会議・委員会】質的価値創造会議
LOMが各地域において、産学金官の連携を促す質的価値の
創造に向けた旗振り役を担えるよう、地域のポテンシャルを
信じ、地域の特質を活用していく意識を醸成することを目的

【日時】1月23日（土）13：45～14：45
【プログラム】国家フォーラム
地域を彩るニュータイプ人財の輝かせ方
【場所】WEB
【対象者】一般市民、LOMメンバー
【担当会議・委員会】クオリティ国家戦略会議
従来の正解を導く優秀さとは異なる、時代や地域の問題を発見
し意味を創り出す能力に長けたニュータイプの優れた人財像を
共有し、力強い経済成長と豊かさや幸福を併せて享受するクオ
リティ国家の実現に向け、優れた人財が活躍できる制度の拡充

【プログラム】組 織フォーラム
2021年度日本青年会議所はこう変わる!
【場所】WEB
【対象者】一般市民、LOMメンバー
【担当会議・委員会】LOM財産共有委員会
組 織 改 革に対して、変 化を恐れず挑 戦を楽しむ 意 識が 高ま
り、未来ビジョンを定めLOMが時代に即した改革を自ら考え
行動することで、行動意欲が高まり意識変革がおき能動的組
織へと成長することを目的とします。

【日時】1月23日（土）16：15～17：15
【プログラム】国 際フォーラム
BEYOND：国境を越える、日常を超える
【場所】WEB
【対象者】一般市民、LOMメンバー
【担当会議・委員会】国際イノベーション開発会議
持続的な地域の発展とビジネスの成長を実現するためには、
世界平和の実現と日本経済の発展に寄与し、ニューノーマル
での各国との協働に向けて、コロナ禍での国際的な問題を多
くの人に知ってもらい、持続可能な問題解決のアクションを
興す人財を増やすことを目的とします。

【日時】京都会議開催期間中常時開設
【プログラム】事業セミナーシアター
【場所】WEB
【対象者】LOMメンバー
【担当会議・委員会】各会議・委員会
オンラインを用いての各論のセミナー動画等を配信いたしま
す。京都会議中24時間いつでもJCI日本の公式チャンネルよ
り、見ていただける状態にて配信することにより、今までの時
間の制約によって聞いて回ることのできなかったセミナーも
すべて受講していただくことが可能です。

および新たな産業創出につなげていくことを目的とします。
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とします。

