シニアクラブ会長
秋沢 淳雄

12

10

代理事長

嵐

まち﹁つながり﹂向上委員会と笑顔育む青少
年委員会が
﹁特製 鶏塩ちゃんこ﹂を出店して
くださいました︒
ひと手 間かけたちゃんこは
味 もよく ︑お天 気にも 恵 まれ︑
スロースター
ターだったわりには速攻完売︒
４１︐
０００円
を調 布の福 祉 事 業に寄 付 することができま
した︒
ところで昨日は︑本 年 度 最 後の東 京ブロッ
ク協 議 会 会 員 会 議 所 会 議でした︒会 員 会 議
の理事
所会議とは︑
ブロック協議会内
LOM
長がそれぞれ１票の議決権を持ちブロック協
議会運営について協議や審議を行う場です︒
私は調 布 ＪＣを 代 表して出 席している訳な
ので︑議案に対しては厳しい姿勢で臨まなく
てはならないのですが︑今年は東京ブロック協
議 会 会 長 ︑運 営 役 員 ︑事 務 局 員 そして各 委
員会へも多数のメンバーが出向しておりまし
た︒毎月のように臨時正副︑臨時役員会を繰
り 返し︑
ブロック運 営 ︑会 員 会 議 所の開 催に
尽 力している出 向メンバーの姿 を 見ていると
会 員 会 議 所へ臨む姿 勢 もついつい甘 くなり ︑
そこは自分の弱さを痛感した場面のひとつで
した︒
いろいろあ り ましたが︑
２０１３年 度︵ 公
社 ︶調 布 青 年 会 議 所の運 動 もそろそろ幕が
下りようとしております︒
みんなで積み重ね
てきた時間と経験を２０１４年度にしっかり
と引き継げるように︑最後まで気をひきしめ
ていきたいと思います︒
一年間ありがとうございました！

第

43

祐子

24

題字：嵐 祐子

本 年 度 も 残 りわずかとなりました︒あと
数日で卒業例会︒
そろそろこの一年を振り返っ
てみたいと思いつつ︑
いまだ慌ただしく毎日が
過ぎていき息をつく間もありません︒
さて前号でもお知らせしましたが︑
９月例会
は卒業生３Ｋ委員会が担当し︑
約 年ぶりの
１００％例会を達成することができました︒
でも会 員 拡 大は急 務であ
近 年 ︑どこの
LOM
り最重要課題となっております︒
しかしなが
ら︑拡大に成功し会員数が増えたとしてもア
クティブメンバーが増えなければあまり意味
が あ り ません︒せっか く 縁 が あって︑意 思 を
もって︑入会された方々なのですから︑期限の
限られたこの機会を楽しんでいただけるよう
な環境を整えたいと思ってきました︒﹁すべて
のメンバーがフルコミットすることはできなく
ても︑
せめて例会は１００％を目指したい﹂今
回 ︑その願いを実 現してくださった卒 業 生３
Ｋ委 員 会のみなさまの姿からアクティブメン
バーを増やしたいならもっと本気で取り組ま
なくてはいけない︑
そんなことを感じました︒
月例会はまち﹁つながり﹂向上委員会が担
当し︑調 布 市 商工会 青 年 部との合同 事 業で
ある
﹁調布青年経済人会議２０１３︒内容は
ビジネスセミナーと異業種交流会でした︒
月 例 会 は 笑 顔 育 む 青 少 年 委 員 会 担 当の
〜親子でヨガ体
﹁ Kids Yoga Festa inChofu
験〜﹂︒
いずれも 委 員 長 ︑副 委 員 長 を 中 心に
﹁これをやり たい！﹂という 委 員 会の想いが
ぎっしり詰まった例会でした︒
そして参画事 業である 月８日の調布市
福祉まつりでは︑担当例会を終えたばかりの

