DIG（災害図上訓練）
元気ハツラツ☆青少年委員会

運営幹事

あすの 7月号

加藤和歌子

4月2 6日
（ 土 ）に深 大 寺 小 学 校にてD I G
（災害図上訓練）
を開催いたしました。
D I Gとは、実 際 災 害 が 起きた時を想 定
し、
どのように避難すれば被害を最小限
に防ぐことができるかを地図上で考える
シュミレーションゲームです。当日は理事
長はじめメンバー約 1 1 名が小 学 生のグ
ループそれぞれに進行役として配置し、
リードしました。
「ここは危ないかも」
「この
お店は地震のとき役に立つかな」
とみん
なが真剣に取り組む姿が印象的でした。
私たち大人でも気が付かないような目線
で街を見ている点ではこちらもとても勉
強になりました。次 回は、実 際に地 図を
見ながら歩いてみるのも面白いのでは？
と思いました。DIGを通じて、暮らしてい
るこの街の「良さ」
を再確認できるように、
継 続 事 業として、他の小 学 校でもぜひ
「防災の日」
に行ってほしいと感じました。

2014年度 公益社団法人

調布青年会議所
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7月2日(水)2014年度第２回目の調布JCじゃ
がいもクラブコンペを開催致しました。
加藤宣雄先輩をはじめ、毎回多くのOBの
ご参加をいただくのですが、今回の傾向と
して初めて参加される現役メンバーも多く、
各組シニアと現役メンバーが触れ合う非常
に実りのあるコンペとなりました。
梅雨時期には珍しい青空にも恵まれ、
会長
の白浜君もほっと一安心。
怪我明けでご参加いただいた梶原先輩・
斎藤喜兆先輩のフルスイングも出て次回以
降、
より一層のじゃがいもクラブの飛躍を確
信致しました。
皆様、
本当にありがとうございました。

あすの調布7月号 編集後記

(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

2012年、
私が青少年委員長をやらせて頂いた時に四年生で東京都大会に出場した小早川春花
ちゃん。
調布場所では負け知らずでしたが、
東京都大会では2012・2013ともに準優勝と悔しい思
いをしてきました。
六年生になりわんぱく最後の今年、
柔道を習い努力した結果、
念願の優勝で見
事横綱になりました！
！
！
「プレッシャーだった」
と春花ちゃんは言っていましたが、
全然そんなふうには見えませんでした。
私も自分の事のように嬉しかったです。
本当におめでとうございます☆
2014年度もあと五ヶ月
！頑張っていきましょう
！
！

編集 編集長：加藤百恵

代理事長
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２０１４年 度 も 折 り 返しとなり ︑全
ての委 員 会が担 当 する例 会の内１つを
終えたことになります︒
４月に行われた
異業種交流会では︑まち委員会が慣習
にとらわれずいい事 業は継 続 するべき
だ︑
なぜなら〜という目的意識を持って
取 り 組んだ結 果 として︑次 回の事 業で
は企画から参加してくれる人材を発掘
いたしました︒
５月のわんぱく相撲調布
場 所では︑近 年 なかった 青 少 年 委 員 会
単 独での事 業 開 催であったにも 関わら
ず ︑委 員 会 個々のメンバーが自 己の責 任
や役 割 を 認 識しながらチームとして目
的 を 達 成されました︒
６月のグローバル
フェスタでは︑新入会員が中心となり︑青
年 会 議 所の事 業に軸 足 を 置 き ながら
も ︑市 民のニーズを 的 確にとらえ︑期 待
を上回る成果をもたらしました︒
いずれの事 業 も 今 あるリソースと人
材 と環 境 を 熟 慮 した 上で︑行った 最 適
な事業であったと思います︒
しかし私た
ちはまだ旅の途 中であ りま す ︒各 委 員
会が成熟し︑与えられたビジョンが明確
となるこれからの事業こそ︑
より市民意
識に変化をもたらす一石を投じる一手と
なることを期待しています︒
追伸 シニアの先輩のみなさま︑
いつも
支えてくださりありがとうございます︒
市民意識を変化するための最短方法と
して本年度も会員拡大に力を入れてお
ります ︒どうか身 近にある些 細な情 報
でも教えていただけると助かります︒候
補者には万全の体制でフォローすること
をお約束いたします︒
新入会員担当 堀内迄
ＴＥＬ ０８０・２２５５・８７５２
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調布から全国大会に出場！
！

