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2021年度事業報告

2021年度事業計画

（2021年3月19日　第3回理事会承認）

　　　　　　　　◆合言葉はーーーーーーーーーーーーー

飛び出せ若者‼

　　　　　　　　◆キーワードはーーーーーーーーーーー

つ・な・ぐ

★活動の理念である『飛び出せ若者』の合言葉を受け継ぎ、協会に集う人々との間を『つ

なぐ』ことで、ユースリーダーを育成・支援していきます。

★事業すべて公益事業とし、３つの分野で遂行します。

1. リーダー育成・国際交流事業

（１）　LEP（年間リーダー育成プログラム）
（２）　GET（学生向け東南アジア研修）
（３）　AJAFA-21との交流促進
（４）　さくらサイエンスプログラム（アジアからの来日研修者受入れ）

2. 社会啓発事業

（１）　若者力大賞

（２）　講演会（異業種交流研修会、受賞者講演会、アジアの会）

（３）　広報活動（広報誌、ホームページ、SNS）

3. つなぐ事業

（１）　財務管理・強化

（２）　法人・個人会員との関係強化

（３）　リスク対応体制整備
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2021年度事業報告

2021年度活動実績

場所・方法で「ハイブリッド」は事務局とオンラインの組み合わせです。

月 日 活動内容 場所・方法 該当事業

４ 12（月） 月次会計監査 事務局（港区） 運営管理

18（日） 第15回若者力大賞実行委員会 オンライン 社会啓発

20（火） 第1回運営幹事会 ハイブリッド 運営管理

23（金） 第1回理事会 オンライン 運営管理

27（火） 第1回リーダー育成・国際交流委員会 オンライン リーダー育成/国際交
流

28（水） 第16回若者力大賞実行委員会 オンライン 社会啓発

５ 11（火） 第12回若者力大賞表彰式 六本木ハリウッドホー
ル（港区）YouTubeライ
ブ配信

社会啓発

14（金） 第2回運営幹事会 ハイブリッド 運営管理

14（金） 第12回若者力大賞振り返り オンライン 社会啓発

18（火） 月次会計監査 事務局（港区） 運営管理

20（木） 定時評議員会 東京海上ホールディン
グス（千代田区）

運営管理

29（土） 第47回AJAFA-21公式オンライン会議 オンライン 国際交流

６ 1（火） 第1回つなぐ委員会 事務所（港区） つなぐ

4（金） 第1回社会啓発委員会 オンライン 社会啓発

11（金） 2020年度LEP終了式 六本木メイ・ウシヤマ
学園（港区）・オンライ
ン

リーダー育成

15（火） 月次会計監査 事務局（港区） 運営管理

18（金） 第3回運営幹事会 ハイブリッド 運営管理

24（木） 第2回リーダー育成・国際交流委員会 ハイブリッド リーダー育成/
国際交流

７ 9（金） LEP参加者顔合わせ会 オンライン リーダー育成

13（火） 月次会計監査 事務局（港区） 運営管理

13（火） インターンキックオフ 事務局（港区） リーダー育成

16（金） 第4回運営幹事会 ハイブリッド 運営管理

29（木） 第3回LEPキャリア対談（栃久保奈々氏） オンライン リーダー育成

30（金） 第1回インターンミーティング 事務局（港区） リーダー育成

８ 17（火） 月次会計監査 事務局局（港区） 運営管理

2



2021年度事業報告

月 日 活動内容 場所・方法 該当事業

17（火） 第1回若者力大賞選考委員会 オンライン 社会啓発

20（金） 第5回運営幹事会 ハイブリッド 運営管理

26（木） 第2回インターン月例ミーティング ハイブリッド リーダー育成

28（土） 第48回AJAFA-21公式オンライン会議 オンライン 国際交流

30（月） 第2回若者力大賞選考委員会 赤坂区民センター（港
区）
ハイブリッド

社会啓発

中止 GET海外研修オンライン
（相手国：タイ）

オンライン リーダー育成

９ 7（火） 第2回つなぐ委員会 事務所（港区） つなぐ

10（金） 第2回社会啓発委員会 オンライン 社会啓発

14（火） 月次会計監査 事務局（港区） 運営管理

17（金） 第6回運営幹事会 ハイブリッド 運営管理

21（火） 第3回インターン月例ミーティング ハイブリッド リーダー育成

30（木） 第68回アジアの会（第1回オンライン） オンライン 社会啓発

10 8（金） 第4回LEPキャリア対談（小室誠治氏） オンライン リーダー育成

10（日） 第3回若者力大賞選考委員会 オンライン 社会啓発

12（火） 月次会計監査 事務局（港区） 運営管理

14（木） 第4回若者力大賞選考委員会 オンライン 社会啓発

15（金） 第7回運営幹事会 ハイブリッド 運営管理

19（火） 第4回インターン月例ミーティング ハイブリッド リーダー育成

19（火） LEPオンライン映画鑑賞会 オンライン リーダー育成

25（月） 若者力大賞審査委員会 東京海上ホールディン
グス（千代田区）

社会啓発

28（木） 第69回アジアの会（第2回オンライン） オンライン 社会啓発

11 10（水） 第5回LEPキャリア対談（榮あずさ氏） オンライン リーダー育成

16（火） 月次会計監査 事務局（港区） 運営管理

16（火） 第5回インターン月例ミーティング ハイブリッド リーダー育成

18（木） 法人会員懇談会 芝パークホテル
（港区）

つなぐ

19（金） 第8回運営幹事会 ハイブリッド 運営管理

21（日） LEPゴミ拾い活動 代々木公園 リーダー育成

25（木） 第70回アジアの会（第3回オンライン） オンライン 社会啓発
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2021年度事業報告