編集長：蓮井 一仁
（実行力広報総務委員会）
【実行力広報総務委員会】
委員長：加園 丈晴 副委員長：中島 茂雄 運営幹事：榎本 陽介 会計幹事：蓮井 一仁
井上 耕志 小川 陽一 鈴木 典子 西村 富雄 原島 剛 福司 聡 堀内 信宏 横川 尚行
編集
あすの調布 12月号
発行 公益社団法人調布青年会議所
〒１８２-０００７ 東京都調布市菊野台 １-１
７-１
ＴＥＬ・ＦＡＸ０４２
（４８５）
９６３０
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12月3日
（火）2013年度最終 調布JCじゃ
がいもクラブコンペと総会を開催しました。
秋沢シニア会長の計らいで、
シニアVS現役
の団体戦をやりました。結果はシニアの圧
勝！さすがです！現役チームもっと練習しよ
うね。総会では来年の会長も無事に決まり
ました。
色々と不手際もありましたが、
皆様のご協
力のおかげで一年間終える事ができました。
副会長の白浜君、戸井田君、
そして懇親
会には欠かせない喜兆君、本当にありがと
うございました☆

12月号

2013年 公益社団法人

調布青年会議所

月日の立つのが早いと感じる年代となり
今年は、
シニアクラブ会長として荻本貞
ました。企業経営では、決算月に棚卸しを
臣名誉顧問を始めとして、調布ＪＣの草創
して１年の締めくくりを行いますが、人生の
期の先輩方より多くのことを聞く機会を得
区切りとしては、
この１２月に棚卸しをする ることができました。青年会議所を通して
月となります。青年会議所も１２月で１年の
様々な立場の先輩や仲間と出会い、卒業
終わりを迎えます。現役メンバ−の皆さん
後も仕事や地域社会で走り続けていく中、
は、
この１年、
どのような１年だったのでしょ このご縁を大切にし、今、
できる最善を尽く
うか。
やりきったと感じている人もいれば、
中 しきることで自らの成長を続けたいと考え
途半端で終ったと感じている人もいるで
ています。
しょう。
１年を通して常に良い状態であり続
現役の皆さんには、1年間の棚卸し
（総
けることは難しいことだと思います。
括）
をして、新たな飛躍を目指して、社会
私は、
振り返ってみて充実した１年だと感
や地域を変革するくらいの大きな目標を
じることは、
様々な縁を沢山いただき、
多くの
持ってＪＣ運動を展開することを期待して
出会いがあった時です。
このご縁をいただ
います。
くために私が実践していることは、
「今、
でき
嵐理事長、渡邊東京ブロック協議会会
る最善を他者に尽くしきる」
ということです。 長、
１年間お疲れ様でした。
そして高橋次
今では、
仕事や社会を通して他者に最善を
年度理事長には、基本方針のもとリ−ダ−
尽くすことで、
「感謝の人間関係」
を構築し、 として、
メンバ−を正しい方向へ導き、更な
私の周りに
「ありがとう」
の声があふれるよう る飛躍をされることを願っています。
になることを人生の喜びとしています。

じゃかいもクラブ（ゴルフ部）

会長： 加藤 百恵
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青年経済人会議２０１３
調布でつながろう！〜異業種交流会＆セミナー〜

11月例会
キッズヨガフェスタ2013 in chofu

まち
「つながり」
向上委員会
委員長 菅
寛人

笑顔育む青少年委員会
委員長 畑野 政大

10月29日、調布市商工会青年部との合
同事業「青年経済員会議２０１３ 調布で
つながろう
！〜異業種交流会＆セミナー〜」
が開催されました。内容としては『すべて
は感動から始まる』
をテーマに、2部構成と
しました。第１部「セミナー」
では調布の名
店「もつやき処い志井」
の石井宏治社長を
講師として、
『感動』
をテーマに、商売の基
本であり全ての行動に大切なのは
『感じた
ら動く』
という事であること、地域の青年経
済人としてどうあるべきか、
など考える機会
を提供しました。
そして、第2部「異業種交
流会」
では地域の青年経済人達のつなが
りを提供する場を提供し、地域でのビジネ
スやまちづくり運動を広げていただきたい
と考えました。一番の懸念事項だった動員
が成功し、大盛況のうちに終わったことに
正直ホッとしている、
という状況です。参加
いただいた方々からは様々なお褒めの言
葉を頂き、
「 交流会の時間が短かった」
と
聞いた時にはこの事業で良かった、
と感じ
た一瞬でもありました。
アンケートの内容で
もほとんどが好意的な内容、
こんな事業を
待っていたというようなコメントもあり、実行
委員会メンバーの苦労が報われた、
とも感
じております。