コース 津久井湖ゴルフ倶楽部

8

男子5年生優勝！

女子団体優勝!!！

2014年 第2回じゃがいもゴルフコンペ
運営幹事

調布

わんぱく相撲東京都大会
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4月例会 2014春 調布でつながろう
！異業種交流会＆セミナー

5月例会 第28回わんぱく相撲調布場所

まち委員会 委員長

元気ハツラツ☆青少年委員会 委員長

高橋秀幸

瀧柳伸央

泣きたいと思っていないのに自然と流れる
涙。
悔しくて、
悔しくて涙が止まらない。
そん
なシーンが今年のわんぱく相撲にもありま
した。私は毎年わんぱく相撲でこのシーン
を見るたびに思わずもらい泣きしそうになり
ます。頑張って練習してきたのに負けてし
まった。
こんなはずじゃなかったのに。
自分
の思い描いたイメージの結末にならなく悔
しくて涙が出てしまう。
この時に流す涙は
決して恥ずかしいことでは無い。
むしろ、
こ
の悔しい経験をバネにして今後に生かし
てほしいです。
悔しくて涙を流す経験はな
かなかできないことです。胸を張って自分
自身を語れることだと思います。
本年度は28回のわんぱく相撲の歴史の
中で初めて深大寺で開催することがで
きました。
設営、
運営でスムーズにいかない部分もあ
りましたが深大寺に残る武蔵野の雑木林
の中で相撲が行われる風景は趣があり、
改めてこの場所でわんぱく相撲を開催し
てよかったと思いました。
今回の事業を開催する大きな軸が、
『調布
でつながろう
！異業種交流会＆セミナー』
を
継続事業として行うということでした。
これは、
青年会議所の組織体が単年制で
あることによって、事業自体も単発的であ
り、
事業の継続性と一貫性が低いことに疑
問を感じていたからです。
単発事業・継続事業、
メリットデメリットそれ
ぞれあると思いますが、個人的な意見とし
て、単純に良い事業は継続させることが、
事業を一般に向けて提供する事業者の責
任であり、組織団体の在り方として非常に
重要な部分であると思っております。
また、
『調布でつながろう
！異業種交流会セ
ミナー』
の開催意義は、調布市という地域
でビジネスや友人関係につながる、
人脈づ
くりの場を提供することでした。民間でも広
く異業種交流会を開催していますが、
有料
であることはもちろんのこと、
地域での人脈
づくりの場の提供ではないことが、今回の
事業との一番の違いであり、
青年会議所で
やる意義を持てたものだと思っております。
そして今回の事業開催にあたって、
目標で
あった一般参加者が100名を超えたこと
に、
まずはホッと一安心したということが正
直な感想です。
アンケートの集計結果を見
ても、比較的好意的な意見が多く、
『 調布
でつながろう
！異業種交流会＆セミナーにま
た参加したいですか？』
の問いに、是非参
加したい・参 加してもいい。
との回 答 が
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95.9％であったことは、
メンバーみんなの苦
労が報われ、
開催して良かったと思える大
きな一因となりました。
また 、動 員 面に関しては 、参 加 動 機 の
29.4％が
『友人・知人から誘われて』
という
ことでした。
これは、
メンバー皆様の声掛け
とご協力があってこそ、
目標動員数を達成
できたものだと、
協力してくれた方々に非常
に感謝しております。
ただ、運 営 面では細かな問 題 点が多々
あったことが反省点であり、
異業種交流会
の終盤のほうで会場内の人数が減ってし

また、実際にわんぱく相撲の運営の責任
者側に立ってみると今後改善しなければ
ならない問題もいくつか見えてきました。
わ
んぱく相撲は参加者=小学生が主役で
す。
この大会に参加して良かった。
また来
年も参加したい。来年は友達も誘おうとい
う気持ちにさせることが大会を発展させる
ために重要だと思います。
しかし、
我々はこ
の大会を成し遂げたことに満足してしまっ
ているような気がします。
もっと参加者目線
になって運営方法を改善し、
さらにわんぱ
く相撲を発展させなければいけないと大
会を通じて感じました。
最後にこの大会の為にご協力、
ご協賛し
ていただいたOB、
OGの先輩方、
また当日
の朝早くから夕方まで大会の運営に協力
していただいた青年会議所のメンバー、
緑ヶ丘健全委員会、
学生ボランティアの皆
さん本当にありがとうございました。
おかげ
さまで記憶に残るわんぱく相撲調布場所
を開催することができました。改めて御礼
申し上げます。

