７０

梅 雨の季 節 となりました︒怒 涛のよ
うに５月 が 過 ぎ 去 り︑
６月はじめのブ
ロック大会︑
ＡＳＰＡＣ︑
わんぱく相撲東
京都大会を終えて︑
ようやくクローゼッ
トの衣 替 えをする気 分になってきまし
た︒春冬の衣類をクリーニングに出しな
がら︑次にこれを着る時は２０１３年度
が終わる頃かと︑早くも感慨にひたって
しまいます︒上 半 期の時 間 経 過は超 速
で︑残 りの半 年 も きっとあっという 間に
過 ぎていくのだろうと思います︒現 在︑
名の︵公社︶調布青年会議所メンバー
のみなさま も︑
それぞれに 通 りの時
間と思い出を積み重ねられてきたこと
でしょう︒
やってもやらなくても時 間は
過 ぎていき ま すし︑
やらずに後 悔 する
よりやって後 悔したほうがいい︒今この
時しかない一瞬 をみなさま とともに大
切に過ごしていきたいと思います︒
年 頭にお 伝 えした 理 事 長 所 信の最
後で﹁失 敗は成 功の近 道︒失 敗を恐れ
ずチャレンジし︑最後まで最善を尽くす
努 力 を 続 けることができれば︑例 え結
果が失敗に終わったとしてもきっと次の
成功につながる大きな財産を手に入れ
るこ と がで き る﹂
と 述べま し た︒私 自
身︑体 現 で き ているのだろ う か︒振 り
返ってみると︑
いろいろな場 面が思い出
されます︒実際に失敗すれば落ち込み
ま すし︑失 敗 を 恐れ︑精 神 的な苦 痛 を

第

題字 嵐祐子

仙川

代理事長

は水 面 下でいつの間にか書 類 を 作 り 気が
付けば完 璧な資 料を用 意してくれた︒外
部 対 応の宮 沢 君は３月の年 度 末で忙しい
中︑外部団体と折衝してくれた︒
この時点
で︑運営競技があまり動いていないのが気
がかりだった︒
しかし︑徐々に当日が近づくにつれて︑
一
志君︑粕谷君の目が本気モードになってき
た︒本気になったこの二人のパワーはすさま
じく︑今までのんびりしていたのがウソのよ
うに業 務 をこなしていく 彼らを 見ていて
当初心配していたのがバカらしくなってし
まった︒
そして第 回わんぱく相撲調布場所
仙川 当日を迎えた︒
数日前まで︑雨の予 報もあり心 配した
がとても 良い天気になりメンバー全 員一安
心︑
そして当日設営スタート！のぼり立て︑
テント張り︑
ブース設営等々各自の任され
たポジションを確実にこなしていく調布 Ｊ
Ｃメンバー達︒
改めて意識の高い団体である
と感じた︒朝９時 ︑取 組み開 始 ︒低 学 年の
子ども達の取り組みはかわいいものだった
が子ども達は真剣に相撲をしている︒見て
いるこっちがだんだん熱くなってくる︒
最近の子ども達は勝ち負けにこだわり
を持たない子が多いなどと聞くが︑そうい
うことを教 えてもらう 機 会が少ないのだ
ろう ︒相 撲は勝 負の白 黒がはっき りして︑
まさにこのわんぱく相撲は勝ち負けを体
で体感できる青年会議所の代表すべき事
業のひとつだと思う︒将来この日本を担う
子ども達が大人になったときにこのわんぱ
く相撲を通じて感じた勝つ喜び負ける悔
しさを忘れずに社 会の荒 波に負けない強
い人間になってほしいと心から願う︒

嵐

祐子

私は︑︵公社︶
調布青年会議所の魅力
のひとつは躍 動 感だと思っています︒
仲
間を信じ︑失敗を恐れずチャレンジする
勇 気 をこれからもなくさないでほしい
と思います︒
来 月７月 はシニアクラブ合 同 例 会︑
関 東 地 区 大 会︑
サマーコンファレンスと
続 き ま す︒多 くのみなさまとお会いで
きることを 楽 しみにしていま す︒ 2013
年度後半戦︑引き続きよろしくお願い
いたします︒

