あすの 10月号

深大寺夕涼みの会
8月10日深大寺にて夕涼みの会が開催され
ました。
当日は天候が荒れていて強風でテ
ントが吹き飛ばされそうになりながらも
「午後
は晴れる
！」
という大前先輩の言葉を信じ、
準備を進めました。
時間がたつにつれ、
だんだん雨も止み晴れ
間も見えてきた為、
無事に開催されました。
調布JCとしては新入会員の加藤ゆかさん
に協力してもらい、
ヨーヨー釣りを出店しまし
た。
今回お手伝いいただいたOB･現役メン
バーの皆様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

クラブ活動 報告2014年度 第3回じゃがいもゴルフコンペ
じゃがいもクラブ

副会長

調布

清水 崇司

去る9月24日
（水）
メイプルポイントゴルフクラ 成果かと。
(あと和田さんのおかげ)
ブにて2014年度第3回じゃがいもクラブゴ また、
コンペや懇親会では多くのシニア・現
ルフコンペが開催されました。
役が互いに交流を深めており、所々で祝
不安定という天気予報にも関わらず、
最終 杯が上がっておりました。
組まで雨に降られる事なく無事終了出来た 優勝は白浜会長、準優勝が宮永会計幹
のも、
参加者みなさんの日頃のおこないの
事と、
スタッフがワンツーを独占。

表彰式にて、やや空気が重たく感じたの
は自分だけでは無かったはずです。
いよいよ次回は本年度最終コンペになり
ます。
引き続き多くのシニア・現役メンバーにご
参加頂きますよう宜しくお願いします。

白浜 利崇
優勝
保寿
準優勝 宮永
加藤 宣雄
３位

「新・日本風景論」電子書籍、
リリース！
公益社団法人日本青年会議所

事業を振り返って
調布駅前広場が有効利用できることから一般
来場者向けにアフリカの現在を発信し︑自分
たちの幸 福とは何かを考 えてもらうことと一

方でそのアフリカを身近に感じてもらい共感の
なかから共助に動き出すために行ったのが７月
﹂
でした︒
例会
﹁ CHOFU AFRICA DAY
この事業はアフリカの友人を持つ担当者が一年
以上前から構想して準備してきたもので︑私
は
﹁ハチドリのひとしずく﹂
を思い出しました︒
森が燃 えていました︒森の生 き 物たちはわれ

さきにと逃げていきました︒
でもクリキンディ
という名のハチドリだけは行ったり来たり口ば
しで水のしずくを一滴ずつ運んでは火の上に落

としていきます︒
動物たちはそれを見て
﹁そんなことをしていっ
たい何になるんだ﹂
と笑います︒
クリキンディは

こう答えました
﹁私は︑私にできることをして
いるだけ﹂
青 年 会 議 所では活 動のことを〝 運 動 〟と呼び
ます ︒
ムーブメントです ︒その意 味でこの事 業

はとても 青 年 会 議 所らしかったと思いま す ︒
ただし︑事業の進め方や事業終了後の展開な
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ど決していいものではなく︑その点を見る上で
も学ぶべきところが多い事業でした︒
そして︑
８月には柏の冒険村への参加︑先輩の
皆様との納涼例会︑
９月の臨時総会を経て気

１２

がつけば 月︒本船もいよいよ母港に近づき投
錨の準備をはじめる時期となりました︒

(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

それに伴い
〝東京ブロック〟
や〝日本本会〟
に武
者修行にでかけていた仲間達の短艇も戻り全
員集結です︒
クライマックスの 月第二例会卒
業式までみんなで支えあい︑ともにチャレンジ

編集 編集長：加藤 百恵
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していきましょう︒

http://fukeiron.jp/

高橋 裕二
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JC会員は、
無料でダウンロードできます。

代理事長

あすの調布10月号 編集後記
「夏はJCお休みだよね」
と言われますが、
調布は大忙しです！
例会は月に一回ですが、
協力している事業が盛り沢山で休む暇はありませんでした。
わんぱく相撲全国大会では海君が順調に勝ち進み、
関脇という素晴らしい成績でした！
しかし、
本人はとても悔しがっていました。
もっともっと強くなり来年こそは横綱目指して頑張ってほし
いと思います！
9月には私が出向している新・日本風景論創造委員会の委員会を調布で開催させて頂きました。
委員会メンバーは北は新潟、
南は高知から参加して頂きました。
当日は調布JCのメンバーにお手
伝いしてもらい、
大変助かりました。
ありがとうございました！
2015年の組織も動きだしました。
2014年もあと少しです。
楽しんでいきましょう♪

