恋するフォーチュンクッキー
副理事長

あすの 4 月号

菅 寛人

電通大の学生から、
あるプロジェクトがあるから手伝って
ほしいとの依頼があり、
内容を聞くとなんとも面白いプロ
ジェクトで協力を即決しました。
それはAKBの
「恋する
フォーチュンクッキー」
の調布版PV作成でした。
電通大の学生と調布市とのつながりを強くする、
調布市
をもっと盛り上げる、
といった目的で始まった企画は、
調布
各地で受け入れられ、
動画には様々な団体や商店が協
力されました。
調布JCも当然ノリノリで参加させていただ
き、
真剣な練習を重ね(笑)事務局の前で撮影をしました。
公衆の面前でのダンスは少々恥ずかしいものがありまし
たが、
参加いただいたメンバーの団結力と、
プロジェクト
に関われた喜びを、
完成された動画を見て改めて感じま
した。
先日AKBの公式動画としても登録され、
すでに7万アク
セスを超える状況となっており、
地域の方々からは
「あれ
見たよ」
「ウチにも声かけてほしかった」
などと嬉しい反響
をいただいております。
今後もこういった外部からのお声掛けに積極的に参加し
たいと感じるとともに、
声がけいただける団体として運動
をしていきたいと考えさせられました。
ご協力いただいた皆様、
本当にありがとうございました。

2014年度 公益社団法人

調布青年会議所

調布

調布版 恋チュン／公式サイト
http://support-group.sakura.ne.jp/koi/

じゃがいもクラブ
2014じゃがいもクラブ会長

白浜 利崇

早いもので２０１４年度がスタートして４

か月が過ぎようとしています︒

１月の賀 詞 交 歓 会では︑榎 本 委 員 長を始

めとする渉外委員会に書道パフォーマンス

という 趣 向 を 凝らした演 出で〝これぞ 式

典の調 布 〟を 思わせる素 晴らしい設 営の

中︑所信表明することができました︒
２月

の総 会は今 年 度 ︑オール会 員 拡 大 を 標 榜

するなか︑沢 山のオブザーバーにお越しい

ただき︑満場一致で全議案可決することが

できました︒
３月 例 会は開 催 地が福 島 県

ということで移 動 例 会 となり ました︒今

回 ︑境 屋 くんに実 行 委 員 長をお願いし実

行 委 員 会 形 式といたしましたが︑参 加し

てくれた市 内 団 体とのつながりや福 島の

桜街道プロジェクトとのつながりを来年以

降も継続していきたい︑と申し出があり︑

地 域 とともに︑お互いが支 持し合 える事

業が出 来たと思いま す ︒すべてのメンバー

に感 謝 申し上 げま す ︒そしてこれからも

毎 月 事 業 を そ れ ぞ れの委 員 会 が 担い︑

日々会議を積み重ねることでしょう︒

一点お願いがあるとすれば︑﹁ＪＣの例会を

成功させる﹂
ための会議や例会は行わない

でください︒私たちＪＣが例会を開くのは

すが︑私たちの存 在そのものは︑その人た

それらを必要とする人々に届くようにで

ちや地域をよくしたい︑
という〝心〟
から生

(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

まれたのです ︒〝 心 〟
のないＪＣやイベント

代理事長

あすの調布 4月号 編集後記
２０１４年度も一月の新春地域懇談会から始まり、
あっという間に三
か月経ちました。
３月例会では初の試みで福島に行きました。
賛否両論ありましたが、
３・１１を忘れない為、
私達に今後何が出来
るのかを考える貴重な日になったと思います。
卒業例会までまだまだ盛り沢山の例会や事業が待っています！
みんなで楽しく盛り上げていきましょう
！
！
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になっていないか？ 自 問 自 答しながら︑
こ

2014年度第1回じゃがいもクラブ結果
開催日 2014年3月19日 八王子カントリークラブ
優勝 川部 秀彦 G86 HC14.4 N71.6
2位
加藤 百恵 G79 HC4.8 N74..2
3位
堀 善一 G98 HC22.8 N74.2
※G(グロス) HC(ハンデキャップ) N(ネット)