２０１２年 最 後の例 会である卒 業 式・
納会の懇親会にて︑畑野君より﹁わんぱく
相撲の実行委員長をお願いしたい﹂と︑話
があった︒
お酒も入っており︑その場での返
答は待ってもらい３日間熟慮した後︑実行
委 員 長を受ける返 事をした︒そこから更
に数ヶ月後実行委員会が設置され︑
一番大
事な会場の選定について話し合われた︒
様々な意 見が出るなか︑畑 野 副 実 行 委
員 長から仙 川でやりたいと話が出た︒最
初はあんな駅前の狭くて人が多く集まる
ところで開催なんてできるのかと︑
メンバー
は心配していたが︑畑野君は消防団などで
培ってきた地元の繋がりを生かし︑
クイー
ンズ伊 勢 丹 仙川 店の駐 車 場 を 確 保した︒
この結 果が出せたのは畑 野 君の熱い仙 川
愛があったからだと思う︒
無事会場も決定した後に
﹁ 道 路も封 鎖
しよう﹂
と無謀な思いつきだったが︑
それを
みんなの力で実現させた︒道路にのぼりを
立ててみると︑過去例を見ない迫力のある
光景だった︒
３月に入り各セクションの部長が本格始
動 ︒事 務 局の清 水 君はすばらしい能 力で
事 務 処 理をこなし︑設 営の戸 井田君は実
行 力を生かし準 備を進め︑広 報の増田君

第 回わんぱく相撲調布場所
実行委員長 和田勝幸
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想 像 してひるみ︑
前に進 むことに怯 え
たことが何 度 も あ り ました︒
でも その
都度﹁命をとられるわけじゃないし﹂
と
心の中でつぶやき開き直ってきました︒
やるからには成 功の青 写 真を描いて取
り 組むわけですが︑
予 想 外にう ま くい
かないこともあれば問 題が起 きること
も あ り ま す︒
最 後 までとことんあがい
た結果うまくいかなかった時は︑
決して
逃 げだしたりせず 失 敗 を 認め誠 実に
対 処 すること︒
当 たり 前のことですが
今年は繰り返しその教訓をかみしめて
います︒
最近では︑
苦しみを乗り越えた
後の脱 力 感︑
爽 快 感が心 地よく なり︑
恐れや怯 えの感 情が鈍 感になってきて
いま す︒
それはそれでリスクマネージメ
ント的には問題かもしれませんが︒
２０１３年 度︑無 事 折 り 返しの時 期
を 迎 えることができ たのはメンバーの
みなさま︑
シニアクラブ諸 先 輩 方︑各 地
会 員 会 議 所のみなさま︑そしてお力 添
え をいただいている地 域のみなさ まの
おかげです︒特にメンバーのみなさまと
は︑
たくさんの楽しい時 間︑苦しい時 間
を 共 有してき ました︒仲 間って素 晴ら
しいなあ と思いま す︒何が起 きても 仲
間を信じ︑ともに立ち向かえば乗り越
えられないものはないのだと思いま し
た︒信じることから生 まれる強さを 知
りました︒
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花 言 葉：
【 私 の 思 いを受けて下さい 】
【 公 平にする】
【返礼】
【 華 やかな恋 】
【あなたへ の 返 礼 】