まっていたのが、
一番気になる点として残り
ました。
この改善点が次に活きるよう、
『調布でつな
がろう
！異業種交流会＆セミナー』
が、
より良
い形で継続していく事を願ってやみません。
最後に、
この事業を引っ張ってくれた一志
副委員長・宮澤副委員長・蓮井運営幹
事・中島会計幹事・畑野副理事長と、
この
事業を支えてくれたまち委員会メンバー、
こ
の事業に関わってくれた調布青年会議所
メンバー、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。
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6月例会 ちょうふグローバルフェスタ 〜調布駅で国際交流をしよう〜

第26回 わんぱく相撲東京都大会 立川場所

会員開発交流委員会 副委員長

元気ハツラツ☆青少年委員会 副委員長

遠藤大貴

2014年の6月例会である
「ちょうふグローバ
ルフェスタ」
にご協力頂きまして、
誠にありが
とうございます。
この事業は2万人近い来場
者のみなさまと天気に恵まれまして、
無事に
大盛況で開催することが叶いました。
この事業の目的は2020年東京オリンピック
に向けて調布市がグローバル化していくこ
とです。
従いまして、
2020年まで継続的に毎年開催

を想定しています。
その毎年開催に向けて実施結果の検証を
入念に行い、来年は今年以上のクオリティ
を目指します。
その際には、JCメンバーのみならずシニア
先輩の皆様、関連団体の皆様にもご協力
をお願いするかと存じますが、何卒ご協力
をよろしくお願いいたします。

渡邊涼介

6月29日(日)わんぱく相撲東京都大会が立
川にて開催されました。引率した青少年
委 員 会のメンバー( 瀧 柳 、宮 永 、渡 邊 涼
介、加藤和歌子、遠藤晃弘)、
同委員会担
当の菅副理事長だけでなく高橋理事長、
嵐直前理事長、
加藤百恵副事務局長、
畑
野副理事長、
粕谷副委員長、
宮沢副委員
長に応援にお越しいただきました。
また、
小
山晃一郎先輩にも、小山礼奈選手のお父
さんとしてご参加いただきました。皆様、
あ
りがとうございました。
調布の代表選手、
特に女子は熱心で、
6月
は毎週、府中の府中住吉相撲道場に通
い、相撲の練習を積み重ねてきました。東
京都大会は調布場所とは違い、男子、女
子ともに、各場所を勝ち抜いた体の大きい
子が揃い、相撲に取組む表情はみな真剣
でした。取組が始まって選手が勝ち進む
につれ、応援する側の緊張感は増し、
まる
で自分のことのようにハラハラ、
ドキドキしな
がら出場する選手を力一杯応援していま
した。
保護者やメンバーの応援が後押しし
たのか、選手たちも自分たちの力を発揮
し、近年にない好成績を収めることができ
ました。
男子もあと1ポイント獲得していれば団体
戦で全国大会に進むことができていまし
た。4年生男子個人戦、6年生男子個人戦
にともに1回戦で当たった子が優勝してお
り、対戦のくじを引いた委員長の運の悪さ
が悔やまれます。
残念ながら女子は全国大会がありません
が、男子は8月3日(日)両国国技館にて、5
年生の花房海君が出場します。みんなで
応援しに行きましょう!

女子
●4年生個人戦
中村 早希 君 ベスト8
●5年生個人戦
小山 礼奈 君 2回戦
●6年生個人戦
小早川 春花 君 優勝
●女子団体戦 優勝
男子
●4年生個人戦
島袋 希理瑠 君 1回戦
●5年生個人戦
花房 海 君 優勝(全国大会出場)
●6年生個人戦
安藤 アレキサンドル勇人 君 1回戦
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ブロック大会は毎年6月頃に東京ブロック協議会主催で各地会員会議所持ち回りで
開催されており2014年は小金井市にて開催されました。
本年度は
「まちたからフェスタ」
と題して、
「たから」
は貴重な地域資源であり素晴らし
いものであることを都民のみなさまに再認識していただき、
「まちたから博」
を訪れ
た子どもたちに、自分たちの生活している地域には様々な種類の職業があることを
知ってもらい、体験を通じて将来の夢を見つけるきっかけとなることを目的として開
催される事業でした。
メインフォーラムでは調布ＪＣより委員長として出向している粕谷くんが担当し、冬
季長野オリンピック モーグル競技にて金メダルを獲得した里谷多英さんと玉川大
学教授大豆生田さんをお招きし講演会が開催されました。その他にも様々なイベン
ト・セミナーが同時開催されました。