はじめに、11月例会キッズヨガフェスタ
2013 in chofu を無事に開催できたことを
あらためまして御礼申し上げます
当日は、天気にも恵まれ200名人以上の
来場があり、
とても小さな赤ちゃんから幼
稚園生、そして小学生までの様々な青少
年を対象に「結ぶ」
「 つなぐ」
ということを
テーマにキッズヨガを行いました。
17人のヨガの講師や女優の田中律子さん
をお招き致しまして、
ヨガのよいところを存
分に体験していだだけたのではないかと
思います。そして最近では意外にも子供
達があまりやったことがないという焼きいも
を体験していただきました
当日時間がなく、
どのようにできあがるの
か、焼いているところをもう少し見せてあげ
られなかったことが少し心残りでもありまし
たが、全体を通じて子供達が楽しそうにし
ているところがみれ、本事業の目的であっ
た
「結ぶ」
「つなぐ」
ということをキッズヨガ、
家族ヨガを通じて子どもと親のふれあいの
場を設け、子供達のつながり、親子の絆、
親同士のつながり、家族をむすぶきっかけ
をつくれたのではないかと感じております。
この事業に参加してくださった家族の方々
から
『とても楽しめた』、
『またこのようなｲﾍﾞ
ﾝﾄをやってほしい』
とたくさんの声をいただ
きました。今回のこの事業で学んだことを
次年度へ引き継ぎより良い青少年事業が
できればと思います。 ありがとうございま
した。

実行委員会も、
当初は出席率が低いな
どの問題に悩む部分もありましたが、チラ
シ・ポスターといった事業の具体性が出てき
た途端、
また実際に動員を実行していくと
いう段階になって一気に実行委員会が動
きだし、
それもスタッフ以外のメンバーが主
導となり進んでいったことに驚き、感謝を感
じておりました。
特に動員に関しては商店街
などのチラシ配布を始め、
商工会青年部メ
ンバーのネットワークが大きな効果を発揮さ
れていたのではないかと思います。
事業を組み立てる経緯で、当初は飛行
場まつりへ参画や青年経済人会議自体の
検討をした事もありましたが、今となっては
商工会青年部の皆さんと事業を行えること
ができて本当によかったと思います。
二つの
団体の存在意義や目的、
決算時期・方法、
組織組などあらゆる事が違うなかで、
いか
に諸問題をクリアして一つの事業を組み立
てるか？この一見面倒とも思える作業に、
と
ても意味があったと考えます。
それは、
他団
体の運営の仕方を知る事、逆に青年会議
所の問題点を知る事、
そしてなにより新たな
「つながり」
が持てたことです。
今後もこの会
議体がより良い形で継続していく事を願っ
てやみません。事業にかかわっていただい
た、全ての皆様に感謝いたします。本当に
ありがとうございました。

12月例会 卒業例会

副理事長

松永 和磨

１１年間というＪＣライフの中で本年度が最終理事という形に
なりました。
年々失速してしまい、
いろいろな方に迷惑をかけたかもしれ
ません。
特に嵐理事長、期待はずれでごめん！
来年ラスト。楽しめるといいなって図々しくも思っております。
１年間ありがとうございました。