6 月号
はなみ ずき

第27回わんぱく相撲調布場所

笑顔育む青少年委員会
委員長 畑野 政大
5月19日
（日）第27回わんぱく相撲調
布場所in仙川では、天気にも恵まれ、
180名近い小学生の参加の中、盛大に
且つ地域一体となり開催できたことを心
より感謝申し上げます。そしてメンバー
には、会場の事情もあり、前日は夜遅くま
での設営、
当日は朝５時という大変早い
集合からはじまり、一日中お手伝いして
いただき、
誠にありがとうございました。
このわんぱく相撲を開催できたのも何よ
り清水、戸井田副委員長そして委員会
のメンバーが一生懸命に動いてくれた
からこそできたものだと思います。
ただ、
ただ感謝の気持ちでいっぱいです。
私のわがまま、思いつきに始まった仙
川でのわんぱく相撲。
わんぱく相撲というものが行われてい
ることをいろんな人に知ってもらい、小学
生の参加をもっと増やしたい、
そして青
年会議所という存在を知ってもらいたい
という想いから、
たくさんの人に見てもら
える仙川というまちを選びました。
クインズ伊勢丹や地元の方々の協力も
あり、無事にわんぱく相撲が開催できま
した。
のぼり旗が通りに100本以上建てら
れた時は、努力が実り、調布青年会議
所のわんぱく相撲の底力を見せられた
かなと自負しております。
仙川商店街の協力によるお祭りのよ
うなアトラクションや食べ物ブース等、参
加していただいた方には楽しめたので
はないかと思います。そして少しでもま
ちの方々にわんぱく相撲にかかわっても
らいたいという想いで募集したボラン
ティアの皆様は、全員口をそろえて
「楽
しかった」、
「来年も参加したい」
というこ
とを聞けたことが、
ひとつ意義のあること
でした。
そして何よりも、仙川に買い物で訪
れた方々が足をとめて、小学生が一生
懸命取り組んでいる相撲を見てもらえ
たこと、その相撲をみて感動してもらえ
たことが一番の収穫でした。
今回の開催をとおして、今後、小学生
の参加者が増え、
まちの方々に青年会
議所という存在を知ってもらえ、地域一
帯で健全育成を考え、ボランティアの
参加が増え、
ますます盛大なわんぱく
相撲を開催するためのきっかけとなれ
ば幸いです。

東京ブロック協議会

第42回 東京ブロック大会 小平大会

公益社団法人日本青年会議所
関東地区 東京ブロック協議会
会長 渡邊 弘樹

的とした事業を開催させていただきまし
た。
出向者は、
普段ＬＯＭで行う事業とは
違った視点で事業を作りこまなければな
りません。
それは、
決まった地域が対象で
6月2日
（日）
に無事に開催されました、 はなく、東京24会員会議所や都民が対
東京ブロック大会に多くのメンバーが出
象であり、我々の事業が会員会議所（Ｌ
席して頂きまして誠にありがとうございま ＯＭ）
で見本となり、
その見本の事業を
す。昨年まで、東京ブロック会員大会と
会員会議所
（ＬＯＭ）
で開催してもらう事
言う名称でしたが、
日本青年会議所で
により、1つの運動を東京中に広める事
公益社団法人へ移行したことや、
より多
が目的となっています。
近年、
この目的が
くの都民に我々の運動を知ってもらうた
理解できずに出向し、事業を作り上げる
めに、会員という文字が無くなり東京ブ
メンバーが増えだしてきており、
地域で作
ロック大会へと名称が今年より変わりまし る事業の気分で事業の構築に入るた
た。
この大会は、
東京ブロック協議会とし
め、
どこの地域でも行っている事業しか
て最大の運動発信の場であり、主管す
計画出来ない状況があります。
出向者に
るＬＯＭは東京ブロック協議会の大会を
はまず、事業を作る目的が出向すると違
活用して、地域を活性化させるツールと う事から教え込むため近年議案の精度
して立候補をしています。
東京ブロック協
が低く、精度を上げていくための時間が
議会として大会での事業内容は、東京
余計にかかってしまい、事業のレベルが
にある24会員会議所が今後ＬＯＭで活
低下してきているように感じております。
用できる事業やＬＯＭ支援となる事業を
本年度も残り7ヵ月を切り、
事業も残すとこ
おこなう事を目的としています。
会員拡大
ろ僅かとなってしまっていますが、
この本
セミナーのようなすぐにＬＯＭで活用でき
質を出向者にもっと詳しく教え込み、地
る分科会の開催。復興支援事業などの
域で出向の経験を生かしながら運動や
今後、
東京中で行ってもらいたい分科会
活動が出来るメンバーの育成に励んで
の開催。
そして、
メインフォーラムでは今、 いきたいと思います。
この時代に足りない道徳心の育成を目

