ご結婚おめでとうございます。

まち
「つながり」
向上委員会 委員長 管 寛人
我々のメンバーである、
前村久美子君が9月15日椿山荘にて結婚披露宴を挙げられました。
お相手は八王子JCの東山晃君。
アカデミー研修委員会で運命の出会いをされたそうです。
披露宴は300人を超える盛大な式となり、
席次表はなんと3ページにも及ぶほど！
多くのJCメンバーに囲まれて盛り上がった式となりました。
２次会も100人前後の参加者
（ほぼJCメンバー）
となり、
とても賑やかな会となりました。
前村
（東山）
久美子君、
JCに理解のある旦那様とともに、今後も仕事・家庭・JCと邁進してください。
いつまでもお幸せに！
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第43代理事長

嵐 祐子

2013年度も残すところあと3ヶ月となりました。
この一
年、すべてのメンバーがそれぞれの役割を担いまし
た。理事役員に限らず、運営幹事、会計幹事、
そして
各委員会に所属する委員のみなさま。一人ひとりがそ
れぞれの役割を果たしてこその2013年度（公社）調
布青年会議所でした。悔いを残さず2013年度を終え
ることができそうですか？
先日開催した9月第2例会は卒業生3K委員会のみな
さまのさまざまな想いが込められ、見事71名の会員全
員が出席する100％達成例会となりました。斉藤委員
長、笠木副委員長をはじめとする委員会メンバーのみ
なさま、委員会担当の松永副理事長、本当におつか
れさまでした。
そしてありがとうございました。1週間とい
う時間をかけての100％達成ですが、
これまでほとんど
例会に出席することがなかったメンバーも含め、1人も
かけることなく参加していただきました。数字の凄さは
もちろんのこと、人の心を動かし、
みんなの心をひとつ
にした卒業生3K委員会のみなさまの本気の取り組
み、
そしてその想いにこたえてくださったすべてのメン
バーに心から感謝を申し上げます。
71名のメンバーはそれぞれ異なる状況に身を置きな
がら、青年会議所運動にコミットしています。大変な
時、苦しい時もあるでしょう。
「どうしてこれほど苦労し
なくてはいけないのだろう」
自問自答することもあるかも
しれません。
「自分はこんなに大変だ」
そう思った時、
自
分以外の人、
自分と異なる役割を持つ人たちの気持
ちに思いを馳せてみませんか？経験したことがあれば
まだしも、経験したことのない役割、役職の立場に立っ
て思い巡らすことはなかなか難しいことかもしれませ
ん。
でも、人のふるまいを批判したり文句を言ったり、愚
痴ったりぼやいたりする前に
「自分がその立場だった
らどうしただろう」
「なぜこの人はそうするのだろう」
と考
えてみてほしいのです。
委員長や副委員長は自分が委員だった時の気持
ちを思い出して
「どうしたらみんなが委員会に参加し
たいと思うか」
を考え、委員のみなさんは、委員長をは
じめとする委員会スタッフがどれだけ委員会運営や動
員に苦心しているかを想像してみる。理事長、副理事
長や専務理事などの正副メンバーは、
自分たちがまだ
フォロアーだった頃に憧れた先輩の姿や当時抱いた
気持ちを思い起こし、正副メンバーとして恥ずかしくな
いふるまいを心がける。
そうして自分自身を振り返りな
がら、他者に思いやりをもつことができれば、
自然と気
持ちが通じ合い、組織全体で同じ方向を向いていくこ
とができるのではないでしょうか。
今年は東京ブロック協議会の会長、運営専務、副運
営専務、財政局長、事務局長といった重要なポストを
調布のメンバーが担いました。LOMの活動にはなか
なか参加できない時期もありましたが、
それでも可能な
限り顔を出し、力を注いでくれたと思います。LOMが
あってこその出向だという気持ちがあるからです。
翻って私たちはどれだけブロック出向メンバーの気持
ちを受け止め、支えてきただろうか、
そんなことも考え
たりします。
2013年度、LOM事業もブロック事業もまだまだありま
す。
ほんの少しでも他者の気持ちに思いを馳せながら
ラストスパートがんばっていきましょう。
そして、一人ひと
りがまたあらたな役割、役職にチャレンジする2014年
度にしっかりとバトンをつないでいきたいと思います。

9月第一例会 臨時総会

7月例会 シニア合同納涼例会
実行力総務広報委員会委員長

加園丈晴

七月に行われたシニア合同納涼例
会への多数のご参加大変ありがとうご
ざいました。本年度は先ず第一になる
べく沢山のシニアクラブの先輩と現役メ
ンバーが、交流出来ることを考えて調布
の地で開催をすることに決めました。
そ
のかいあってか当日は多数のシニアクラ
ブの先輩達と現役が、集まり楽しいひと
ときを味わう事が出来大変良かったと
思います。
これからも青年会議所運動
がする上で諸先輩方と交流が、
あるか
と思いますので暖かい目で見ていただ
けるとありがたいです。
今後とも宜しくお願い致します。