副理事長

前村 久美子

翔ばたけ！拡大交流委員会 委員長

本年は初の副理事長をさせて頂き、
まち
「つながり」向上委員
会を担当させて頂きました。
この委員会は菅委員長を中心に、
『つながりの向上』
というテーマに沿って一貫した事業展開を
行い、
まさに
『つながり』
を委員会メンバーで共有できた素晴ら
しい委員会であったと思います。菅委員長、大変お疲れさまで
した。
また、
この委員会を担当できたこと、副理事長に任命して
下さった嵐理事長に感謝申し上げます。一年間ありがとうござ
いました。

一年を振り返って
財務担当理事
副理事長

高橋 昇三

今年度私が担当させて頂いた笑顔育む青少年委員会
は、非常にパワフルな委員会でした。
畑野委員長の果てしない行動力（たまにどこへ行くかわ
かりませんが）、
そしてそれを支えるメンバーの結束力を随
所に感じ、私も多くの事を学ばせて頂きました。文字通り子
供たちの笑顔を育んだ素晴らしい青少年委員会となり、
委員会メンバー一同を誇りに思います。

瀧柳 伸央

今年は柄にも合わず青年会議所の財務を務めました。昨年
の10月頃、財務の要請をもらい、
とある先輩に財務の内容に
ついて相談すると
「青年会議所内部の仕組みがよく分かるい
い機会だ」
と言われ引き受ける決心をしました。手探り状態で
一年間の予算を組み立て、年間何度も何度も銀行に行き、預
金、
引落し、振込み、集金作業「面倒くさいなぁ〜」
なんて思い
最初はやってきました。根気よく銀行に通い、次第に慣れ、財
務の仕事を要領よくこなせるようになってきたなと思ったら今
年も終わりです。一年はあっという間です。
あまり存在が見え
ない立場でしたが財務を経験することにより青年会議所とい
う団体の構造を一部理解できた気がします。
この経験を今後に生かせたらと思います。一年間お疲れ様
でした。

川端 宏志

8月例会・12月例会と2つの事業を担当させていただくと共
に、15名拡大の目標を与えられておりました。会員拡大に関
しては私の力不足で残念ながら10名の入会となりました。
一年を通じて会員拡大にご協力いただき本当にありがとう
ございました。
本委員会は非常に新入会員に恵まれとても楽しい委員会
運営をさせてもらえることができたと思います。
また、東京ブ
ロック褒賞で
「女性拡大賞」
をいただくこともできました。
1月から振り返るといろいろなことがありましたが、今年は日
曜日の例会が多かったなぁ〜
とか言う自分の担当した8月例会も8月の最終日曜日25日に
開催させていただきました。
会員拡大を目的とした事業で、一般参加者とメンバーの交
流を図るべく
「ちょうふソーシャルクリーンさんぽ」
と題して調
布駅南口以南を5グループに分け清掃活動をさせていた
だきました。前日、調布市花火大会だったこともあり2時間弱
の活動で80キロ近くのゴミを集めることができました。
清掃活動後は、京王フローラルガーデン
「アンジェ」
にて交流
会を行い結果2名の新入会員を迎えることができました。
12月例会については
（12月2日現在）
終わっておりませんので！
一年を振り返ってみると拡大・交流・拡大！の繰り返しだった
気がします。
ＪＣの楽しさを新入会員にどれだけ伝えられた
かはわかりませんが本当に充実した一年間だったことは確
かです。本当にありがとうございました。

専務理事 山田 啓二朗

卒業生3K委員会 委員長

今年一年、専務という大役を頂きながら、仕事との両立が
しっかりと取れず、理事長を始め多くの皆様にご迷惑をお
かけ致しました。
この場を借りてお詫び致します。
自分自身悔くもありますので、仕事の環境を整えて、
この借
りは必ず返す。倍返しだ！
と流行りに乗りながらも来年以降しっかりとバランスを取りな
がら頑張りたいと思います。今後ともよろしくお願いします。
一年間ありがとうございました。