まち
「つながり」
向上委員会 委員長

菅 寛人

新入会員
黒田 謙

趣味 ● ドライブ
仕事内容 ● コンビニエンスストア経営
会社名 ● 有限会社クロダ
入会のきっかけ ● 紹介
意気込み・やりたいことなど ●
仕事の都合上、なかなか委員会に参加出
来ませんが、仕事も含め自分に出来る事
を精一杯やって行きます。
よろしくお願い
致します。

相嶋 恵子

趣味 ● ぼーっとする事
仕事内容 ● 飲食店経営
店名 ● CHILL+(チルプラス)
入会のきっかけ ● お店の近くに青年会
の会議所が出来て、知り合いになり勧誘
して頂き入会しました。
意気込み・やりたいことなど ●
楽しみながら地域の活性化に協力してい
きたいです。

4月例会
「パパのための」調布で子育てを楽しもう！
家族で調布を楽しもう！

薄井 麻希子

趣味 ● ランニング、高尾山、
フリーマー
ケット
（出品の方）
会社名 ● 某機関
仕事内容 ● 事務職
青年会議所へ入会のきっかけ ●
姉からのすすめ。地元に貢献できること
何かないかなーと思っていたので。
意気込み・やりたいことなど ●

調布に産まれて、
３０ウン年。
知っているようで、
知
らないことの方が多いような。未だに調布市を神
奈川県の一部と思う人。千葉の銚子と間違う人。
極めつけは田園調布と
（我が地元の方がより田園
なのに。
いっそ駅名逆にしちゃえばばいいのに。
）
、
間違える方々に是非、
「調布」
は今元気な町なんで
すよ！と伝える取り組みをしていけたらなと思いま
す。
もちろん地元の方々にも、
新たに転居してくる
方々にもです。
あまりアグレッシブな方ではありま
せんが、
やるときはやります。
地元に貢献できるよ
う、
がんばります。
よろしく致します。

我々まちづくりを担当する委員会として
は、
「調布の活性化」が目標であるべきと考
え、
まちの活性化を考えたときに、
もっと地域
のパパ同士の
「つながり」
を向上させる事が
重要な要素の一つではないか、
と思いまし
た。委員会で悩み抜いて出したキーワード
が「イクメン」
でした。他人とつながりを持つ
事を得意とするパパ達が少ない中、育児に
関する事であれば集まり、つながりやすい
のではないか。
そして、
つながったパパ達が
地域に興味を持ち、
やがて活躍していく、
つ
まり
「イキ
（地域）
メン」
を増やす事がまちの
活性化の一助となるはず、
と確信を持ち事
業を開催しました。
一番心配していた動員も、委員会一丸と
なったチラシ配布などが功を奏し、多くのご
家族に集まっていただく事ができました。子
供スペースを中心とした和気あいあいの会
場、笑顔の子供達とそれを囲む笑顔の父
親達という、
自分が思い描いていた通りの
風景を目の当たりにした時の感動は忘れら
れません。
事業を組み立てていく中で、委員会内で
の多くのやり取り一つ一つがいい思い出と
なっております。
たづくり大会議場の床カー
ペットに靴脱いで入るかどうか？人によって
は全く気にせず、
そんな汚い所に座り込み
たくない、
という意見も。
細かい事ですが、
人
によっての価値観の違いが次々と露わにな
り、
それをまとめ、事業を前に進める事の大
変さを改めて感じました。
逆に嬉しかったのはチラシ・ポスター作成
の時。
ＪＣメンバーのパパ達を集めよう
！
と決
め、声掛けすると皆が快く引き受けていた
だき、
日曜日の朝から９組もの子ども連れで
撮影会を行う事ができました。完成したチラ
シ・ポスターはとても好評で、理事長からは
「このチラシが作れたのがこの事業の成功
だね」
と喜んでいいのかわからないコメント
もいただきました。
この事業を行い、育児や父親の地域参
加の大切さについて一番学ばせていただ
いたのは、
おそらく自分だと感じています。
１
歳児の育児で格闘している自分が、今一
番関心を持っている事を事業という形にし
ていただいた、委員会の皆様には感謝の
気持ちしかありません。特に育児経験もな
い高橋副委員長には難しいテーマとなって
しまったと思いますが、最後まで真摯に事
業と向き合っていただきました。
パパ達の
「つながり」、
これからも自分なり
に考えていきたいと思います。