月 日 活動内容 場所・方法 該当事業

26（金） 第2回理事会 ハイブリッド 運営管理

27（土） 第49回AJAFA-21公式オンライン会議 オンライン 国際交流

12 3（金） LEP若者力大賞受賞者『ミカタ』イベント オンライン リーダー育成

7（火） 第3回リーダー育成・国際交流委員会 オンライン リーダー育成/
国際交流

7（火） 第3回つなぐ委員会 事務所（港区） つなぐ

8（水） 第71回アジアの会（第4回オンライン） オンライン 社会啓発

10（金） 第3回社会啓発委員会 オンライン 社会啓発

11（土） AJAFA-21 Virtual Exchange Program
2021（VEP2021）

オンライン 国際交流

15（水） 第6回LEPキャリア対談（隈丸氏+佐々木氏） オンライン リーダー育成

16（木） 第72回アジアの会（第5回オンライン） オンライン 社会啓発

17（金） 月次会計監査 事務局（港区） 運営管理

17（金） 第9回運営幹事会 ハイブリッド 運営管理

21（火） 第6回インターン月例ミーティング 事務局（港区） リーダー育成

１ 8（土） 第50回AJAFA-21公式オンライン会議 オンライン 国際交流

17（月） 月次会計監査 事務局（港区） 運営管理

18（火） 第7回インターン月例ミーティング ハイブリッド リーダー育成

21（金） 第10回運営幹事会 ハイブリッド 運営管理

22（土） 第51回AJAFA-21公式オンライン会議 オンライン 国際交流

２ 8（火） 第8回インターン月例ミーティング オンライン リーダー育成

15（火） 第4回リーダー育成・国際交流委員会 オンライン リーダー育成/
国際交流

18（金） 月次会計監査 事務局（港区） 運営管理

18（金） 第11回運営幹事会 ハイブリッド 運営管理

21（月） 第73回アジアの会（第6回オンライン） オンライン 社会啓発

25（金） 第7回LEPキャリア対談
（ベトナム人元留学生ニュエン氏）

オンライン リーダー育成

３ 1（火） 第4回つなぐ委員会 事務所（港区） つなぐ

2（水） 第8回LEPキャリア対談（隈丸優次氏） オンライン リーダー育成

4（金） 月次会計監査 事務局（港区） 運営管理

5（土） さくらサイエンスオンラインプログラム（相手
国：ベトナム）

オンライン 国際交流
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2021年度事業報告

月 日 活動内容 場所・方法 該当事業

11（金） 第12回運営幹事会 ハイブリッド 運営管理

13（ 日） インターン報告会、LEP修了式 JICA地球ひろば（新宿
区）・オンライン

リーダー育成

18（金） 第3回理事会 ハイブリッド 運営管理

24（木） 第4回社会啓発委員会 オンライン 社会啓発

26（土）-27
（日）

東南アジアオンラインスタディツアー
（相手国：東チモール）

代々木オリンピックセン
ター（渋谷区）・オンライ
ン

リーダー育成

31（木） 第9回インターン月例ミーティング 事務局（港区） リーダー育成
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2021年度事業報告

2021年度事業報告

1．リーダー育成・国際交流事業