東京ブロック協議会7,8,9月運動報告
東京ブロックアカデミー研修委員会副委員長
ゆたっち塾 塾長 高岡 裕
東京ブロックアカデミー研修委員会副委員長
の高岡裕と申します。
所属は小金井青年会議所で、昨年度は理事
長を務めておりました。
嵐理事長、
そして調布青年会議所の会員の皆
様、
並びに関係者の皆様、
当委員会に対する日
頃からのご理解、
そして今全体委員会の設営
に対してのご協力に、
会を代表いたしまして心よ
り御礼申し上げます。
アカデミー研修委員会とは入会3年未満の会員
が各地会員会議所から一堂に会す委員会で
す。
委員を塾生、
副委員長を塾長と称し、
4つの
塾で構成されています。
ある意味師弟関係の
下、
JCとは何か？仲間とは？などLOMを超えた肩
書き抜きの付き合いをし、
多くの学びを得る委員
会です。
生涯にわたる仲間と出会える場でもあ
り、
それは大げさでなく奇跡の出会いです。
9月21日に行われた第六回全体委員会におい
ては
「協働実践」
をテーマに開催しました。第
一回から第五回までの全体委員会で多くのこ
とを吸収した本年度の塾生が、企画から設営
まで自分達で「協働して」事業を作り上げる
「実践」
を行う。
このことで更なる大きな学びへ
と繋がるとの考えの下、
塾生に提案しました。
スタッフは趣旨の軌道修正と全ての面でのサ
ポート役に徹する中、塾生が会議を重ね出し
た題目が今回の
「次年度アカデミー生に思い
を伝える」
です。次年度アカデミー候補生を対
象にアカデミーとは何かを早い段階で理解し
てほしいとの思いから出した題目です。
当日行った内容で大きなものは、塾生スピーチ
です。4塾の代表2名が一人3分の持ち時間で
次年度候補生に向けて伝えるというもので、
自
分たちが体験したことや感じたこと、
良い点改
善すべき点など等身大のアカデミーを、飾らな
い言葉で伝えてくれました。
たどたどしくも思い
は伝えたいと必死で頑張る塾生の姿。
そして
それを見守る理事長やLOMの先輩方・・・。
どれもが印象深く、
そして多くのご来場者に思
いを届けることができ、大変有意義な全体委
員会となりました。
また、御来場者も200人以上
と、動員についても多くの方からお褒めの言葉

を頂戴いたしました。調布の地で開催できた
からこそであります。
ちなみに余談ではありますが、私と貴LOM次
年度理事長予定者の高橋君は2008年アカデ
ミー研修委員会の同期生です。時は移れど当
時の仲間がそれぞれ本気で頑張っている姿を
確認できる、
それだけで自分も頑張れる・
・
・。
ア
カデミー研修委員会の良さの一つです。今年
一緒に活動した調布JCʻ13アカデミー生の皆さ
ん、ぜひ他LOMの仲間との出会いとご縁を引
き続き大事にしてください。
そして、
まだ見ぬ次
年度アカデミー生の皆さん、
アカデミーにはワク
ワクする奇跡の出会いが待っています。
自らの
意思でその奇跡を掴み取ってください。
改めまして調布JCの皆様、
このご縁に心から
感謝するとともに、貴LOMの今後ますますの
ご発展を心よりご祈念申し上げます。
ありがと
うございました。

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
運営専務 遠藤大貴
東京ブロック協議会が大きく関わった事
業として7月には、定例会議、
わんぱく相
撲全国大会、
アカデミー研修委員会第
５回全体委員会、関東地区大会宇都
宮大会に参加してまいりました。関東地
区大会宇都宮大会におかれましては、
多くの嵐理事長はじめ調布メンバーに
もご参加頂きまして、LOMナイトも開催
することができました。
そして、7月といえば日本青年会議所の
サマーコンファレンスが横浜の地で開
催されました。
こちらについても多くの調
布メンバーで集まることができました。
8月には東京ブロック協議会の注目事業
でもあった
「おだがいサマーキャンプ」
が
開催されました。
この事業は福島のこど
もと東京のこどもがキャンプによる共同生
活をし、
おもいやりの心を相互間で育ん
でもらうことを目的とした事業となります。
また小平青年会議所の30周年式典事
業にも参加してまいりました。
最後に9月は今までの事業の報告議案が
大量にあがってくる辛いシーズンです。
事業としては、
アカデミー研修委員会第
６回全体委員会と野球大会となります。
また日野青年会議所40周年事業もござ
いました。
はや東京ブロック協議会に出向して9ヶ月
を過ぎようとしています。
残り3ヶ月について
も職務を全うしてまいりますので、
引き続き
ご支援頂けますようお願いいたします。