今年度の

卒業生

２年という短い間の現役生活で何ができ
るかな〜と思いながら入会しました
何か成し遂げられないなら、せめてちゃんと
出席しようと思っていた矢先に、入院手術。
久美ちゃんに誘ってもらったブロックの委員
会もなかなか行けなくて本当に申し訳ない、
もったいなーい！
と悔しい思いをしました

今年は本当にブロックもＬＯＭも楽しく充
実した活動をさせてもらっています

卒業まであと半年︒今年度卒業されるメンバーに︑

現役時代の想い出や︑
やり残した事などをお聞きしました︒

現役のメンバーにとって︑今後の 活動の参考になるかと思います︒

から現役へ
メッセージ

JC

でもおかげでエンジンがかかりました

やっぱり
ＪＣはやら
ないと！わからなくて
も参加しないと
！仕事
はその場その場で
自分で見つけるもの
です！
あとやり残した事…？
「お土産を買って帰ろうキャンペーン！」
や
りたかったな。
なかなか家族の理解が
（特に
奥様）得られないＪＣだからせめて夜遅くに
家に帰る時はお土産を…
コンビニのアイスでも花の１輪でもいいか
ら夜の飲み屋街で手土産なんていくらでも
売ってるし
「パパ今夜もＪＣなの？じゃあまた
お土産買って来てね〜」
って送り出してもら
えたら良いじゃないですか！
女性の立場からの発信をもっとＬＯＭ内
でやりたかったです

あ、
うるさいおば
ちゃんですかね…？

卒業生として、伝えたいこ
とは、言い尽くされているこ

誘われた
役職は拒まず、
受けて欲しいと

とですが、

いうことです。
自分は、
2010年に入
会後、次年度に向
けて最初に頼まれ
た役職は、すべて
受けてきました。現
在も、東京ブロック
協議会に出向し、
事務局の裏方仕事
に邁進しています。
これから、
次年度
の役 職の話 が 来
て、
悩むこともあると
思いますが、積極
的にチャレンジして
ください。

卒業の時に
は、
やって良かっ
たと、
必ず思え
るはずです。

早いものですんね！今年もあっという間に半分
が過ぎてしまいました。
私、
２００４年賀詞入会そして今年卒業を迎え
ます。
あと半年！
９年半のＪＣライフを色々思い出し
ます。
楽しかったな〜
（＞ｗ＜）
話はかわりますが、私今お花屋さんやってま
す。今３年目です。
ご存知の方もいらしゃるで
しょうがフルール パピヨン というお花屋さんを
第八中学校そばにてやっております。
ＪＣに入っ
たころはブドウ園の手伝いとマンションの管理を
してました。今もそれもしてますが、
お花屋の方

お花
屋さんだというと、
た
いていの人に嘘で
しょ？と言われます
が・
・
・そんなにおか
しいですかね
（笑）
。
に多くの 時 間を使っています 。

ＪＣに入ってからいろいろな事を学び、
たくさ
んの希望を持ちました。
たくさんの友人に感化
され、勇気をもらい、夢であったお花屋さんを始
めることができました。
まあ儲かってるかはさて
おき、やってみてたくさんの事を学んでいると
思っています。
なんかうまく言えませんが、今の私があるの
はＪＣのおかげだと思います。
あと半年で卒業
になりますが、
なんとかＪＣに恩返しできればと思
います。
９月に卒業生委員会の担当のラスト事業が
あります。生みの苦しみなうです！
しかし卒業生
全員のこれまで得てきた経験・知識・情熱を集
結して来年度以降も残る後輩メンバー達に何
か残せたらと試行錯誤しています。
本年は卒業生委員会というものあり、
なかな
か理事以外のメンバーとは時間を共にすること
がありませんが、後輩のみなさんとの機会をあ
と半年でなるべく持てればとも思ってます。
なに
かあれば卒業生委員会のメンバーさそってみ
てくださいね！
卒業生メンバーみんなそれぞれＪＣに感じて
る恩があると思ってます。
それぞれの感じ方の
大小はあるでしょうが、
みんなラスト半年で何か
恩返しできるようがんばります！
昔は先輩方によく言われました。
「楽しくなけ
ればＪＣじゃない！楽しいだけがＪＣじゃない！」今
はよくそれがわかります。
そんな思いであと半年
燃え尽きるまでがんばります！
どうぞよろしくお願
いします。