れからも共に前進して行きましょう︒

第

先日八王子カントリークラブにて、
第一回じゃがい
もゴルフコンペを開催させていただきました。
年度
末というお忙しい中、20名以上の皆様にご参加
いただきまして誠にありがとうございます。
懇親会
も盛り上がり楽しい一日を過ごせていただけたか
と思います。優勝された川部先輩、
おめでとうご
ざいました!次回は６月開催を予定しております
が、現役の皆さんにももっと参加していただきた
いので、
ゴルフが好きな方はもちろん、初心者だ
けど二の足を踏んでる方なども全力でサポートし
ますし、楽しい会なので気楽に皆様のご参加を
お待ちしております。
よろしくお願いいたします！

1月例会 新春地域懇談会
渉外委員会 委員長

榎本 陽介

2014年１月１6日
（木）
グリーンホール小ホー
ルにて行いました、
新春地域懇談会に新春
のご多忙のなか多数の方々にご来賓賜り
ましたこと、
誠に御礼申し上げます。
会は本年度の掲げる
「支え、
守る。
」
と新春
の船出と航海を柱に立て運営させて頂きま
した。多数の不備があったかもしれません
が、
「 支・守」
の書初めから始まり、菅副理
事長の閉会宣言まで滞り無く運営出来た
かと思います。
例年通りですが当日の人手や連絡不足等
が重なってLOMメンバーに多大なるお力
をお借りした事、
誠に申し訳ありませんた。
また、時間短縮に為に来賓者紹介を添付
資料としてみたり、
把握し辛い第二部の食
事の量を例年通りにしてみましたが、来賓
の皆様は十分満足して帰られたかと思い
ます。次年度担当者は是非に相談しに来
て下さい。
皆さまどうもありがとうございました。

2月例会 第2回定時総会
専務理事

戸井田 寛

定款に定められた通り、公益法人調布青
年会議所の最高意思決定機関である総
会を無事に終了することが出来ました。
これも秋沢会長をはじめとするシニアクラブ
の皆様、
また調布JCメンバーの皆様のご協
力のおかげだと思っております。
また、
今回
議長をしていただきました加藤和歌子君あ
りがとうございました。大変スムーズな進行
でした。
また、総会の会場にて会員拡大戦略全体
会議を開催し、会員拡大はLOM全体で
行って行く通年事業である認識を伝えられ
たのではないかと思います。
2014年度も3ヶ月が過ぎました。
メンバー皆
様の力を集結していければと思います。

３月例会 福島に桜を植えに行こう
！
調布さくらプロジェクト実行委員会
実行委員長 境屋 奈央子

災当時や今の様子をお話して頂きました。
私たちプロジェクトは福島県の浜通を訪れ
今回の事業の前に富岡町を訪れました。
桜の木を植えました。忘れないために。
2011年3月11日、東日本大震災の発生から 富岡町を観た時、心を動かされました。
人の気配を感じられず、今も除染作業が
３年が経とうとし福島県浜通りの地域のみ
行われている様子が伺えます。建物、家屋
なさんは、東京電力福島第一原子力発電
所の事故と相まって今も尚破壊的ダメージ は津波の被害で3年立つ今も壊れたまま
を受けています。首都圏に住む私たちは です。原発事故の影響で今も帰ることが
できない街だからです。
東日本大震災の発生から記憶が遠のい
私は震災が起きた現実をすっかり忘れて
ていく今、被災地では今も復興に向けて
生活している
ことに気がつきました。
歩み進めているというのが現実です。
と
3月8日
（土）福島県浜通りに調布市周辺の 『忘れてはいけない！忘れないでほしい！』
いう言葉を聞きました。
一般参加者を募集し植樹をするために行
復興に向け歩み進んでいる方々。
まだ終
きました。
わってはいない復興までの道のりがあるの
そして津波に流された現場である富岡町
あの時の体験や行動、誰かの為に
を訪れました。富岡町は旧警戒区域とさ を知り、
何かをしたいと、強く思っていた気持ちを
れ、15歳未満の立ち入りが禁止されてい
思い出し、再び復興という意識を自分の中
る地域です。15歳未満の参加者はその
間、東京電力福島県火力発電所を見学さ に持ち直しその意識を持ち続ける必要性
があると思う様になりました。
せて頂き、
その後、双葉警察署の署長さん
そして参加された方々にこのような現実が
に警察官の方々のお仕事のお話を通し震

