シニアクラブ会長

秋沢 淳雄

あけましておめでとうございます。
現役の皆さんは、新年をどのような気持ち
で迎えられましたでしょうか。
シニアクラブ会
長として皆様へご挨拶申し上げます。
一つの団体や個人が持つ社会での影響
力は、様々な経験を積むことによってより大
きなものとなっていきます。
しかし経験がなく
ても若い力があればできることもあります。
小さな石ころを波のない水辺に投げ入れ
て下さい。
波紋が広がります。
小さな石も波
を立てることができます。
その波は、
大きく広
がることもできます。
経験のない若者が、
高
い志を持ち、意見を述べ、行動に移すこと
で同志が集まり社会を変革することもできる
のです。
そのような集まりが青年会議所だと
考えます。

クラブ活動

ポイクラブ

おおよそ月に一度の練習を通して会員相互の親睦と健康増進を図る事を目的と
する。
今年度も大会に参加予定。
お手数ですがよろしくお願いします！
！
冨沢 進太郎

バタータ

2014年度のバタータは月に一度の開催を目標としています。
日頃お酒等で体に毒と内蔵脂肪が溜まっている皆さんと元気に怪我なく続けて
いければ幸いです。
遠藤 大貴

ポテトクラブ

野球を通じて、
会員相互の親睦並びに他ＬＯＭとの交流を図ることを目的とする。
大会に参加予定。
巴山 勝済

ムサシノアスリートクラブ

様々なスポーツを通じて会員相互の親睦と健康増進を図ることを目的とする。
調
布市民体育祭への参加を予定。
瀧柳 伸央

写真部

写真部では、
皆様のすてきな一瞬を切り取るべく日々精進しております。
また、
部
員になっていただける方を絶賛募集中ですのでよろしくお願いいたします。
一瞬
を切り取る快感を是非味わってみませんか？
宮澤 学

(専務室 事務局)
専務理事：戸井田 寛 副専務理事：志田 卓磨 事務局長：加園 丈晴
副事務局長：加藤 百恵 事務局員：増田 健治・根本 幸一郎

高橋 裕二

編集 編集長：加藤百恵
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調布

明けましておめでとうございます︒公益社
団法人調布青年会議所メンバーの皆さま︑同
シニアクラブの皆さまには︑輝かしい新春をお
迎えのこととお喜び申し上げます︒
昨年は inspire the innovation
をスローガ
ンに掲げ︑既存のものにとらわれず新たな試
みを推進した一年でした︒特により大きな影
響力で地域を良くするためにと他団体や民
間企業と手を取り合い︑共に つ｢ながり を｣重
視した事業を開催できたことは一定の効果と
評価をいただくことが出来ました︒
本 年度は革 新から生まれた つ｢ながり を
｣
継 承し︑その体 制が地 域に根 付 くよう 能 動
的に地域を 支
｢え ︑｣子供たちの未来を︑笑顔
を 守
一年間公正明
｢る こ｣とを行動規範とし︑
大に運 動して参る所 存です ︒そのためにメン
バー一人ひとりには指 針 として 支
｢ え守るも
の﹂を明確に理解し行動してもらいたいとも
考えております︒組織とはそこに属する人で
あり︑私たちこそ源泉であり︑それを動かせ
るのは自分自身でしかありません︒皆さまが
﹁何を支え︑何を守りたいのか﹂を明確にして
能 動 的な一年 間を目 指してください︒その小
さな一歩の積み重ねでしかないのです︒私はメ
ンバーの成 長や幸せを 支 え︑調 布 ＪＣのプラ
イドを守る覚悟で臨みます︒
一見︑消極的なス
ローガンに見えますが︑本来守りを鉄壁にし
てこそ︑余力を躊躇することなく全て攻めに
集中できるのだと考えます︒
結びに︑調 布 青 年 会 議 所シニアクラブの皆
さまにおかれましては毎 年 新 入 会 員のご紹
介を頂いていることに感 謝し︑本年もさらな
るご協 力と事 業 実 施に至る際のご指 導ご鞭
撻のお願いを 申し上 げ ︑今 年が関 係 する皆
様すべてにとって明るく希望に満ちたすばら
しい一年となりますよう心から祈念いたしま
して︑
年頭のご挨拶といたします︒

運転が大好き！愛車を改造して走ってます！免許が無くても車が好きだ！こんな方
は是非グランツーリスモ部へおいで下さい。
サーキット走行やカート大会を通し運
転技術の向上は元より、
楽しくワイワイ、
みんなとの交流を深めたいと思います。