鮎川有祐と申します。仕事は調布市議会議員を
させていただいております。市議会議員の主な仕
事は年４回の定例議会で調布市の予算であった
り、数多くの条例などについて審議をしております。
一方で市民の皆様から多岐にわたるご相談を受け
ます。生命、財産、生活に関わる深刻なご相談か
ら、
コンサートのチケットの手配までその内容は様々
ですが、私はこうした個人個人が抱えている大なり
小なりのお悩みを実際に解消していく事も市議会
議員の重要な仕事であると考え取り組んでいます。
調布青年会議所には２６歳で入会し、
１４年間在
籍させていただきました。
ご存知の方もいらっしゃる
と思いますが、
１４年間中およそ１３年間は休眠状
態でありました。
こんな私を見るに見かねたのか、
当
時の渡邉理事長が理事に指名してくださり、青少
年委員会の委員長を１年間やらせていただきまし
た。
まあ大変な１年でした。青少年といえばわんぱく
相撲ですが、やるからには新たなチャレンジをした
いという想いで、場所については市役所前広場を
選定。現役メンバーの皆様にお伝えしておきます。
市役所前広場は止めておいた方が良いです。
とは
いえ、無事に終了し、市役所前広場に一泊したのも

当時委員
会メンバーには非
常に恵まれ、東京
農業大学相撲部に
飛び込みで協力要
請をし、
それが今も
継続されている事
はプチ自慢です。
良い思い出です 。
また

また、
どうしても１０月例会でやりたい事がありまし
た。
それは
「ハイハイコンテスト」
でした。委員会、理
事会では失笑されました。
「ハイハイ委員長」
とも呼
ばれました。
でもどうしてもやりたかったのです。委員
会メンバーは渋々だったと思いますが、協力してく
れ、実現する事ができました。例会の結果は…です
が、
この事業も市内の他団体が引き継いでくださり、
現在も継続事業として開催されている事もプチ自
慢です。
（ハイハイコンテストはボツとなっていますが
…）

恐れず
挑戦し、
叩かれても
挑戦し、
想いを形に
できるのが青年会
議所活動の醍醐味
なのかな〜って思
います。
大した経験はありませんが、

仕事に関すること
いつもお世話になります。林建設株式会社に勤務をしております小
山です。建設会社に勤務しておりますが配属の部署が総務でして、
あ
まり建物のことは解っておりません。
建物に関するご相談は弊社の施工スタッフがいつでも対応させて
頂きます
（笑）
総務と一言で言っても業務は細かく分類されます。
私が担当している業務は労務管理、人事管理、給与・賞与の管理、求
人活動、庶務業務、安全衛生、福利厚生、教育研修、危機管理 etcで
ございまして、
どちらかと言うと外より内向きな仕事が多く、事務作業が
ほとんどを占めるため慢性的な運動不足となっております。
２０１０年度 総務系の委員長をやらせて頂きましたが、
ある人から

「昼の仕事と夜のＪＣで似たようなこ
とをしていて良く飽きないね？」
と言
われたことを覚えています。確か「飽きてる
よ。
」
と答えたかと思います
（笑）

仕事の性格上、地味で縁の下の
仕事と揶揄されますが、考えように
よってはやりがいのある仕事ですよ
！
人が気持ちよく仕事に取り組める環境を整えたり、
どうしたらモチ
ベーションを保つことができるのかを考えたり・
・
・
感謝の言葉を次の仕事へ向かう原動力に変えてなんとか頑張って
ます。