昨年末は最後は大好きなわんぱく相撲の担当委員会に平
委員でいきたいなーと思ってたんですが、卒業生委員会を
作るとのことで委員長を受けることとなりました。
担当副理事長の松永くんも同級生だし、副委員長の笠木く
んも幼なじみで、
なーなーな所の多い執行部となってしまいま
した。委員会のメンバーも個性的なメンバーばかり
！大変な
時もありました。
しかし、一年間なんとか委員会も運営でき、担当の賀詞・９月
例会はどちらも成功したと思っております。特に９月第二例会
では例会出席率100％を達成できました。
理事会では背中を見せる立場なのに反面教師だったり、迷
惑もかけましたが、想いだけは皆に伝えられたかと。
とにかく最後の一年間卒業生皆と思いっきりやらせてもらい
ました。
嵐理事長をはじめとするメンバーのみなさん本当にありがと
うございました。心置きなく卒業いたします！
実行力広報総務委員会 委員長

副専務理事

和田 勝幸

ラストイヤーで副専務という役職を仰せつかり嵐理事長、
山田専務を下支えして参りました。影の男の印象は払拭
されずに終わりを迎えそうですね(笑)。
このような役職与え
てくれた専務に感謝いたします。一年間ありがとうござい
ました。

齊藤 喜兆

加園 丈晴

2013年度一年間お疲れ様でした。
今年度総務広報委員会を嵐理事長から仰せつかり、頑張っ
てまいりました。
2013年度は公益をとり本格的に事業を計画していく中で、
我々総務広報委員会は以下に青年会議所運動を公益的に
一般市民に広く伝える事を考えて、
運営してきました。
明日の調布は蓮井君を編集長におき一年間の事業を見やす
く、
わかりやすくシニアの諸先輩方達にも伝える愛あるあすの
調布になっていたと思います。
来年度もますますの調布青年会議所運動が広く伝えられるよ
うがんばっいけるよう頑張りますのでこれからもよろしくお願い
します。
一年間大変お世話になりました。

笑顔育む青少年委員会 委員長

畑野 政大

青少年委員会は5月例会わんぱく相撲と11月例会のキッズヨ
ガフェスタを開催させてもらいました。事業をとおしてたくさんの
子供達の笑顔、
そしてたくさんの楽しそうにしている姿をみれ
たことが青少年委員会として意義ある事業を開催できたと感
じております
例年にない、盛大な2つの例会を開催できたこに委員会メン
バーそして調布青年会議所メンバーに感謝申し上げます。
一年間ありがとうございました

顧問

梶原 良介

2013年度、嵐理事長のお役にたてたのか？なかなか実感を
得られずに年末を迎えております。一年間ありがとうございま
した！

監事 小山 晃一郎
この時期になりますと良く話題に上るのは、
１２月１２日の漢字の日
にその年の世相を現す一字に何が選ばれるか？であったりしま
す。
ＪＣにおける今年１年を振り返り、
私が漢字一字で表すのであ
れば、
「己」
という字を選択します。
今年は嵐理事長をはじめとして、
自発的な行動を自己に強く委ね
られていた様に感じてなりません。
それぞれが自発的に動くことが
できてこそ組織の力は太くなっていくものと確信しております。

監事

渡邊 弘樹

1年間お疲れ様でした。無事に2013年度も終わり、2014年度
に襷を渡すことが出来た事と思います。私も監事と言う役職で
したがブロック会長の公務があり中々、会議に参加する事が
出来ず小山監事に負担をかけてしまいました。来年も残って
いるので、来年は必要以上に参加させて頂きたいと思います。
1年間ありがとうございました。