新入会員
佐藤誠

生年月日 ● 1974年7月8日
趣味 ● ネットサーフィン・野球・バスケット
・割り勘計算・芝居（俳優活動）
特技 ● DTP（印刷物作り）
仕事内容 ● 印刷・製本・病院・調剤薬局向け手帳
会社名 ● 有限会社佐藤文誠社
入会のきっかけ ● 中学時代「優秀であった」同級生、
「渡
部弘樹」会長にお酒の席で口説かれて入会しました。
既婚の有無 ● 独身（×あり）笑
青年会議所でやりたいこと等 ●
まだ入会したばかりで漠然としたイメージしかないです
が、あえて挙げるなら、人前で何かをする事を早くに覚え
てもらうために小さいお子様向けのスポーツ教室、演劇
会、お笑いなどのエンターテイメント、
イベントのような

自立支援を行えるような事業を行ってみたいです。
自分のニックネーム ● まこっちゃん、
まこと、
まこちん、
まっこっちん
ポリシー
（理念など）● 信用できるのは、
一番落ち込んで
る時にこそ、そばにいてくれる人間だ。
（好きな言葉です）
失敗を先に考えたら何も出来ない。
だからやってみる。
メンバーの方へ伝えたいこと
（挨拶など）
●
まだどのような活動を行っていくのか正直分かっており
ませんが、
まずは持ち前の明るさと勢いとそして適当さ
（笑）
を武器に、いつの間にか中心人物になっているよう
な、そんな存在になれるように頑張っていきますので、
ど
うぞよろしくお願いします。

佐保田豊太

この度、
新入会させていただいた佐保田豊太です。
様々な肩書きを持った皆様が、
地元の活性化に目を向け、
志を共にしている姿に感銘し、
入会させていただきました。
今後少しでもお力になれるように頑張っていきます。
よろしくお願い致します。
生年月日 ● 1981年8月12日
趣味● スポーツ観戦、食べること、飲むこと
仕事内容 ● 不動産売買仲介・賃貸仲介及び売主業務
不動産管理及びコンサルティング
会社名 ● 株式会社安吉

入会のきっかけ ● 高橋秀幸さんにお誘いを受けました。
オブザーバーで参加したわんぱく相撲での子供達と皆
様の笑顔に後押しされました。
既婚の有無 ● 既婚
青年会議所でやりたいこと等 ●
多くの方の笑顔を支えるような運動を
企画し提案していきたい。
自分のニックネーム ● ぶんた
ポリシー
（理念など）● 明朗快活・質実剛健
自分を飾らず、
明るく、
心身ともに強く在る。

今年度の

8月例会
「ちょうふソーシャルクリーンさんぽ」

卒業生
から現役へ
メッセージ

さる、
８月２５日に翔ばたけ！拡大交流委員
会の担当例会である
「ちょうふソーシャルク
リーンさんぽ」
を無事に開催することができ
ました。
この例会を開催するに当たり、
目的
が今まで事業でやったことの無い
「会員拡
大に繋がる事業」
ということでかなりの議論
を委員会内でさせていただきました。新入
会員を中心とした委員会で拡大を主たる
目的とした事業を考える・・・非常に難しい
内容でしたが無事に開催できてよかったと
思います。
いざ本番を迎えたのでしたが、今年の猛
暑が嘘のように当日は雨・
・
・
そんな天気にも関わらず、大勢のメンバー・
一般参加者にご参加いただけました。

調布駅集合出発、多摩川駅前をゴールに
し、
クリーンさんぽのコースを全部で５つ用
意し参加者の体力、健康状態等を考慮し
て各グループに分かれてもらい、
出発しても
らいました。
前日、調布花火大会が行われた影響もあ
り？市内いたるところにごみが・・・
約２時間の作業で、集まったゴミが全部で
約６５キロ
！
タバコの吸殻・空き缶・など等、大きいもの
で古びた自転車なんかも落ちていました。
（それを多摩川まで運んだのがすごいと思
います）
雨の中、
皆さん本当にお疲れ様でした。
クリーンさんぽ後は、京王多摩川駅隣にあ
る、
ＢＢＱビレッジにて大交流会！
手ぶらで行ける会場の為、皆さんリラックス
していただいて、楽しい楽しい交流会を行

うことができました。
今回、拡大に繋がる事業として「ちょうふ
ソーシャルクリーンさんぽ」
を開催させてい
ただきましたが、感じたことは、非常に企画
が難しいこと。そして毎月毎月の例会が、
拡大に繋がる事業であるということです。
人それぞれ、考え方や感じ方が違います。
青年会議所の行う事業、
１つ１つも対象や
目的が違います。
オブザーバーとして参加
してくれる人達が事業に興味をもって青年
会議所に興味を持って、仲間となって一緒
に活動したい！
と思ってくれるような事業を
行って行く事が必要だと感じました。
それでは、最後に。
青年会議所の拡大運動はまだまだ続きま
す。
お近くに２０歳〜３９歳の入会対象者の
方がいらっしゃいましたら是非、川端までご
一報下さい。宜しくお願いします。