ＪＣに関する小言
卒業まであと半年。
カウントダウンも中盤に差し掛かってまいりました。
「何か感じたことで伝えたいことがあれば何でも書いてくれ」
と言われま
したが、
ＪＣのことに触れつつ無題って難しいですね。
私が入会したのは２００６年土方理事長の時でした。入会して８年間
皆さんとご一緒する中で感じているのは全メンバーに対するアクティブ
メンバーの比率が年々低下しているように思います。原因は解りません

昔はもっと多くのメンバーでワイワイ
やっていたような・
・
・
が、

８年間も経過すれば世代間格差がおこるのもあたりまえなのかな？
なんて昔に感じたことを思い起こしてみました。
私が中学校時代の部活動では休憩時間に水を飲むと先輩から酷く
怒られ、練習メニューにうさぎ跳びが普通に組み込まれていました。先
輩からの指導も技術的な指導より、精神的な苦痛に耐えるいじめ的な
指導（１年生の指導係と称して２学年上の先輩に 替玉事件のなべや
かんさんがいて、練習後に学校の池で１年生だけを集めてザリガニとり
→ みんな池に飛び込み必死にザリガニを採る → ザリガニが採れな
かった１年生はゲットバックという罰を受ける等）
がほとんどでした。
高校になると、科学的な要素が練習メニューに加えられ、水は休憩
の度に飲み、
うさぎ跳びは足腰に負担が掛かるため禁止、技術的な指
導をしてくれる先輩がほとんどになりました。
その背景には科学的トレー
ニングの根拠が立証され、社会の運動に対する考え方に変化があっ
たからだと思います。

昔の常識がもう自分達の後輩には
常識ではない。
社会の変化に影響を
受けることで自分達の環境も変化しな
ければならないと感じた瞬間でした。

長く組織が存続するには世代に合ったやり方をその世代が作るとい
うことが大切だし、
そういうことができる組織風土も必要だと思います。
もう一つ大切なことは
「共感」
だと考えています。皆さんとは違うかもし
れませんが、私が行動を起こすプロセスは ①理解する → ②共
感する → ③賛同する という単純な流れなのです。以前こういう
経験がありました。
４年間バレーボール部のコーチに携わった際、
ある代替わりの時に
起きた話です。
その年の部員は目的がさまざまで
「強くなりたい」
「強くな
らなくても良いので何となくスポーツをしたい」
「友達と一緒の部活に属
していたい」等バラバラでした。
これでは１年間部員全員が一つの目標
に向かうのは難しいと考え、最初に話し合いの場を持ちました。
そこで
は何を目標とするのか？を全員で決めてもらい、結果「強くなりたい」
とい
う結論になりましたので、
その目標に向かう方針を伝え、
その目標と方針
に賛同できない部員は辞めてくれと伝えました。辞めた部員もおりました
が、
その後１年間方針をブラさずに進められたことは、最初の話し合い
があったからと信じております。
最近もニュースを見ていて
「共感」
の力を感じました。
それはトルコイスタ
ンブールで起きた反政府デモに参加した市民を鎮静化しようとする警察と
ワールドカップ出場を決めた時の渋谷スクランブル交差点で暴徒化する若
者を鎮静化しようとする警察
（ＤＪポリス）
との違いです。
前者は力で抑えつ
けようとする方法であり、
後者は同じ目線で話しかけ理解を得る方法であり

ＤＪポリス

ました。
結果は皆さんご存知の通り

が上手く

若者達の暴徒化を防いだわけであります。

私は共感、
賛同こそ人を動機付ける
一番の力であると考えます。

生意気に変化と共感について何となくフガフガ書きましたが、
何かの折
にあんな話を書いてた奴がいたなぁ〜と思い出してくれれば幸いです。

卒業まで残り半年となりました。相変わらずレア
キャラかとは思いますが、現役メンバーのチャレンジ
精神に期待をしています。

司会者、
選挙、
ウグイス、
役者

鈴木 あゆみ

昨年11月に独立して、
調布市の創業支援施設に
入居し、国領駅北口のコクティー3階で弁護士業務を
しております。

平松 明

お花屋さん

齊藤 喜兆

調布市議会議員

鮎川 有祐

林建設株式会社 総務

小山 晃一郎