調布青年会議所

代理事長

グランツーリスモ部

2014年 公益社団法人

第

じゃかいもクラブ

今年度じゃがいもクラブの会長を務めさせていただくこととなりました白浜と申
します。
じゃがいもは現役とシニアが楽しく交流できる数少ない機会だと思います
ので、
ゴルフの好きな方はもちろん、
これから始めたいという方、
ゴルフはどうで
もいいけどどんちゃん騒ぎしたい方等々、
間口を広げて皆様に楽しんでいただけ
る会にしていきたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
白浜 利崇

あすの調布 元旦号 編集後記
今年度あすの調布を担当させて頂きます。
入会してからず〜っと
「あすの調布」
作りに関わりたかったので、
とても嬉しいです！
JCメンバー以外の方にも興味を持ってもらえるような
「あすの調布」
にしたいと思いますので、
皆様ご協力宜しくお願い致します☆
編集長 加藤百恵

あすの 1 月号

私は、高橋裕二理事長のもと公益社団法
人調布青年会議所の皆さんが、
調布の町
を変革するくらい高い志を持って運動する
ことを期待しています。
理事長１人では何も
することができなくても
「綱領」
のように同じ
志を持ったものが集まれば必ず大きな成果
をあげることができます。
新理事長を迎えた
この１年が、
メンバ−個々の能力が高まり成
長していく姿を楽しみに見ていきたいと思
います。
最後に昨年１年間は、嵐祐子直前理事
長、渡邊弘樹直前東京ブロック会長のもと
で調布ＪＣとメンバ−の皆さんが大きく成長
したと確信をしています。
二人のリ−ダ−シッ
プに感謝し、今年１年間の更なる飛躍を
願っています。

理事による 本年度抱負
副理事長

菅 寛人

０８年に入会し、正直この立ち位置にいる自分を想像しており
ませんでした。しかし、年度を重ねるごとに自分の成長、仲間と
のつながりを強く感じるようになりました。同じ世代である高
橋君が理事長を担い、3人の副理事長も同世代、という事もこ
の団体での「責任世代」となったのかなぁとも感じます。昨年は
委員長という、何かの「長」になるのが初めてでした。肩に力が
入り、視野が狭くなっていたのを感じます。今年は少し大きな
視野で、理事長を始めメンバーを影で支えられるような存在
であれたら、と思っております。一年間、楽しんでいきましょう！
副理事長

畑野 政大

新年あけましておめでとうございます。本年、副理事長という
大役を担わせて頂くこととなりました畑野政大です。
『青年会議所はメンバー一人ひとりが青年会議所運動の推進
者であります。』副理事長という立場におごることなく、なかな
か出席できないメンバーにも声をかけ、メンバー全員でまちや
地域の為に運動できるように自分自身背中をみせて調布青年
会議所メンバーを支え盛り上げていければと思います。どうぞ
一年間よろしくお願い致します。

副理事長

川端 宏志

新年明けましておめでとうございます。
昨年11名の卒業生を送り出し、本年も13名の卒業生を
送り出すこととなります。調布青年会議所においてメン
バーの大きな入れ替えが始まった昨今、副理事長という
大役をやらせていただく重圧を感じながら一年間楽し
んで運動を行っていきたいと思います。
昨年に続き拡大担当ということですので、
数多くの新しい
出会いを期待しつつ一年間頑張りたいと思います。

元気ハツラツ☆青少年委員会 委員長

瀧柳 伸央

生き生きとした青少年の姿をみたいという思いで「元
気 ハツラツ」とい う言 葉 を 委 員 会 名 に つ け まし た 。
2010年に入会してから初めて委員長に就きますが、青
少年委員会にとてもやりがいを感じています。よろしく
お願いします。

元気ハツラツ☆青少年委員会 副委員長

宮永 保寿

事業を通して「元気☆はつらつ青少年委員会」の名のよ
うに調布の街がより明るく、より元気な街となるように
主体的に活動して自分にとって、そして地域にとっても
意味ある何かを残せる1年にしていきます。

元気ハツラツ☆青少年委員会 副委員長

渡邊 涼介

元気ハツラツ☆青少年委員会副委員長の渡邊涼介です。
わんぱく相撲調布場所を初めとして、子供たちにたくさ
ん笑顔になってもらえる事業を作り上げていきます。皆
様のご支援、
ご協力の程、宜しくお願いいたします。

