
Q. 女性でも入会できますか?
 サラリーマンでも入会できますか?
A. もちろんです。女性でもサラリーマンでも
活躍している方は多数おります。

 入会の資格は、行田市及びその周辺の地
域に住所又は勤務先を有する年齢20歳
以上40歳未満の品格のある青年であれ
ば誰でも入れます。
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行田青年会議所事務局
〒361-0077
埼玉県行田市忍2-1-8（行田市商工センター内）
【E-mail】 jaycee@gyoda-jc.or.jp
【HP】 http://www.gyoda-jc.or.jp
TEL.048－556－4115 （平日 10：00～12：00／13：00～15：00）
FAX.048－556－6562

会員
募集

▶地域に貢献する楽しさが体感できます!
▶魅力ある大人の背中を磨けます!
▶深いきずなを持った仲間づくりができます!
▶会社組織の活性化につながります!

私たちと一緒に
まちづくりをしませんか？

●行田市 及びその周辺地域に 住所 又は 勤務先を有する方
●年齢20歳以上 40歳未満の方
●品格ある青年で、本会に入会する意思がある方

会費について

行田青年会議所 Q&A

入会金 【正会員承認後】 30,000円
年会費 108,000円（月額9,000円）
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入会資格入会資格

Voice
現役メンバーの声 まちまち

　知人の紹介により、入会してから1年半が経
過しました。青年会議所という会があることは
知っていましたが、どんな会なのかはハッキリと
は知らないまま入会しました。
　結婚して小さな子どもも2人いますが、なんと
かやっていけていますし、助けていただきなが
ら活動しています。大変だなと思うこともあり
ますが、入会して後悔したことは本当に一度も
ありません！
　地域と関わることが好きな方や、仕事にプラ
スになることがしたいと思っている方には全力
でオススメしますね。

吉田 江利さん
2018年 入会

　私は当初、JCについてどういった活動をして
いる団体か分からなく、イベントを企画・運営し
ているくらいの認識でした。ですが、異業種交
流会に参加させていただき、同年代の方々が規
律の中で、設営や議論を重ね活躍されている姿
を見て、JCへの考え方が大きく変わり、自分の
未熟さを痛感しました。JCに入会すると、普段
なら関わることのできない様々な業種や役職の
方と活動を共にする中で学び、考え、成長でき
る場だと思い入会を決めました。
　知識のない中の入会でしたが、諸先輩の方々
がJCの信念や想いなどを丁寧に教えてくださ
いました。これからは受身の姿勢でなく、行動
力を意識し、地域貢献そして自己成長に精一杯
活動していきたいと思います。

加村 行則さん
2018年 入会

Q. 青年会議所って
 どのような団体ですか?
A. 明るい豊かな社会を実現するため、まち
づくりと人づくりを行っています。 

 地域を担う人や青少年を育成するため、
様々な事業を企画・運営し、自らも地域の
リーダーとなるべく様々な勉強会を行っ
ています。

Q. 青年会議所の魅力は何ですか?
A. 青年会議所では、様々なチャンスがありま
す。達成感や感動を得て、それを実感でき
ることが最大の魅力です。自らが確実に
成長していることを実感できます。さら
に、一生の友人ができることも青年会議
所の魅力です。

Q. どれくらいの頻度で
 集まっていますか?
A. 毎月例会があり、出席義務があります。
 入会後はどこかの委員会に配属され、委
員会が最低月1回行われます。

 他、全国大会などの各種大会などに参加
できる人は、なるべく参加しています。

Q. 仕事と両立できますか?
A. 私たち会員も仕事がある中で、その中で
時間の有効な使い方を身につけ、JC活動
をしています。

Q. 費用がたくさん必要ですか?
A. 会費のほかに費用がかかることはありま
す。しかし、比較的安く、一般のセミナー
や研修会を学ぶことができ、さらには地
域の枠を越えての仲間作りも出来ます。

J u n i o r  C h am b e r  I n t e r n a t i o n a l  G y o d a
公益社団法人 行田青年会議所
Junior Chamber International Gyoda
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行田青年会議所は、
１９６２年に日本で２３０番目に誕生し、
今年で５７年になります。
小売・販売業、建設業、不動産業、士業など様々な職業の方を中心
とした、20歳から40歳までの青年で構成されている団体です。
会員は相互啓発をはかり、公共心を養いながら地域との協働により、
社会の発展に貢献し続けています。

身近なテーマで学びとふれあいの機会を大切に、
子どもたちの心豊かな成長を見守っていきます。

地域での
募金活動や
防災訓練

子どもたちの
豊かな感性を
育む運動

事業に向けて
会議を重ねる

著名な講師を
招いての講演会や
ディスカッション

滝行で
自分の精神
を鍛える

メンバーだけでなく
多くの団体とも

協力して事業に臨む

家族や
子どもたちとの
クリスマス
親睦会

姉妹都市である
桑名JC、白河JC
との意見交換会

地域に住む
外国人との
運動会を
通した交流
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FRIENDSHIP
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多彩な講師を招いての講演会や勉強会を開催。
「今やるべきこと」を認識し、日々の暮らしに活かしていきます。

JCの
三信条

目 的

S E R V I C E ［奉仕］
TRA IN I NG ［修練］
FRIENDSHIP ［友情］

●世界の繁栄と平和に寄与・貢献します。
●明るい豊かな社会を築きます。
●変革を創造するために、能動的に活動できる機会を提供します。

地域への 奉仕［ SERVICE ］ を通して、
自分自身を 修練［ TRAINING ］ し、
他では得ることの出来ない 友情［ FRIENDSHIP ］ を培う。
それが「JC」です。

●小売・販売・商社……… 22%
●サービス業…………… 16%
●土木・建築・建設……… 13%
●運輸・倉庫・自動車…… 13%
●士業 ………………… 8%
●医療・福祉 …………… 8%
●不動産 ……………… 5%
●その他………………… 15%
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会員メンバー構成

e（いい）まち行田とは…
「economy」「ecology」

「egao」「energisch」の4e運動で、
誇りある『彩のふるさと』の創造を目指します。

切磋琢磨し合う良好な人間関係を築き、世界中の仲間たちと
共に広く大きく協働し、社会を変えていきます。

修練
TRAINING
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