調布市長選挙公開討論会
専務理事 戸井田 寛
は多くの一般市民の皆様に聞いていただ
皆様こんにちわ。
専務理事戸井田です。
こ
6月24日
（火）
開催当日はゲリラ豪雨の影響 きたく調布で初めて野外にて行いました。
で調布市内で雹が積もってしまったり、冠 の公開討論会は私たち公益社団法人調
水してしまったりとニュースになるほど各地 布青年会議所が掲げている理念「明るい
を実現する上で、
行政の変革
で被害がでてしまいました。開催が危ぶま 豊かな社会」
れる中、
夕方には雨もやみ無事に調布駅南 は避けて通ることはできないことと考えてお
５問の質問に対して候補予
口広場にて、
調布市長選挙立候補予定者 ります。今回、
定者から自らの政策のあり方を熱く回答を
による公開討論会を開催致しました。
今回

頂きました。私たちメンバーとそして多くの
市民の皆様が市政に関心を深める良い機
会になったと思っております。
目標でありまし
た40%を超える投票率にはなりませんでし
たが、37.12%と前回2006年に比べると投
票率があがりました。
この度は多くの皆様にご協力いただき、
ま
たお越し頂き誠にありがとうございました。

第４３回東京ブロック大会小金井大会
「すくすく子育ての秘訣〜自己肯定感を育む〜」
を終えて
東京ブロック協議会青少年育成委員会

委員長

６月１日東京ブロック大会小金井大会が開
催されました。
今回の東京ブロック大会は、
再開発を終え周りには大型ショッピングセン
ターやマンションが立ち並ぶ、JR中央線武
蔵小金井駅南口ロータリー横の小金井市
民交流センターを中心に開催されました。
好立地にも助けられ、
多くの市民の方、
また
調布青年会議所メンバーをはじめ、多くの
東京ブロック内各地会員会議所メンバーに
来場頂き、
青年会議所の運動を多くの方に
発信出来ました。
私が担当させて頂いたメインフォーラムで
は、
「 すくすく子育ての秘訣〜自己肯定感
を育む〜」
と題して、
玉川大学教授の大豆
生田先生と長野オリンピック女子モーグル
金メダリストの里谷多英さんを招き、
主に子
育て中の方向けに、
子ども達が自己肯定感
（＝自分を価値のある存在と肯定的に捉え
る気持ち）
を持って育つことの大切さを伝え

粕谷洋亮

残りの期間も、委員会メンバーの協力を頂
る内容のフォーラムをさせて頂きました。
「調布青年会議所」
の名に恥じな
2012年度に公益社団法人調布青年会議 きながら
所に入会をさせて頂いた私にとって、東京 いように与えられた職責を勤めていきたい
ブロック協議会の委員長としての役割は、 と思います。
全てにおいて初めての経験の連続でした。 東京ブロック協議会への出向は確かに負
きっと自分自身や、
今後の
議案の作成はもちろん、会員会議所での 担も多いですが、
議案上程もLOMでの理事経験の無かっ 公益社団法人調布青年会議所の運動に
た私にとっては初めての経験でした。会員 とって貴重な経験が出来ると思いますの
機会があれば積極的に出向にチャレン
会議所では、
各地会員会議所理事長の前 で、
当
で上程をする事に緊張もしましたし、協議 ジしてみて下さい。最後になりましたが、
段階での苦労もたくさんありました。
しかし、 日ご来場頂いた調布青年会議所メンバー
メインフォーラムを無事に終え、
来場頂いた の皆様、舞台上で緊張していた私にとっ
とても心強かったです。
ありがとうござい
方には自己肯定感を育む子育ての大切さ て、
を伝える事が出来たのではないかと思って ました。
います。
公益社団法人調布青年会議所からも榎
本総括幹事をはじめ６名のメンバーが東京
ブロック協議会青少年育成委員会に出向
をしています。

2014JCI ASIA-PACIFIC CONFERENCE
YAMAGATA JAPAN
JCI ASPAC(アスパック)とは、
国際青年会
議所
（JCI）
内 のアジア太平洋地域から各
青年会議所会員が集まる会議で、毎年1
回５〜６月頃、開催地を変えて開かれてい
ます。
2014年度は５年前ぶりに我が国日本の山
形で開催されました。東日本震災後以降
初めての開催であり東北の復興シンボルと
なる大会でした。
アジア諸国の同志たちが山形に集結し多
数のフォーラムが開催され無事閉会いたし
ました。

6

7