渉外委員会 委員長

榎本 陽介

2014年度、
卒業を予定している年度に
「渉外委員会」
の委
員長という大役を拝命致しました、
榎本陽介です。
私ども
の委員会は委員会名の通り、
日頃からお世話になってい
る行政や他団体との窓口としての役割り、
またいろいろ
なボランティア団体や復興支援団体との共催・参画を行
なって参ります。本年度の高橋理事長の掲げる
「支え、守
る。」
を基調とした委員会運営を実践し、今後活躍をして
行くだろうメンバーと共に積極的に運動を行なって参り
たいと思います。
１年間どうぞ宜しくお願い致します。

渉外委員会 副委員長

高木 隆

本年よりＪC活動を一生懸命にやらせて頂きたいと思い
ます。入会してから7年程経ってからの初理事というこ
とで、若干遅咲きと思われますが、
自分がＪＣの中で個性
的な花が咲かせられるように頑張ります。

まち委員会 委員長

高橋 秀幸

前年のまち委員会の副委員長から、今年度は同じまち委
員会の委員長を務めさせて頂きます。
委員長は委員会の要という自覚をしっかり持ち、自分ら
しい委員会運営、皆がしらけない委員会運営を心掛けた
いと思っております。一年間宜しくお願い致します。

まち委員会 副委員長

一志 浩平

新年、明けましておめでとうございます。
入会3年目の私は、分からないことばかりですが、調布
のまち造りに貢献できます様、一年間努めて参ります。
本年も宜しくお願いします。

まち委員会 副委員長

宮澤 学

まち委員会、副委員長の宮澤です。
入会５年目にして初めて理事職を拝命いたしました。
今年一年、精一杯頑張っていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

理事による 本年度抱負
会員開発交流委員会 委員長

堀内 信宏

シニア・現役の皆様、あけましておめでとうございます。
そして嵐理事長、
１年間本当にお疲れ様でした。
当委員会では
「支え、守る」のスローガンのもと、2回の例
会と会員拡大を担当させて頂きます。高橋理事長を支
え、
調布JCの伝統を守れるよう精一杯頑張ります。

会員開発交流委員会 副委員長

遠藤 大貴

2013年2014年度は多くのメンバーが卒業する年度
です。
そのためにも2014年度は拡大に力を入れ、
目標に向けて
努力して参ります。
調布JCに関わる方全ての皆様にご協力を頂ければ幸い
と考えております。

会員開発交流委員会 副委員長

粕谷 洋亮

あけましておめでとうございます。
初めての理事として、その職責に恥じないように頑張り
たいと思います。そしてブロックの委員長としても、調布
の誇りをけがさないように全力を尽くしてまいります。

専務理事

戸井田 寛

新年明けましておめでとうございます。専務理事をやら
せていただきます戸井田と言います。2014年度颯爽と
駆け抜ける午のようになるとは思いますが、
「 支え、守
る。」
をスローガンに頑張りますので、1年間どうぞ宜しく
お願い致します。

副専務理事

志田卓磨

本年度、副専務とういう役職を仰せつかりました。昨年
度は東京ブロックに出向させて頂き、色々なことを学び
ました。高橋理事長をしっかり支えながら、LOMのため、
メンバーの為に邁進していく所存でございますので、
ど
うぞ一年間よろしくお願いします。

財務担当理事

井上耕志

財務担当理事を務めます井上耕志です。公益社団法人
の財務を担当するということで身の引き締まる思いで
すが、精いっぱい高橋理事長を盛り立て、円滑な運営を
行っていきたいと思います。一年間どうぞよろしくお願
いいたします。

専務室 事務局長

加園 丈晴

皆様新年あけましておめでとうございます。
２０１４年度事務局長を仰せつかりました加園丈晴です。
調布青年会議所も公益取得から３年目となり私も理事４
年目とベテランの年数になってまいりました。昨年同様
苦手なパソコンと向き合い日々修練と言い聞かせ成長
してこの１年間を頑張っていきたいと思います。また若
い理事メンバーも多いので若手育成なんかもできれば
いいかと思っております。
まだまだ未熟な私ですがどう
かよろしくお願い申し上げます。

専務室 副事務局長

加藤百恵

明けましておめでとうございます。
JCラストイヤー 専務
室 副事務局長を仰せつかりました。LOMのメンバーが
楽しく運動できるよう、
裏方としてフォローしていきたい
と思います。
もちろん私も一緒に楽しんじゃいます♪
一年間宜しくお願いします！