（１）LEP（Leaders Education Program）年間リーダー育成プログラム

◆LEP（レップ）は、GETに参加した学生のステップアップを図る目的で発案され、過去２年
色々な形で試行されて来ました。2020年初めからの新型コロナ感染症の拡大のためリ
アルのGETが実施できない中、GETに参加した学生を中心にGET以外のきっかけで協
会に関わるようになった学生も加わって、2021年度から本格的にLEPが始動しました。

◆今年度のLEP参加学生（LEP生）は、大学１年から４年生までの15名でした。中にはオン
ラインを生かして、遠く広島から参加してくれた学生もいました。

◆LEP生は、SlackというSNSを使ったインターネットコミュニティに参加できます。リアルの
学生生活がコロナのためにままならない中、SNSのやりとりやZoomを使ったミーティン
グで、グループとしての自覚が高まり、LEPでの活動はLEP生にとって家庭や学校以外
の「サードプレース」として機能しています。

◆LEP生には下記のような参加型や企画実行型の様々なイベントに参加する機会があり
ました。

◆LEPと、後述するインターンの活動を充実したものにするため、栃久保奈々氏と業務委
託契約を結び、活動の方向性の設定やLEP生、インターン生との日々のやり取りや、活
動の振り返りや、フィードバックを担当をして頂きました。

参加型イベント

● 顔合わせ会（7/9：オンライン）
● 第12回若者力大賞表彰式（5/11：六本木ハリウッドホールとYouTubeライブ配信）
● 第13回若者力大賞選考委員会（第1回：8/7、第2回：8/30、第3回：10/10、第4回：10/14）
● 若者力大賞候補者面談（9月中に候補者のスケジュールに合わせて開催：事務局又はオ
ンライン）

● 第13回若者力大賞審査委員会（10/25：東京海上ホールディングス㈱本社）
● キャリア対談（全てオンライン開催、第3回 7/29：栃久保奈々氏、第4回 小室誠治氏：10/8
、第5回 榮あずさ氏：11/10、第6回 隈丸優次氏+佐々木陽向氏対談：12/15、第7回  ニュ
エン氏：2/25、第8回 隈丸優次氏「ウクライナ情勢」：3/2）

　 　
　第3回キャリア対談　栃久保奈々氏 第4回キャリア対談　小室誠治氏
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2021年度事業報告

　
　　第5回キャリア対談　榮あずさ氏 　第7回キャリア対談　ニュエン氏

● AJAFA-21 ”Virtual Exchange Program 2021”（11/11：オンライン開催）
● さくらサイエンスオンラインプログラム（相手国 ベトナム、3/5：オンライン開催）
● 東南アジアオンラインスタディツアー（相手国 東チモール、3/26-27：代々木オリンピックセ
ンターとオンラインで現地を結んだハイブリッド開催）

企画実行型イベント

● ゴミ拾い活動（11/21：代々木公園）
インターン生の佐々木さんの発案で代々木公園でゴミ拾いを行い、その後ピクニック

をやりました。実際に顔を合わせるのは久しぶりだったので、盛り上がりました。

　 　
代々木公園ゴミ拾い活動

● 「若者力大賞受賞者『ミカタ』イベント」（12/3：事務局に企画メンバーの一部が集まってオ
ンラインとのハイブリッド開催、参加者はLEP生のほか、学生を公募し総勢約30名が参
加）