卒業まであとわずか︒前号に続き︑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︒

翔ばたけ！拡大交流委員会
委員長 川端 宏志

JC

1999年に調布青年会議所に入会して15年。
途中、
というよりも入会当初より出席率の悪い会員で

2005年まではほ

ぼスリープでした。そんな自分が目覚めたきっかけは、同期入会の新國

先輩からの
「委員会に出席してみないか」
とのお誘いでした。
たまたまその日は、時間が
あいており、会費も払っているのだから少しく
らいは参加しても
いいかと思い。少し勇気を出して当時の布多天神横にある事務局に足を運んだ。
これま
でほぼスリープの自分を明るく迎え入れてくれた当時の委員長日比生先輩や新國先輩
がいた。
日比生先輩の委員会の事業構築方法、
新國先輩の委員会進行が

とても輝いて見えた。
そこから自分のＪＣライフがスタートした。

2009年には初めて理事を仰せつかり、
そこからラストイヤーの今年まで理事を続けてき
た。
ＪＣは理事にならないと見えないことが多いと思うし、理事に
なってこそ、
ＪＣが地域社会に伝えられるのだと思う。
チャンスがあれば理事はやってみる
価値はぜったいある。
なかなか委員会、例会に参加できない調布ＪＣメンバーでこの記事
を読んだら、一度勇気を出して参加してみよう。
ＪＣにはたくさんの輝いているメンバーが
沢山いるし温かく迎えてくれる。
ＪＣに入ったからには多くを学んで若い青年経済人として

副専務理事

和田 勝幸

ＪＣは40歳で卒業で
す。
悔いのないＪＣライフを送って下さい。
少しでも成長できるよう駆け抜けていただきたい。

卒業生から一言と言われ今回依頼を受けましたが、
自分的には昨年入会し二年目の今
後輩の仲間たちに残せる言葉
ＪＣ生活では新米です。

年卒業なので

など少ないのですが、
みんな委員会でも例会でも楽しんでやって欲しいと思います。私

例会準備等
大変な事めんどくさいと思う事もありましたが、
他の仲間達と真剣に意見しあったり、
怒られ
たり、
褒められたり、
何より楽しんでいます！
みなさん楽しんで下さい。
は昨年の拡大委員会・今年の卒業生委員会ともに、委員会、

そして９月例会にて100％例会という何年も達成されてい
ない事を目指し、調布のメンバーの仲間意識、パワーを
沸々と感じ、最高の仲間に出会えた事に感謝です。

残り3カ月楽しみます！

宜しくお願いします！

副委員長

笠木 慎二郎

こんにちは
木ばっかり書いている木村麻です。

私は東京ブロック協議会に1年、
日本青年会議所に4年出向していました。
その経験から一言ということで、
ちょっとし
た機会とタイミング、
そしてちょっとのお金と、
ちょっとの時間と、
ちょっとの勇気があれば、ぜひ出向をしてみてく

半沢直樹とは違いますけど。
ださい。
そこには知らないJCを見せてくれる場所があるはずです。
出向したきっかけは2008年佐々木先輩にお声をかけて頂き、委員長と電話でお話をし
た際、入会間もないに私に対して本当に丁寧に接してくださり、
「私でお役に立てるなら」
という思いで出向しました。実際にはお役に立つどころか全くのお荷物のよ
うな存在でしたが、皆さんにかわいがられて楽しさと、厳しさを知りました。委員会で
は中国で青年部の方々とディスカッションをしたり、
同時通訳での会議に出席し議事録を
作成したり、全国で行われる委員会に参加したりと、私の生活には全くなかったことばか
りでした。調布ではしないことを、
させてくれるところであり、
会えない人に

会うチャンスを与えてくれるところ。そんな大きな経験をさせてくれるところだと思っています。だ

から、
お声をかけて頂けたら、
行ってみようというようになったのです。
もちろんわけのわからない、MUSTという言葉をやたら言われたり、会議開始時間にドアの鍵を閉めたり、
びっくりす
るぐらい叱られたりしますが、
どれも事業を成功させるため、
その点に関してはどこでも一緒の想いなのだということ
を再確認する場所なのかもしれません。

もちろんLOMあっての出向ですのでそこはしっかりと踏まえて頂けたらと思います。
出向
することがベストというわけではなく、選択肢の一つとしてぜひとも考えてもらえたらと思

わがま

います。最後になりますが、理事長をはじめ各委員長、委員会メンバーには

まを言って出向させていただきありがとうございました。

木村 麻