直前理事長

嵐 祐子

あけましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりありがとうございました。お
かげさまで無事2014年度へバトンをつなぐことができ
ました。私も微力ながら期待と希望に満ちた2014年度
体制を支えてまいりたいと思います。本年も倍旧のご指
導、
ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

監事

前村 久美子

公益社団法人として３年目、
３年目というのは何事も真
価を問われるように思います。本年も引続き公益の名に
相応しい運動展開となりますよう客観的な立場で講評
を行うと共に、組織を「支え、守る」監事でありたいと思
います。

顧問

渡邊 弘樹

新年あけましておめでとうございます。昨年は多大なる
ご協力を頂き、
ブロック会長としての職務も無事に終え
る事ができたことを感謝申し上げます。本年度はブロッ
ク協議会の直前会長として、ロムでは顧問としてラスト
イヤーを頑張りますのでよろしくお願いします。

監事

小笠原 長武

新年明けましておめでとうございます。今年も一年よろ
しくお願いいたします。
さて、今年度は監事の職を拝命いたしました。入会以
来、過去7年間ずっと委員会に所属し続け、直接会の運
営に携わる経験のないまま監事をお引き受けすること
になります。
ともすれば力量不足で恥ずかしい面もお見
せすることがあるかもしれませんが、長年委員会の構成
メンバーとして培ってきた経験を生かし、その立場から
情報・意見を発信して参りたいと思っております。また
高橋理事長率いる2014年度（公社）調布青年会議所の
一員として、青年会議所運動を通じLOMに貢献して参
る決意でございますので、皆様どうぞよろしくお願い申
し上げます。

２０１4年度 公益社団法人調布青年会議所

スローガン

支え、
守る。

理事 20名(内正副7名)
役員 4名
委員会スタッフ(運幹、
会計)8名
委員 30名
2014スタート 62名

総

組織図

会

監事

監事

小笠原 長武

理事会
直前理事長

前村 久美子

顧問

嵐 祐子

渡邊 弘樹

理事長

高橋 裕二

専務理事

戸井田 寛
専務室

基本方針
◎真に明るい豊かな社会を探求し私たちは公明正大に行動する
◎活気あふれる地域経済を支え、
誰もが希望を持てる未来を共に守る
◎会員一丸となり会員拡大の推進をして誇りを守る
◎自分たちで決めた目標の達成と検証に向け自分との約束を守る

会員開発交流委員会
○様々な立場で物事を考えられる人財の育成で
日本を支える事業の開催
○卒業例会・納会の開催 （共益事業）
○会員拡大戦略会議の運営 （共益事業）
元気ハツラツ☆青少年委員会
○わんぱく相撲調布場所の開催
○誰もが希望あふれる未来を創造して
子どもたちの心を支え、笑顔を守る事業の開催
○青少年のための独自調査・研究・発信
会員拡大戦略室
○会員拡大戦略全体会議の開催 （共益事業）
・目標の共有及び達成率の進捗管理
・魅力あるJCの発信方法検討
まち委員会
○活気あふれた地域経済の創造で地域を支える
事業の実施
○経済問題の独自調査・研究・発信
渉外委員会
○新春地域懇談会の開催 （共益事業）
○共に求めあい、共に進化する組織の創造によって
お互いに支持し合う事業の開催
○他団体事業の調査・発信・協力依頼窓口、
及び共催事業参加・参画（福島の子供たちに
笑顔をプロジェクト、野川燈篭流し、福祉まつり 他）
共催事業（実行委員会）
●東日本大震災復興支援事業の開催
●シニアクラブ合同例会の開催
●RE:スタートプロジェクトの共催

専務室
〇LOM運営に関する事項
・総会・理事会・スタッフ会議の運営
・正副会議の運営
・財務管理
・会員管理
・日本本会、
ブロック事業に関すること
（京都会議、会員大会、サマコン、全国大会、会員会議所会議）
・東京都への事業申請、
報告
○公開討論会の開催
○会員名簿の作成
〇HPの管理・更新
〇あすの調布の発行
（年数回・紙媒体および電子媒体）
○総会・臨時総会開催
○共催事業参画
（東日本大震災関係復興支援）
○共催事業参画
（RE:スタートプロジェクト）
○共催事業参画
（シニアクラブ合同例会）
（共益事業）
○他団体事業参加
（調布の子どもたちに笑顔をプロジェクト）
○理事会議事録作成人指名
〇発送物の発送

