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R e c r u i t m e n t  O f f i c i a l  S p o n s o r
私たちの運動にご賛同いただけるオフィシャルスポンサー（賛助会員）を募集しています。

賛助会員規定

賛助会員は、本会の目的に賛同し、
その発展を助成しようとする個人、法人または団体です。

入会手続き

入会申し込みは随時とし、理事会での入会承認を受けた後、
総会で定める会費を納入することにより、
申込日をもって賛助会員となります。

在籍期間

賛助会員としての在籍期間は1事業年度とし、
毎年所定の更新手続きを経て、継続することができます。

会費

入会までの手続き

入会希望者 会費の納入 正賛助会員賛助会員入会
申込書記入

理事会による
審査・承認

法人または団体 1：30,000円以上　1月～6月までに入会が確定した方
2：15,000円以上　7月～12月までに入会が確定した方

賛助会員の権利

本会広報誌の配布を受ける権利。
例会等の本会の催す各種事業の通知を受ける権利。
その他当該年度の理事長が適当と認めた事項。

オフィシャルスポンサーの募集

歴代 氏名 勤務先 スローガン

初代 （故）中村 正久 （認承証伝達式）

第2代 （故）森下 博 考えるJC

第3代 （故）片海 晶良 行動するJC

第4代 （故）下野 一男 JCらしく実践しよう

第5代 岩崎 泉 ㈱立川パーキング・センター 社長 総意のJC運動を市民と共に展開しよう

第6代 萬田 貴久 多摩中央産業㈱ 代表取締役 創意と実り多いJC活動をしよう

第7代 藤澤 弘志 （認承証伝達式） 明日の市民社会の創造に参画し、
実践するJC運動を展開しよう    

第8代 五十嵐 芳治 東京トーイ㈲ 代表取締役 市民の共感と連帯を高めるコミュニケーションを展開しよう

第9代 中村 克久 ㈱ＮＲＥ中村亭 取締役会長 THINK

第10代 矢島 功 上石神井歯科 次なる10年の胎動のために共に語り、考え行動しよう

第11代 梅田 俊一 梅田醤油㈱ 代表取締役 現実を直視し、新しいJC運動を創造しよう

第12代 杉山 次男 岩崎不動産㈱ 常務取締役 新しい郷土のために若者はさわやかに行動しよう

第13代 （故）山上 公隆 住みよいわが街のために若い力の輪を拡げよう

第14代 小林 日文 株式会社無門 会長 連帯・自立・輝く個

第15代 岩崎 喜功 岩崎倉庫㈱ 取締役会長 JC精神を奮い起こし原点に挑戦しよう

第16代 （故）尾崎 豊 勇気ある行動。英知で築こう明日のわが街

第17代 加藤 精一 ㈱カト－ビルドシステム 代表取締役会長 高めよう連帯感拡げよう郷土愛。築こう21世紀への道

第18代 浦野 勇 学校法人 浦野学園理事長 相違の結集、貯える力。創ろう豊かな地域の時代

第19代 （故）中川 務 TAKE YOUR ACTION

第20代 鈴木 茂 アーキフリー㈱ 代表取締役 甦れ創始の心。そして今。新たなる挑戦の出発

第21代 中山 賢二 ㈱なかやま不動産 専務取締役 興せ、地域維新の風。先駆けよう21世紀へ

第23代 井山 光一 gosengakufu㈱ 会長 厳しい自覚。地域に翔け。青年の気概

第24代 小林 和雄 三井企画㈱ 代表取締役 見つめ直そう、街・人・心

第25代 岡部 直士 ㈱ヤマヲ 代表取締役社長 拓こう。愛ある新時代

第26代 須崎 八朗 立川市議会議員 めざせ幸福社会。興せ地域主導の波

第27代 荒生 信行 ランドスケープ 代表 立川から発信。もっと素敵な地球づくり

第28代 岩崎 春伸 岩崎不動産㈱ 代表取締役 点せ！ESPRIT

第29代 坂村 英之 社会福祉法人 聖愛学舎 園長 めざせ！地球人。人と地球のハーモニー

第30代 加藤 積一 ふじようちえん 園長 BUILD UP THE FUTURE

第31代 渡辺 洋司 感謝の心。謙虚な姿勢で地球づくり

第32代 （故）草野 孝毅 隗より始めよ

第33代 大久保 清隆 ㈱大久保組 代表取締役 まち・人・こころ。奏でよう、21世紀へのハーモニー

第34代 岩下 光明 岩下商事㈱ 代表取締役 創ろう共生社会。つなごうネットワーク

第35代 桂 耕史 ㈱カンテック 代表取締役 Dreams come true。
今、創りだそう次代へ続く弛まなきムーブメント

第36代 中山 賢一 ㈱ライズデザイン 代表取締役 自立と変革、新しい時代へ。～地域から、ひとりひとりから～

第37代 栗原 一 ㈱朝雅 専務取締役 青年よ！地の塩となれ！

第38代 小松 剛 ㈲ロイアルティボディ 代表取締役 Be POSITIVE!! Be CREATIVE!! Be ACTIVE!!
光り輝く個の集結　共に創ろう立川JCの新たな風

第39代 木村 辰幸 社会保険労務士法人 木村事務所
代表社員 特定社会保険労務士

立川新世期待されるJCであれ。
頼られるJayceeであれ

第40代 田中 太 ㈱ムサシ田中企画 代表取締役 新次元への挑戦!!燃やせ心を!!

第41代 矢澤 俊一 ㈱YAZAWA LUMBER 代表取締役社長 .challenge!

第42代 尾上 研児 ㈱ティーオーデリバリー 代表取締役 Be a Leader.

第43代 渡辺 博昭 渡辺電業㈱ 代表取締役社長 時風を超え、次代を創る青年となれ！

第44代 端 晶弘 ㈱ハタ技術研究社 代表取締役社長 All roads lead to the future。
輝く未来へ。新たな気概を胸に

第45代 宮崎 昭人 ㈱匠技建 代表取締役 輝けJAYCEE!! ～志高きリーダーとして～

第46代 金子 幹広 社会福祉法人 草萌学舎 西国立保育園 React for Regions －リアルな「運動法人」として－

第47代 松浦 孝治 All for smiles松浦商事㈱ 代表取締役

第48代 矢澤 貴光 和敬清寂 ～気高く凛然とした青年であれ～矢澤電気㈱ 代表取締役

第49代 迎 浩一朗 ㈱テイルウィンドシステム 代表取締役 Impact One

第50代 宇都木 健太 プルデンシャル生命保険 Next50 今、変革の時。 ～確かな一歩を踏み出そう～

第51代 伊藤 大輔 立川市議会議員 自他共栄 ～新たな時代へ 勇気と情熱をもって～

第52代 中川 夕香 ㈱立川徽章 常務取締役 地域力の創造！！ ～TAKE YOUR ACTION～

第53代 岡部 栄一 ㈱ヤマヲ 専務取締役 一期一会
～燦然と輝く未来を見据えこの一瞬を生きる青年であれ～

第54代 松田 裕紀 ㈱ユーキハウス 代表取締役 躍動 ～心で動き、あらゆる未来の希望となれ～

第55代 宮田 龍之介 ㈱ARTBASE　代表取締役 Scrap and build ～財産に頼らず、新たな価値を生み出す～

T h e  p a s t  p r e s i d e n t s 歴代理事長の紹介
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