『ミカタ』イベント（将来を生きる君へ、ミカタを知ろう。～政治と法律の見方、政治と法

律は味方～）は、どの受賞者にパネリストを依頼するかから始まって全てをLEP生が
企画立案し、学生の集客や当日の司会進行までを実行して実現した企画でした。第

12回若者力大賞受賞者の古井康介さんとユースリーダー賞受賞者の山崎聡一郎さ
んがパネリストとしてディスカッションして下さり、参加した学生からの質問に鋭くまた

丁寧に答えてくれました。
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　 『ミカタ』イベント 事務局での進行準備　　　　　

学生インターン制度の開始

2021年度の新たな試みとして、学生インターン制度を開始しました。GETの参加者で、
当協会の活動に継続的に関わって来ている佐々木陽向（ひなた）さんと佐藤喜一（よし

かず）さんが、第一期インターン生に就任しました。インターン生は、①LEP生のリー
ダー、②協会の活動のアシスタントとして活躍してくれました。インターン生は最初に動

機や目的を明確にし、事務局や栃久保さんとの毎月のミーティングを通して、振り返りを

行いました。（インターンキックオフ：7/13、月例ミーティング第1回：7/30、第2回：8/26、
第3回：9/21、第4回：10/19、第5回：11/16、第6回：12/21、第7回：1/18、第8回：2/8、第9
回：3/31）

　　主なインターンの活動実績

・広報誌向けインタビューと記事と動画のまとめ

・若者力大賞受賞者スピーチの動画字幕用文字起こし

・法人会員懇談会向け若者力大賞表彰式ダイジェスト動画の作成

・事務局の学校訪問の同行

（２）GET（Global Education Training）学生向け東南アジア研修

◆GET（ゲット）は、「飛び出せ若者」を合言葉に日本の若者の背中を押して、体当たりの
海外体験や国際交流をしてもらい、世界に向かって視野を広げる機会を持ってもらおう

と、2012年から実施しているプログラムです。
◆新型コロナ感染症のため、2021年度はリアルの実施をあきらめざるを得ませんでした
が、リアルに海外へ行く代わりに、色々と工夫してJICAの現地オフィスにも協力を得て、
下記のオンライン国際交流プログラムを実施しました。

「東南アジアオンラインスタディツアー（相手国：東チモール）」

3月26日～27日の2日間で、日本側はLEP生及び一般公募した合計10名が代々木オリ
ンピックセンターの会議室に集まり、東チモール側も現地日本語学校に集まって、オン

ラインで２カ所を結んで、自己紹介をしあったり、日本と東チモールの紹介やJICA東チ
モールの活動を学んだりしました。短い時間でしたが、プログラムの後半には一緒に歌

を歌ったり、現地のダンスを教えてもらって画面越しに一緒に踊ったりするなど、距離と

言葉の壁を乗り越えた国際交流が実現しました。
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　　東チモールオンラインスタディツアー 　　　日本側の代々木オリンピックセンター会場

　 　
「ひまわりの約束」を歌う 　　教えてもらったステップで現地と一緒にダンス

（３）AJAFA-21との交流促進

◆1984年にスタートしたJICA青年研修で来日したASEAN10ヵ国からの研修生の同窓会
の横断的連携組織がAJAFA-21（Asean Japan Friendship Association for the 21st
Century）です。当協会は11番目のメンバーとして毎年交流を重ねてきました。

◆新型コロナ感染症のために、2020年度に引き続き2021年度もリアルの活動を実施する
ことはできませんでしたが、議長国ベトナムのリーダーシップにより約3か月に一度の公
式オンライン会議（TVC：Television Conference）を開催しました（第47回：5/29、第48回
：8/28、第49回：11/27、第50回：1/8、第51回：1/22）。

◆年に一度、通例では2〜3月に次の議長国への引継ぎを兼ねて開催しているECM　　（
Executive Committee Meeting）は、今回は2022年4月に予定されています。