副理事長

副理事長

畑野 政大

菅 寛人

副理事長（兼拡大戦略室長

副専務理事

川端 宏志

志田 卓磨
財務担当理事

元気ハツラツ☆青少年委員会

渉外委員会

委員長 瀧柳 伸央

委員長 榎本 陽介

副委員長 宮永 保寿
副委員長 渡邊 涼介

副委員長 高木 隆

運営幹事 加藤 和歌子
会計幹事 井上 一格

相嶋
遠藤
小川
佐藤
清水
巴山
原島
横川

恵子
晃弘
陽一
誠
崇司
勝済
剛
尚行

まち委員会
委員長 高橋 秀幸

委員長 堀内 信宏

副委員長 一志 浩平
副委員長 宮澤 学

副委員長 遠藤 大貴
副委員長 粕谷 洋亮

運営幹事 鳩山 隆史

運営幹事 蓮井 一仁

運営幹事 山田 啓二朗

会計幹事 境屋 奈央子

会計幹事 中島 茂雄

会計幹事 佐保田 豊太

石井 宏芳
海老名 創
尾崎 大介
黒田 謙
後藤 和寛
佐藤 優
高橋 昇三
松永 和磨

薄井 麻希子
黒田 秀範
後藤 文誉
白浜 利崇
冨沢 進太郎
西川 珠貴
西村 富雄
宮 祐輝

井上 耕志

会員開発交流委員会

事務局長

加園 丈晴
副事務局長

加藤 百恵
事務局

増田 健治

新田 朋彦

事務局

(新入会員)

根本 幸一郎

休会

三ツ木 秀章
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1月
2月
3月

事業計画予定表
（案）

13 ◇東京ブロック賀詞交歓会
16 ★例会（新春地域懇談会の開催）
23〜26 ◇京都会議
★例会（通常総会）
◆全体会議（目標の共有及び達成率の進捗管理）
★●例会（東日本大震災関係復興支援事業）
9 ◇日本ＪＣ総会（福島）

専務室
渉外委員会
専務室
専務室
会員拡大戦略室
専務室
専務室

4月

◆全体会議（魅力あるJCの発信方法検討）
★例会（活気あふれた地域経済の創造で地域を支える事業の実施）

会員拡大戦略室
まち委員会

5月

★例会（わんぱく相撲調布場所の開催）

元気ハツラツ☆青少年委員会

6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

1 ◇東京ブロック会員大会（小金井）
（山形）
5〜8 ◇ＡＳＰＡＣ
★例会（様々な立場で物事を考えられる人財の育成で日本を支える事業の開催）
29 ◇わんぱく相撲東京都大会（立川）

専務室
専務室
会員開発交流委員会
元気ハツラツ☆青少年委員会

（横浜）
専務室
19〜20 ◇サマーコンファレンス
★例会（共に求めあい、共に進化する組織の創造によってお互いに支持し合う事業の開催） 渉外委員会
○参加（調布の子供たちに笑顔をプロジェクト）
専務室
★●例会（シニアクラブ合同例会の開催）
○参加（福島の子供たちに笑顔をプロジェクト）
○参加（野川燈篭流し）
27 ◇関東地区大会（千葉）
★例会（臨時総会）
◆全体会議（会員拡大引継ぎ）
★例会（活気あふれた地域経済の創造で地域を支える事業の実施）
9〜12 ◇全国大会（松山）
27 ◇さよならブロック
★例会（誰もが希望あふれる未来を創造して子どもたちの心を支え、笑顔を守る事業の開催）
●共催事業（RE:スタートプロジェクト）
◇世界大会（ドイツ・ライプチヒ）
15 ◇ありがとう関地区
○参加（福祉まつり）
★第一例会 （臨時総会）
★第二例会 （卒業例会）

★印は
（公社）調布青年会議所の例会（年1３回）●印は
（公社）調布青年会議所の共催事業（年3回）○印は
（公社）調布青年会議所の参加・参画事業（年４回）
◇印は
（公社）日本青年会議所（東京ブロックを含む）の事業（年１２回）◆印は
（公社）調布青年会議所の全体会議（年３回）

専務室
渉外委員会
渉外委員会
専務室
専務室
会員拡大戦略室
まち委員会
専務室
専務室
元気ハツラツ☆青少年委員会
専務室
専務室
専務室
渉外委員会
専務室
会員開発交流委員会

