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第６２代
佐古　一太

２０１７年
（平成２９年）

スローガン：共生の心でつながる活力ある倉敷の実現
～心一つに未来に輝く倉敷をともにつくりあげよう～

会員数：８９名

主な事業：◎財政規則審査の導入
◎中国地区コンファレンス２０１７開催 (25 年ぶり開催 )

２０１７年４月：

７月：
８月：

９月：

１１月：

１２月：

くら・プレ！（KURA-J PRESS) ～倉敷ＪＣ未来への扉～「対談 : 伊東倉敷市長他」
３ＪＣハワイ交流事業 ハワイ訪問
ＰＵＲＥ祭２０１７～山寺ＳＯＵＬ！～
倉敷発信事業「あなたの知っている倉敷の魅力教えてください！コンテスト」
リーダーシップ養成塾
山形・倉敷子ども交歓会２０１７
中国地区コンファレンス２０１７
美観地区夢巡里プログラム「ひやさい２０１７」
ＨＪＪＪＣＣ来倉
倉敷ＪＣサッカークリニック２０１７～ＳＯＵＬ ＯＦ ＧＯＯＤ ＬＯＳＥＲ～
防災力ＵＰチャレンジ in 倉敷２０１７～楽しく学ぶ防災のこと～
第８２回経済文化講座
衆議院議員選挙立候補予定者公開討論会
天領阿吽祭
ＰＵＲＥ祭２０１７～Ｘ’ｍａＳＯＵＬ！～

第６３代
三木　浩一朗

２０１８年
（平成３０年）

スローガン：信念
～変化を恐れず、明るい未来へ向けてともに歩もう～

会員数：８７名

主な事業：　

２０１８年４月：

５月：
６月：
７月：

８月：
９月：
１０月：

１１月：

１２月：

倉敷 JC 情報局「クマシキさんちゃんねる」
３JC ハワイ交流事業 ハワイ訪問
第６８回 JCI-ASPAC 鹿児島大会「ジャパンナイト」ブース出展
「倉敷の明るい未来に向けて」をテーマに倉敷市長と対談
西日本豪雨における支援物資収集運搬
真備地区災害ボランティア・避難所への支援活動及び各地での炊き出し
内閣総理大臣と災害地同行
真備地区災害ボランティア・避難所への支援活動及び各地での炊き出し
３JC ハワイ交流事業HJJCC 来倉
真備地区災害ボランティア・避難所への支援活動及び各地での炊き出し
真備岡田秋祭りへの炊き出し
３JC チャリティーじゃがいも大会開催
岡山ブロックサッカー大会 in 倉敷
野球部全国大会３位
倉敷市へ被災地復興支援募金贈呈
＜倉敷 JC復興支援プロジェクト第１弾＞SMILE UP!! KURASHIKI
真備地区への支援物資収集運搬
＜倉敷 JC復興支援プロジェクト第２弾＞第８３回倉敷経済文化講座 西口プロレス in 倉敷
＜倉敷 JC 復興支援プロジェクト第３弾＞サブカルソニック２０１８～All you need is Smile～
＜倉敷 JC 復興支援プロジェクト第４弾＞復興阿吽際２０１８
真備地区への支援物資収集運搬

第６４代
松本　昌彦

２０１９年
（令和元年）

スローガン：誇り
～新しい時代の先駆者たれ～

会員数：７９名

◎倉敷 JC 宣言策定主な事業：　

２０１９年１月：
４月：
５月：
６月：

７月：
８月：

９月：

１０月：

１１月：
１２月：

SDGs 推進計画 ~私たちの手でつくる倉敷未来プロジェクト × SDGs~
2019 年 3JC ハワイ交流事業 ハワイ訪問
3JC合同 真備地区復興支援事業 真備町おたのしみクリーン作戦 in 川辺
生きる力楽習カレッジ「スポルタン X」
3JC 合同 真備地区復興支援事業 真備町おたのしみクリーン作戦 in 呉妹
倉敷 JC 情報局「くら・プレ !」放送
3JC 合同 真備地区復興支援事業 第 12 回真備・船穂総おどり
~私たちの手でつくる倉敷未来プロジェクト~ 「ひやさい 2019×SDGs」
CHUGOKU AWARD2019 「スポルタン X」 最優秀賞受賞
天領阿吽祭 2019 倉敷市・倉敷青年会議所「SDGs 共同宣言」
岡山ブロック懇親サッカー大会 主管
3JC ハワイ交流事業 HJJCC 来倉
3JC 合同 真備地区復興支援事業 4JC 合同クリーン作戦
第 84 回倉敷経済文化講座 講師 池上 正樹 氏
野球部 JC 全国野球大会 in となみ 準優勝
3JC 交流会 SCGs/ 生きる力楽習カレッジ「理界村」
復興阿吽祭 2019