AJAFA-21公式オンライン会議（TVC）
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◆上記TVCの他「リアルな活動が出来ない中、若者を中心としたオンラインプログラムをや
ろう」と議長国ベトナムがリーダーシップを取り、当協会からも助言して12月11日に下記
のようなオンラインプログラムを実施しました。

「Virtual Exchange Program 2021（VEP2021）」（12/11）
当日の参加者は60名以上に及び、プログラム冒頭には、JICA本部ガバナンス・平和構
築部部長の宮崎桂様のメッセージを頂きました。

プログラムの内容：日本とASEANの関係に関する講話
AJAFA-21の歴史
ミャンマーの代表者のプレゼン

自由討議

　
　　VEP2021 　　　JICA本部　宮崎部長のご挨拶

（４）さくらサイエンスプログラム（アジアからの来日研修者受け入れ）

◆さくらサイエンスプログラムは、国立科学技術振興機構（JST）が2014年から行っている
研修支援プログラムで、海外の青少年が日本の科学技術を学び、日本の同世代との交

流を深めるための来日研修プログラムの実施に対し、JSTから費用が提供されるもの
です。

◆新型コロナ感染症のため、2021年度はJSTからの支援を得て代わりに下記のような代
替オンラインプログラムを実施しました。

「さくらサイエンスオンラインプログラム」（3/5）
参加者：ベトナム人高校生、大学生　14名
　　 　 日本人学生（LEP生）　4名

　 在日ベトナム人留学生　5名
プログラム内容：自己紹介、日本とベトナムの紹介、留学生の体験紹介

　 日本の科学技術の紹介、日-ベトナム学生/留学生のディスカッション
なお、本プログラムは、在日ベトナム人留学生の支援をしている吉川禮子氏と㈱リバネ

スの協力を得て実現しました。

さくらサイエンスオンラインプログラム
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２．社会啓発事業

（１）若者力大賞

◆若者力大賞は、自由な発想力とチャレンジ精神をもって、社会的活動に取り組むユース

リーダーの発掘、表彰を通じて、若者を育成する意義を広く社会に啓発することを目的

として2009年に創設されました。
◆新型コロナ感染症の影響で、第12回表彰式の開催が2021年2月から5月11日に延期と
なり、さらに感染状況を考慮して「無観客YouTubeライブ配信」となりました。準備をしっ
かりと行い、オンライン参加となった受賞者２人も交えて、当日のライブ配信の視聴社は

200人を越え、その後のアーカイブ動画の視聴数は2500回に達しようとしています。

　　　
第12回受賞者と審査員/役員 無観客開催の会場の様子（受賞者の方々）

◆第13回若者力大賞は、選考過程に青年/壮年/老年のバランスを取った意見を反映す
べく、選考委員会を20-30代、40-50代、60代以上の３つの世代から構成しました。また、
候補者の活動分野を「ビジネス・スタートアップ」「社会的課題解決」「教育・文化」に分け

て選考を進めました。

　　 　

　　　　　　　　第1回選考委員会（オンライン） 　　第2回選考委員会（ハイブリッド）

◆審査委員会は10月25日に東京海上ホールディングス株式会社本社で開催されました。
当日は、選考に参加した学生選考委員も参加し、審査員の皆さんからの質問にも回答

して、十分に討議したうえで受賞者を決定しました。
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第13回若者力大賞審査委員会（東京海上HD会議室）

◆第13回表彰式は新型コロナ感染症の影響で、2022年2月から7月21日に日程が延期さ
れています。

（２）講演会

◆社会啓発活動の一環として、下記の３種類の講演会を実施してまいりました。

①異業種交流研修会

②受賞者講演会

③アジアの会

◆新型コロナ感染症の影響により、2021年度はいずれもリアルの形では実施できません
でしたが、オンラインを活用して以下のイベントを実施してきました。

若者力大賞受賞者『ミカタ』イベント

既にLEPの項目で説明したように、LEP生の企画実行型イベントとして実施しました。

アジアの会（オンライン開催）

2021年度後半に、担当している秀島理事のリーダーシップにより、オンラインで「360°画
像バーチャルツアー」型のアジアの会が開催されました。

第68回（9/30：ベトナム） 第69回（10/28：台湾）
第70回（11/25：フィリピン） 第71回（12/8：フィリピン）
第72回（12/16：ニュージーランド） 第73回（2/21：インド）