まち
「つながり」向上委員会 委員長

菅 寛人

元旦号で今年の抱負を書いたので、読み返してみた。
まち
づくりを担当する委員会だから、調布の街を知りたい、
と書い
てあった。今年一年、思ってみたほど調布について詳しく
なっていない気がする。一年を振り返ると、二つの事業に対
しての組み立てで終始していたのではないだろうか。初の委
員長ということで少し肩に力が入り、事業をなんとしても成功
させなければいけないなどという意識が強すぎたようにも思
う。今思うと、
もう少し委員会全体を俯瞰し、一人ひとりメン
バーに声をかけながら全体を巻き込んで運営していくべきで
はなかったか。過去お世話になった尊敬し、
目標とする委員
長達のようにもっと上手くできたのではないか。
ただそれで
も、得たものは大きかった。一年間「つながり」
をテーマに運
営してきた委員会で一番得たものは、一緒に一年間駆け抜
けてくれた委員会メンバーとの
「つながり」
であった。
反則的な誘い方で委員長にしてくれた前村副理事長、価値
観の違う中細かい指示にも答えていただき、委員会をしっか
りと支えてくれた高橋副委員長、委員会運営の要といつも適
切な意見を提示してくれた渡邊運営幹事、根本会計幹事、
そして全ての委員会メンバーの皆様、
本当にありがとう
！

翔ばたけ！拡大交流委員会 副委員長

小笠原 長武

一年間、委員会運営やその他様々な場面でお世話になった
皆様、本当にありがとうございました。
今年は嵐理事長、山田専務、
そして私を副委員長に選んで
いただいた川端委員長、
このお三方にお仕えする
「装置」
とし
て機能しようというテーマで過ごして参ったわけでございます
が、
いかんせん性能悪い装置でございまして、
なかなか起動
しない、動作が遅い、
プロダクトのクオリティーが低いなどの不
都合を生じることが大変多かったことお詫び申し上げます。
そ
れでも、副委員長の任務として当たり前のことではあります
が、要求の拒否はしないという誓いを守れたのは、三人が私
の大好きな仲間だったからだと思っております。
また加藤副委員長や遠藤、志田両幹事はもとより、新入会員
の皆様と共にわいわいがやがや、時に飲み過ぎてプチ事件
が起こること数えきれず、
ともかく無事に楽しく過ごせたこと、
人と環境に恵まれたなとしみじみ感じるとともに、
あわせて感
謝申し上げるところでごさいます。
ありがとうございました。

加藤 百恵

実行力広報総務委員会 副委員長 中島 茂雄

笑顔育む青少年委員会 副委員長

戸井田 寛

初めての副委員長をさせていただいてわんぱく相撲、11月例
会と大変勉強させてもらいました。
昨年入会して今年この大役が出来たのも最高の仲間達が
支えていただけたからだと思っています。
これからもよろしく御願いします！
！
「わんぱく相撲調布場所（仙川大会）、11月例会キッズヨガ
フェスタ2013 in chofu （ヨガでつながろう）」
皆様本当にご協力ありがとうございました。。

まち
「つながり」
向上委員会

副委員長

高橋 秀幸

2013年度初理事ということで、菅委員長には本当にお世話に
なりました。議案書の作り方、JCとは？ということを、JCモンス
ターの菅委員長から一から叩き込まれ、二人きりで夜３時まで
議案書を作ったことは、多分一生の思い出になると思います
笑
副委員長は、委員長を支えメンバー全員をケアをするという
役割があったと思いますが、
自分自身のことで手一杯になっ
てしまい、菅委員長・渡邉運営幹事を支えきれなかったこと、
委員会メンバーをうまく巻き込めなかったことが、心残りであり
自分の至らなかった点であったと反省しております。
。
。
ともかく、菅委員長の下、副委員長を経験できたことで、
自分
自身が成長できたのかなあ。
という自負はめばえましたので、
次年度に繋げ謙虚に頑張りたいと思います。

笑顔育む青少年委員会 副委員長

清水 崇司

皆様、2013年度お疲れ様でございました。本年度は
「笑顔育
む青少年委員会」
にて副委員長をさせて頂きましたが、
わん
ぱく相撲やヨガフェスタを通し、多くの子供達の笑顔を見る事
が出来たのではないかと感じます。
そして携わった委員会メ
ンバーにつきましても、
それぞれがそれぞれの役割を全うし、
各々が個性を発揮し、終始いい雰囲気の中で委員会が運営
されていた事に、委員長の人柄や雰囲気作りに多くの学びを
得る事が出来ました。
こんな素晴らしいメンバーに出会えて本
当にヨガった〜。
皆様ありがとうございました。