第６５代
岡田　光弘

２０２０年
（令和２年）

スローガン：輝気
~切り拓こう ! この倉敷 ( まち ) の未来を ~

会員数：７０名

◎おかやま SDGs アワード受賞 (2020 年度創設 )主な事業：　

２０２０年１月：

３月：
４月：
５月：
７月：
８月：
９月：

１１月：

１２月：

クロスメディア広報「KURA×synergy」くらプレ・くらラジ
未来につなぐ SDGs~ みんなが主役だ~( 推進授業 )
新型コロナ休校支援「地域応援弁当 ( くらべん )」販売
3JC 合同 教育・保育機関への不織布マスク配布
市内小・中学校へのスーパー次亜水配布
九州地区豪雨災害における支援物資提供
生きる力学習カレッジ「理界村」2020
若者と「つながる」事業 倉敷市立精思高校
 9 月 FM例会 ~輝氣まんのミッドナイトくらしき~
倉敷movie~ ひやさい KuraTube~
3JC 合同 真備地区復興支援清掃活動
第 85回倉敷経済文化講座 講師 松原 誠 氏
家族交流事業~鬼滅の大運動会~
復興支援プロジェクト輝氣MORIMORI( ひとよし球磨 )
阿吽祭 2020~ つなげよう復興の輪~

第６６代
宗田　行弘

２０２１年
（令和３年）

スローガン：彩
～この倉敷（まち）を鮮やかな色彩に～

会員数：８０名

社会福祉法人倉敷市社会福祉協議会との協定書締結主な事業：

２０２１年１月：
２月：
４月：

５月：
６月：
：
：

８月：
１０月：
１１月：
１２月：

２０２１年度情報発信ツール「くら・ラジ！」
ＳＤＧｓ講演　倉敷市立短期大学 
倉敷情報発信局「くら・プレ！」
~ＳＤＧｓ未来都市計画から見る持続可能な倉敷の発展~
「対談：伊藤倉敷市長他」
講師公開例会　講師　石井　和宏　氏
会員資質向上例会　講師　上野　智子　氏
ＳＤＧｓ講演　倉敷市内各小中学校
ＳＤＧｓ講演　倉敷市内各高等学校
講師公開例会　講師　塩飽　敏史　氏
生きる力学習カレッジ理解村２０２１
 衆議院議員選挙　公開討論会
第８６回経済文化講座　講師　岸　博之　氏
ＫUＲＡＳＩＣ・ＰＡＲＫ～地域のお仕事体験プログラム～

第６７代
下原　將貴

２０２２年
（令和４年）

スローガン：一心一意
～己を信じ、仲間を信じ、心一つに挑戦しよう 夢溢れるこの倉敷 ( まち ) のために～

会員数：７１名

２０２２年１月：

２月：
３月：
４月：
５月：
６月：
１０月：

１１月：

１２月：

倉敷 JC マスメディア広報「KURAMEDIA」くらプレ・くらラジ
SDGs 行動プロジェクト~未来を創るのは君達だ~
SDGs 講演 東広島 JC
SDGs 講演 山陽女子中学校
SDGs 講演 倉敷市内各小学校
第 91 回岡山ブロックじゃがいも大会 主管
参議院議員選挙公開討論会~これからの話をしよう~
野球部 全国大会おおいた大会 第 3 位
MINEKURASHIKI~ みんなのひみつきち~
第 87 回経済文化講座 講師 藤原 加奈 氏
KURASHIKI さすてぃなタウン~私たちの未来創り~
3JC ハワイ交流事業
「傷つけサンタと傷つきサンタ」~思いやりと想いやり~
「家族交流会」~メリークリスマス ! 感謝と共に~