今もある事を知ってもらいたい、思い出し
てもらいたいという気持ちで富岡町を訪れ
ました。
また、世の中に
「福島に桜の木を植えに行
こうよ
！」
とアピールして来ました。
もし私のように忘れしまった人がいるのな
ら、
この活動を行い今後続けて行く事で、
世の中の人に伝わり参加してもしなくても
思い出すキッカケとなるのではないか。
そし
て、今も被災地では復興支援を必要とさ
れている現状が世の中に伝わり復興する
日まで続けて行くべき簡単には終わらない
活動であるという事を知ってもらえるので
はないか。
と思っています。
今回福島に桜の木を植えました！
桜の木の成長は私の一生の楽しみとなり、
その桜の木が成長し続ける福島という場
所は一生忘れられない存在になりました。

東日本大震災慰霊祭２０１４
東日本大震災慰霊祭２０１４実行委員会

渡邊 涼介

東京ブロック協議会新春賀詞交換会
東京ブロック事業支援委員会

菅 寛人

1月13日、
立川パレスホテルにて東京ブロッ
ク協議会賀詞が開催されました。
本年は各LOMの理事長に一言コメントを
いただいたり、
入会年数が浅いメンバー専
用の席を設けたりと工夫を凝らしました。
お陰様で多くの参加者を迎えることができ、
盛況のうちに閉会しました。
出向している
「東京ブロック事業支援委員
会」
は非常に濃いメンバーが多く、
委員会よ
り懇 親 会に力が 入っている感じですが
（笑）
その分団結力が強く、他のLOMのメ
ンバーとも繋がりが強く持てていると感じて
おります。
調布のメンバーにも多く参加していただい
たことに感謝するとともに、
次の担いである
「さよならブロック」
も頑張って企画しており
ますのでお楽しみにしてください〜！

多摩川での灯篭流しから数えると３回目となる東日本大震災慰霊祭が実施され︑

献灯や読経︑復興支援活動展示︑物産販売などが行われました︒

本年度は︑調布青年会議所の例会ではありませんでしたが︑

高橋理事長︑巴山君を中心とした会員が実行委員として企画を作り上げ︑

当日も︑多くの会員にボランティアとして協力いただきました︒

東日本大震災の記憶が薄れつつありますが︑

調布から東北の復興支援を続け︑調布市民の防災意識を高める機会として︑

今後も末長くご協力いただきますよう︑
お願いいたします︒

アカデミー研修委員会 開校式
当初2月8日(土)に開催されるはずでした
が、
20年ぶりの大雪により、
3月1日に吉祥寺
東急インにて開催されました。
調布JCからは、
一志浩平君、
遠藤晃弘君、
加藤和歌子君、原島剛君、黒田謙君、根
本幸一郎君、佐藤誠君、佐保田豊太君、
新田朋彦君、薄井麻希子君の１０名が参
加します。
一年間楽しく頑張ってくださいね！皆様応援
よろしくお願いします！
！

京都会議
副専務理事

新入会員

志田 卓磨

高 橋 理 事 長 始めに多くのメンバーが京
都会議に出席し、京都の町を楽しんでき
ました。
初??の試みであるバスでの京都となりまし
た。
長い旅路ではありましたが…
また、
京都会議にて全国各地のメンバーと
交流が図れ、調布のメンバーともLOMナ
イト・ランチで忘れられない素敵な京都の
思い出を作ることができました。
今年参加できなかったメンバーの皆様は、
来年参加して頂ければと思います。