渉外担当理事

高橋 裕二

今年は専務室付きの渉外担当として、
そして正副構成メン
バーとして非常に重要なポジションを務めました。私が入会
してから初の渉外担当ということで、新たなスタンダードモデ
ルが作れればと考え、地域での催しに参加し、情報交換を
することから始めました。
3月には東日本大震災慰霊祭実行委員会を他団体と共に
立ち上げ事業を行うことができました。単年度の弊害に甘ん
じず、市民の意識改革を促すために、
自分たちの行動に最
後まで責任を持ち続けることをロムの文化に根付かせるまで
が渉外担当としての使命であると感じさせられた一年でし
た。最後に専務室の一員として十分な働きが出来なかった
ことは反省しておりますが、嵐理事長はじめ山田専務、和田
副専務、瀧柳財務とともにロム運営について学べたことはと
ても価値がありました。
一年間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
第42代会長

渡邊 弘樹

1年間LOMメンバーの皆様に支えて頂き
何とか無事に役職を全うする事が出来た
事、感謝申し上げます。
ありがとうございまし
た。運営スタッフとして出向してくれた、遠藤
大貴君、
平松明君、
堀内信宏君、志田卓磨
君には感謝しつくしても感謝しきれない気
持ちで一杯です。右も左も分からないなか
昨年の7月より運営を手探り状態で行い、失
敗をしながら学びを得て、今では最高の
チームとして成り立っています。全国47ブ
ロック行議会の中で一番の運営チームだと
私が全国に胸を張って言えるこのメンバー
を来年はLOMにお返しいたします。LOM
で更なる力を付け今後の調布青年会議所
を牽引する中核のメンバーになると確信し

から現役へ
メッセージ

総務委員会は、一年を通じて、事務局の管理、発送作業、
HP管理、発送物、理事会での議事録チェックと青年会議所
の中では、裏方的ポジションです事務的なところがおおく地
味な委員会ではありますが、 一年間を通して、委員長、幹
事、委員メンバーと力を合わせて青年会議所運動を遂行で
きたことが充実した一年だったとおもいます。
2013年度、実行力総務広報委員会の委員長、幹事、委員
会メンバーに感謝申し上げます。
ありがとうございました。

９月例会では、皆様の協力を頂き100％例会と言う大変素晴ら
しい事業が出来たと思います。
昨年入会し今年卒業と短いJC生活でしたが、最高の仲間達
に出会え素晴らしい2年でした。
ありがとうございます。(これか
らもヨロシク)

東京ブロック

卒業生

入会してから二度目の拡大委員会の副委員長を努めさせて
頂きました。元気で頼もしい新入会員のみんなと一緒に過ご
せて、
とても楽しかったです！なかなか動けない日が多く、
川端
委員長・小笠原副委員長にはご迷惑かけました。
遠藤運営幹事・志田会計幹事、色々と助けてくれてありがと
う
！来年も頑張ろうね♪
翔ばたけ！拡大交流委員会の皆さま、一年間本当にありがとう
ございました！

笠木 慎二郎

今年度の

翔ばたけ！拡大交流委員会 副委員長

卒業生3K委員会 副委員長

ております。
そして、嵐理事長！ブロック会長
排出の訳ありLOMの理事長として本当に
苦労したかと思います。訳ありで参加しなけ
ればいけない全てのファンクションに参加し
てもらえたことで、出向メンバーも安心をし、
職務を全うできました。
それがどれだけ大変
だったということを調布青年会議所のメン
バーは知らないと思います。女性であり、
サ
ラリーマンである嵐理事長が行った行動力
は本来であれば理事メンバーも出来なけれ
ばいけないはずです。忙しいという言い訳
ばかりで、人や地域の為に時間を作ろうと
せず、
自分の為には時間を作る理事メン
バーが多くいてどれだけ嵐理事長が苦労
をしていた事も知っております。来年は女性
らしく、
そしてメンバーに厳しく言う直前理事
長として、調布青年会議所を陰から支えて
頂きたいと思います。
最後に、嵐理事長！遠藤大貴！平松明！堀
内信宏！志田卓磨！あなたが2013年度の理
事長で、
あなたたちが運営スタッフとして居
てくれたからブロック会長の役職を全うでき
ました！本当に感謝しています。
ありがとう
！