　
アジアの会オンライン（画面の中のボール型のアイコンは参加者のアバターです。）

オンラインのアジアの会は、「メタバース」の体験も意図しており、今後若者世代が取り

入れていく新しいテクノロジーを先取りして体験してみようという企画になっています。
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（３）広報

広報誌「YOUTH LEADER」の発行
・2021年春号（Vol. 149、5月発行）

特集記事「役員座談会」（三村顧問、永野会長、隈丸理事長、小室副理事長）

・2021年秋号（Vol. 150、11月発行）
特集記事「中村副会長インタビュー」（インタビュアー：インターン生）、「新任評議員

の紹介」「第12回若者力大賞受賞者スピーチ」

　　　　　　　　 　　

ホームページの改訂

公式YouTubeチャンネルの掲載（過去の若者力大賞受賞者のスピーチを見やすいよう
に整理し、第12回のスピーチには日本語と英語の字幕を付けて海外からの視聴にも対
応しました。）

　 　
　協会の公式YouTubeチャンネル YouTubeの受賞者スピーチ動画に英語字幕をつけました

３．つなぐ事業

（１）財務管理・強化

◆各種支出に当たっては、慎重に検討を行っています。

◆助成金について継続的に検討を行っています。

（２）法人・個人会員との関係強化

法人会員懇談会の開催（11/18）
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法人会員の代表者、評議員、協会役員が芝パークホテルに一堂に会し、懇親を深めま

した。また、当日は評議員の出雲充㈱ユーグレナ社長の講演があり、出雲様が事業を

立ち上げた思いを語っていただきました。

　　　 　 　　　

法人会員懇談会（芝パークホテル）

（３）リスク対応体制整備

◆事務局に防火管理者を置き、防災用品を購入しました。また、年に1回の防災訓練を実
施しています。

４．運営管理

（１）評議員会・理事会・運営幹事会等の開催

2021年度役員会開催記録

①定時評議員会（2021年5月20日）
　場所：東京海上ホールディングス株式会社会議室

　議題：2020年度事業・決算承認、定款の改定承認、新任評議員の選任

　　　 　　 　　
定時評議員会（東京海上HD会議室）
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②第1回理事会（2021年4月23日）
　場所：オンライン

　議題：2020年度事業・決算承認、定款の改定答申、評議員会招集決議
③第2回理事会（2021年11月26日）
　場所：愛宕山弁護士ビル会議室とオンラインのハイブリッド

　議題：業務執行理事の報告など

④第3回理事会（2022年3月18日）
　場所：愛宕山弁護士ビル会議室とオンラインのハイブリッド

　議題：2022年度事業計画・収支予算承認、業務執行理事の報告　　　

　　 　
第3回理事会（愛宕山弁護士ビル会議室とオンラインのハイブリッド）

2021年度運営幹事会開催記録
運営幹事会メンバー：隈丸理事長、小室副理事長、佐藤常務理事、金沢常務理事（第4
回まで）、小笠原理事、池本理事、熊澤理事、阪本理事（第9回より）、　　長理事、加藤
監事、谷中監事

（以下は、全て協会事務局とオンラインのハイブリッド開催）

①第1回運営幹事会（2021年4月20日）
　議題：第1回理事会審議事項の確認
②第2回運営幹事会（2021年5月14日）
　議題：定時評議委員会審議事項の確認

③第3回運営幹事会（2021年6月18日）
　議題：各事業委員会の開催報告、若者力大賞候補者募集開始

④第4回運営幹事会（2021年7月16日）
　議題：異業種交流研修会、さくらサイエンスプログラムの開催の検討

⑤第5回運営幹事会（2021年8月20日）
　議題：LEP、インターン活動内容、GET海外研修オンラインの中止
⑥第6回運営幹事会（2021年9月17日）
　議題：若者力大賞候補者選考状況、法人会員懇談会の実行、AJAFA-21 ”VEP2021”
⑦第7回運営幹事会（2021年10月15日）
　議題：第2回理事会議案、法人会員強化策、若者力大賞審査委員会の開催
⑧第8回運営幹事会（2021年11月19日）
　議題：法人会員懇談会の開催報告、第2回理事会議案
⑨第9回運営幹事会（2021年12月17日）
　議題：さくらサイエンスオンラインプログラムの実施決定、リアルの異業種交流研修会の