Q1.名前とあだ名
Q2.趣味
Q3.入会したきっかけ
Q4.「しあわせだなぁ〜」
と感じる時はどんな時？
Q5.一言（メッセージ）

米谷 慎太郎

Q1.米谷 慎太郎（よねや しんたろう）
ヨネヤ、
よねっち、慎ちゃんｅ
ｔ
ｃ
Q2.いま、
ホントに無趣味です・・・。
Q3.以前から地域にかかわる仕事をしており、興味を持っていました。
転職をきっかけに、入会をさせていただきました。
Q4.不幸な時以外は
「しあわせだなぁ〜」思うように心がけています。
Q5.新しい仕事を始めたばかりで、
ご迷惑をおかけしますが、
何卒、
よろしくお願いいたします。

小林 達也
Q1.小林達也
Q2.スノボー
Q3.知り合いの紹介
Q4.懇親会で騒いでる時
Q5.よろしくお願いします。

山田 強

復興創造フォーラム2014
災害・復興支援委員会

増田 健治

本年、
「 公益社団法人日本青年会議所
人材グループ 災害・復興支援委員会」
に
委員として出向させて頂いております。
去る3月8日から3月9日にかけて、
出向委員
会の本年度メイン事業である
「復興創造
フォーラム2014」
が福島県いわき市で開催
され、前日の7日から現地入りし3日間参加
させて頂きました。本事業は、
日本JCが
2012年度に策定した
「東日本大震災復興
指針3年計画」3年目の節目となる事業で
あり、震災を風化させないため、
「絆」
・
「つ
ながり」
・
「
（復興への）
誓い」
といったことを

コンセプトに開催されたと伺っております。
私自身は主に会場スタッフでしたので、直
接メインフォーラム等に参加できたわけで
はないですが、様々な地域から出向してい
る委員会メンバーと朝から深夜まで、濃い
3日間、非常に楽しい3日間を過ごさせて頂
きました。本当にエネルギッシュな人ばかり
で、今まで自分になかった気付きや視点を
得ることができました。
「 人間とは、その人
が今までの人生の中で会った、すべての
人の総和である」
という言葉があります。本
年度、全国各地の方と交流できるこの機

会を大切にし、
その中で揉まれて得たもの
を今後のLOMでの活動に活かせるよう努
めて参りたいと思います。
最後になりますが、昨年度、東京ブロック
協議会に事務局員として出向していた
際、
「ブロックだけじゃなく日本の委員会に
出向するのも勉強になるよ」
とお話頂き、
出
向を勧めて頂いた渡邊顧問にはこの場を
借りて御礼申し上げます。
ありがとうござい
ました。

Q1.山田 強（カメちゃん？
？）
Q2.映画鑑賞・読書
Q3.ご紹介
Q4.家族旅行
Q5.地域貢献できる様頑張りたいと思います。

鳥居 秀浩

Q1.鳥居 秀浩（とりちゃん）
Q2.バスケットボール、映画鑑賞、沖縄旅行、異文化交流
Q3.知人からの紹介
Q4.南の国のビーチで太陽を浴びながらビールを飲む時
Q5.実際入会してみたら、
バイタリティー溢れるメンバーの方がたくさんおり
とても刺激的に感じました。私も出来うる限り参加し、
たくさんの勉強をさせていただき、
自身の成長を目標とすると共に、調布市活性のために役立ちたいと思っております。

大井 麗子

Q1.大井 麗子（れいこさん）
Q2.ものづくり全般（DIYなど）、料理、愛犬の散歩
Q3.地域の方々との交流の為
Q4.朝の二度寝、愛犬を撫でているとき、家族でご飯を食べてるとき
Q5.調布に引っ越してきたばかりでわからないことばかりですが、
JCを通して地域の方々とのふれあいを大切にしていけたらと思います。