15年間のJC生活、
いま振り返るとあっという間でした。そう思えるのも、毎年充実した時間を過ごす

事ができた証ではないか？多くの機会をいただき、多くの出会いをいただき、
それらが実に有機的であったが故に自分の凝り固まろ
うとしている価値観に刺激を与えてくれました。
ありきたりの言葉ですが、
「JCに入った自分と、JCに入らずに40歳を迎えた自分では、
きっとその後の人生が大きく違う歩みになるであろう。」
と実感しております。
入会した当時は、40歳でJCを卒業する自分をイメージする事ができませんでしたが、今その時を迎えています。
ちょっとした寂しさは
ありますが、
それよりも達成感や感謝の気持ちが大きく、心地良さすら感じています。
2008年の6月に父が他界し、
2009年に理事長を仰せつかりました。
正直申し上げて、
心や身体、
私生活や仕事といったほぼ全てのバ
ランスを崩したまま約5年が経過しましたが、
それも不思議なもので40の節目に向けて少し落ち着きを取り戻そうとしています
（笑）
理事長職が終わった2010・2011年度は卒業とは比較にならないほどの寂しさを感じ、新たなス
テージを目指し格闘しましたが、
自分の身の丈を痛感し断念。恐らく、今思い返すと、
あの時の自
分は
「スポットライト症候群」
だったのかも知れない…。恥ずかしい話ですが、
「ブロック会長に
なって伝説になりたい！」
なんて思ったりもした時期がありました。
がしかし、
そんな自己中心的な
動悸で務まる職責ではないという事は、
どなたもお分かりの通りであります。
しかしながら、
そんな自分の目を覚ませてくれたのが三ツ木君と齋藤君からのオファー
（2012年
度 拡大委員長）
でした。
当初は、他にやるべき若いメンバーが居ないのかとお断りしましたが、
5~10年先に対するビジョンと若いメンバーの獲得と育成についての熱い想いに共感し、
お受け
する事になりました。
そして、
これから先の調布JCを担う若きメンバーに囲まれ最高の一年を過
ごさせていただく事ができました。
この一年が、私の心をリセットしてくれたのです。
（身体はボロ
ボロにされましたが(^̲^)…）
いずれにせよ、最高に充実した15年間でした！JCとそこで出会った全ての皆様のお陰様で、今
後の人生も非常に楽しみです！

『調布に生まれて よかたぁ〜〜〜！
！
！』
＼(^o^)／

梶原 良介

５年間のＪＣ生活でしたが後半はあまり参加できずにおりました。
入会した当初に受けたメンバーの皆さんのエネルギーとインパクトは今でも忘れられません。
アイ
デアを捻りだして作り出される事業の数々は自分には無い視点、知識を想像させ感心しっぱな
しでした。初めてオブザーバーで参加した懇親会の席は正直

慣れとは怖いもので５年経ってしまえば同じ光景を見ても
引いてしまいましたが。。

何とも思わなくなるものです。拡大委員会の一年目は朝まで飲む事も多々ありましたが、先輩方
から沢山のお話を聞かせて頂き勉強させていただきました。暴飲暴食も酷くなりましたが不思
議と体重は落ちて行きましたね、何故でしょうか
（笑）。。
ＪＣに入会する前と卒業する今の自分の環境を比べると大分変化したな思います。
これも、皆さんから色々と情報を頂き考えさせる場面があったからだと思います。
今後はJCで得た経験を活かしてバリバリ仕事して税金を沢山収め
（笑）僕を育ててくれた調布

市、
日本国に貢献していきたいと思います。
皆さんとの出会いは一生物の宝物です！
！

ありがとうございます。

柴田 実久