実施決定、AJAFA-21 “VEP2021”開催報告、防火管理者任命（7月）
⑩第10回運営幹事会（2022年1月21日）
　議題：2022年度行事予定、若者力大賞表彰式の延期、事務所賃貸借の更新内容
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⑪第11回運営幹事会（2021年2月18日）
　議題：2022年度事業計画・予算案、理事・監事の改選
⑫第12回運営幹事会（2021年3月11日）
　議題：2022年度事業計画・予算案、2021年度第3回理事会議案

2021年度月次会計監査記録
毎月、谷中税理士（監事）による月次会計監査を実施。

①4月分：2021年5月18日、②5月分：2021年6月15日、③6月分：2021年7月13日、④7
月分：2021年8月17日、⑤8月分：2021年9月14日、⑥9月分：2021年10月12日、⑦10
月分：2021年11月16日、⑧11月分：2021年12月17日、⑨12月分：2022年1月17日、
⑩1月分：2022年2月18日、⑪2月分：2022年3月4日、⑫3月分:2022年4月5日

（２）会員動向（法人・個人）

◆2022年3月31日現在
（１）法人会員・・・・・・・・・53社
（２）個人会員・・・・・・・・・48名

うち10万円超・・・・・・・永野毅氏、渡辺順彦氏
（３）寄付・・・・・・・・・・・山口育英奨学会（60万円）

　　   程ヶ谷基金（20万円）

＜法人会員一覧＞　2022年3月31日現在
・旭化成㈱ ・㈱アテナ ・アトラ㈱ ・㈱石井鐵工所

・五十鈴㈱　 ・エア・ウォーター㈱ ・NSユナイテッド海運㈱
・ENEOSホールディングス㈱ ・㈱江ノ島マリンコーポレーション

・㈱オカムラ ・鹿島建設㈱ ・川崎重工業㈱ ・㈱キノシタ大阪

・共英製鋼㈱ ・協材興業㈱ ・㈶勤労青少年躍進会 ・KDDI㈱
・山九㈱ ・㈱滋慶 ・㈲Ｊ＆Ｉ ・ＪＸ石油開発㈱

・セイコーホールディングス㈱ ・清和綜合建物㈱ ・大日本土木㈱

・㈳中部産業連盟 ・東京海上日動火災保険㈱ ・東京海上ホールディングス㈱　　

・東京商工会議所 ・東銀リース㈱ ・トーヨーカネツ㈱ ・トピー工業㈱

・㈱日清製粉グループ本社 ・日鉄エンジニアリング㈱

・日鉄ケミカル＆マテリアル㈱ ・日鉄鋼板㈱ ・日鉄興和不動産㈱

・日鉄ソリューションズ㈱ ・日鉄ドラム㈱ ・日鉄物産㈱

・㈱NIPPO ・日本製鉄㈱ ・㈱日本政策投資銀行

・㈱ニヤクコーポレーション ・㈱乃村工藝社 ・阪和興業㈱

・東日本電信電話㈱ ・BIPROGY㈱ ・㈱みずほ銀行 ・三谷産業㈱

・三井物産㈱ ・㈱三菱ケミカルホールディングス ・㈻メイ・ウシヤマ学園

・㈱メタルワン　　
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事業報告における附属明細書

　2021年度事業報告においては、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第
34条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないため
作成しない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年3月

公益財団法人　日本ユースリーダー協会

東京都港区愛宕１－６－７　愛宕山弁護士ビル８階

公益財団法人日本ユースリーダー協会
TEL: 03-6441-0581

Email: day@youthleader.or.jp
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