【日時】1月23日（土）15：00～16：00

【歓迎

2021 年度京都会議】
六波羅蜜寺

【私達はＪＣ運動を応援しています。】

裏千家 一般財団法人今日庵

宗教法人

株式会社 土井志ば漬本舗

京つけもの 西利

株式会社 京都一乗寺ブリュワリー REGiNA

株式会社 ヒトミ

株式会社 福寿園

株式会社 玉栄タカギ

株式会社 公益社

株式会社 あおぞら印刷

株式会社 クリーントピアぴいぷる北 株式会社 共同設備

株式会社 大安

株式会社 清昌堂やました

株式会社 京鐵

株式会社 興業

さかいだに幼稚園

株式会社 岡野組

株式会社 京富士印刷

株式会社 図司穀粉

株式会社 丸久小山園

有限会社トクショウ工業

株式会社 ヨシダ工務店

株式会社 ミドリヤ

大同倉庫 株式会社

菱高ＳＤＢ 株式会社

有限会社 すえたか工務店

株式会社 大石天狗堂

株式会社 やまの

株式会社 足立住宅

株式会社 香鳥屋

株式会社 大下工務店

株式会社 ジー・アール・インターナショナル

ＨＡＫＵ

株式会社 江村商店

有限会社 プロスパー

祇園いちかわ

長谷川公認会計事務所

安井幼稚園

京菓苑 株式会社 花ゆう

ホテル・京都ベース

京都祇園

近畿オート 株式会社

株式会社 長谷川松寿堂

京都祇園 天ぷら圓堂岡ざき邸

株式会社 松尾製作所

株式会社 青葉

松﨑社会保険労務士事務所

誠都運輸倉庫 株式会社 / 有限会社 誠都物流

株式会社 京津管理

宗教法人伊勢大神楽講社 山本勘太夫社中 弁護士

株式会社 伊東工務店

石清水八幡宮

ヤサカ観光バス 株式会社

ムラカミビジネス 株式会社

株式会社 石山工務店

菱高ＳＤＢ株式会社

五洋パッケージ 株式会社

株式会社 赤木商店

京都たからこども園

学校法人両洋学園

Asahi 行政書士法人

双葉メンテナンス工業 株式会社

ワイン & バー宮川町近江榮

株式会社 望主アート

有限会社 初田屋

株式会社 ステップ

中島電気工事 株式会社

株式会社 第一観光ビル

株式会社 スターワン・グランドシステム

株式会社 中藏

株式会社 大成閣プランニング 株式会社 淡交社

加納デンタルクリニック

株式会社 ライフコンビニエンス

隈本 株式会社

株式会社 老松

株式会社 YOSCA

豊岡建築設計工房

む津美製菓 株式会社

弁護士法人 白浜法律事務所

三好工業

株式会社 近畿保険事務所

片岡経営研究所

株式会社 田中伊雅仏具店

荒尾税理士事務所

株式会社 リメイク

ばーちークリーンサービス

株式会社 山下組

株式会社 いづう

有限会社 大西建産

株式会社 京都ホテル

香東園やましな
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洛東支店
協賛企業一覧
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ネッツトヨタヤサカ 株式会社

【歓迎

2021 年度京都会議】

【私達はＪＣ運動を応援しています。】

ヤマテック

株式会社 エリッツ

株式会社 中山徹デザイン事務所

株式会社 イタショク

アラネット 株式会社

株式会社 Ｆ
ｒ
ｉ
ｅｎｄｓ

株式会社 京都中央メディカル

株式会社 グロースデザイン

有限会社 ボルディーデザイン研究所

京都樹脂精工 株式会社

スタックアップ

株式会社 PranTan555

有限会社 浅見水産

ヤマックス

株式会社 木下商店

祇園はじめ

有限会社 アーバン京都

株式会社 ＯＮＥ

松宮砂糖商事 株式会社

丸永織物 株式会社

井戸・原法律事務所

ライフウィズ 株式会社

株式会社 畑中

ケーハンエージェンシー 株式会社 高木漆工

株式会社 Ｅ
ｌｐｕｅｎ
ｔ
ｅ

株式会社 山中商事

キャピタル東洋亭北山本店

株式会社 ワン・ワールド

株式会社トクナガ

中村真樹

有限会社 ケイエスアイ

都総合管理 株式会社（ミヤコテック）

株式会社 大生産業 京都支社

株式会社 小室塗装店

株式会社 鈴木松風堂

大同事務代行会

Bar Lag Wagon

株式会社 関製菓本舗

京和ブロンズ 株式会社

春日製作所 株式会社

小川珈琲ホールディングス 株式会社

株式会社 ＮＥＸＴ

株式会社 イーネクスト

株式会社 カムデン

和田泰行税理士事務所

株式会社 村井建設

株式会社トレジャーホーム

岡村勇毅公認会計士・税理士事務所

株式会社 ロマンライフ

つばさ総合法律事務所

株式会社 第一土木

HAPPY Y

HAPPY J

株式会社 フロニカ

株式会社 マーチ

石勘 株式会社

光 株式会社

株式会社 ＮＥＸＴＦ
Ｉ
ＶＥ

ホーセック 株式会社

松本税理士事務所

協賛企業一覧

協賛企業一覧

SHOE SHINE BASE

株式会社 グランドビジョン京都 株式会社 ミリエーム
株式会社 吉川工務店

株式会社 オーファスプランニング 21

株式会社 大興電気

株式会社 加藤重
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