第

１８９４年
（明治２７年）
、
志賀重昂により書かれ大ベストセラーとなった
「日本風景論」
。
日本の風土がいかに欧米に比べて優れているかを情熱的に綴り、日本人の景観意識を一変さ
せ
「国の姿」
を伝えた書物です。
志賀重昂は、
この本で日本人としての芯、
アイデンティティを持っ
た上で、
外国からやってくる優れた文化・芸術を上手に取り入れることの重要性を示しました。
そして現代、
日本人のアイデンティティの確立がままならない今、
日本はこんな素晴らしい国だと
感じてもらうために、
日本青年会議所は、
「新･日本風景論」
を世に問うことにしました。
我々は、
国民が、
日本人として大切にしなくてはならない歴史、
伝統、
文化や美しい精神性を知
り、
日本の矜持を取り戻し、
「世界のたから」
と昇華した日本の誇りを次の世代へ繋ぎ、
未来を切
り拓く国民意識を醸成することで、
「たくましい国」
日本を創造します。
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7月例会 CHOFU AFRICA DAY 〜他人ごとを自分ごとに変える行動力〜

8月例会 シニア合同納涼例会

渉外委員会 副委員長 高木 隆至

財務担当理事

渉外委員会の高木です。
こんにちは！
今回のイベントではほんの触りであります
７月例会を担当させて頂き、
とても勉強にな が、
テレビで伝えられているような貧困や内
りました。
戦など悲惨な状況だけでなくさまざまな文
JCに入会してから既に７年も経ちますが、 化や音楽など、
ポジティブな面についても
今年初めての理事です。
体感することができた貴重な日でした。
皆さんに比べて、
かなり遅咲きであり、
入会歴 「他人ごとから自分ごとへ」
をスローガンにし
のわりには何も分からない状態の活動でした。 て、
イベントを通して、
アフリカの現状を少しでも
そんな中、
遅く迄、
作業を手伝ってくれた仲 自分事として、
捉えて頂けたと考えています。
間達に、
本当に感謝感謝です。
そして終盤に近づくにつれ多くの人手で賑
例会自体は、反省点がいっぱいありました わいました。
リンゴマというアフリカ
（コンゴ）
が、皆様のご協力のもと盛大にできたと思 の伝統音楽舞踏団の迫力あるライブは完
います。
全に会場の観客との一体感を醸し出し、
国

境そして人種をも超えた瞬間もあり、子供
達にとっても最高の思い出になったと思い
ます。
その後、私は諸事情によりアキレス腱を断
裂したり、
一週間ほど寝込んだりなど、
自分
自身も窮地を体験しております。
今は、
すご
く不便で仕事もほとんど出来ない状態です
が、復活したら、
引き続きライフワークとして
活動したいと思います。

井上 耕志

調布青年会議所8月例会「シニア合同納
涼例会」
は、8月9日土曜日に深大寺の青
木屋さんで行われました。
当日はシニアの
先輩方と現役メンバー総勢で70名を超え
る方々にお集まりいただき、盛大な例会と
することができました。
年に一度、
シニアの先輩方と現役が交流
することのできる大切な例会ということで、
専務室メンバーがさまざまなアイディアを出
し合いながら作り上げた事業になります。
今
回深大寺で開催をするということになった

参加された皆さんからはおおむ
のも、
5月のわんぱく相撲を深大寺で実施し ものですが、
専務室メンバー一同胸を
たことを受け、
地域とのつながりを、
年間を ね好評をいただき、
通して繋いでいきたいという理由からであ なでおろさせていただきました。
シニアの先輩方と
り、
その意味では大変意義深い場所での このような例会を通じて、
触れ合い、
そして過去の活動や先輩方の
開催になったのではないかと考えます。
調布青年
また、
アトラクションについては深大寺とい 想いの継承を行っていくことで、
えば「蕎麦」
ではないかということで、
チー 会議所のこれからの事業もさらに深みの
ム対抗のわんこそば対決を行わせていただ あるものが実践できればうれしく思います。
本当にありがと
きました。
チームごとに戦略を練っていただく 当日参加いただいた皆様、
ということ、
また会場全体で一体感を持つア うございました。
改めて御礼申し上げます。
トラクションは何か、
と検討した結果選ばれた した。

9月例会 総会を終えて
議長 小川 陽一
現役として最後の総会！ 06に入会して9回
目の臨時総会でした、9年間の思いを振り
返りながら議長という大役を任せて頂き、
初めて理事として名前を呼ばれた日の事な
ど、
寂しくもあり次年度の理事役員のたくま
しさを感じながら爽やかな気持ちで議長を
務める事が出来ました。15の理事役員の
皆さん頑張って下さい。
また、
このような機
会をくれた担当委員会の皆さまありがとうご
ざいました。
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第三十回わんぱく相撲 全国大会

かしわの冒険村

元気ハツラツ☆青少年委員会

村長 畑野 政大

佐藤 誠

2014年8月3日(日)。
気温30度を超える猛暑日。
心はすっかり夏模様！天気は蒸し蒸し晴れ
模様！あの子のシャツは縞模様！
夏真っ盛り
！
よっしゃー！海だ！キャンプだ！BBQ
だーー！
さぁ早起きだ！空気が澄み切った早朝！
始発の電車に乗って、
好きな音楽聞きなが
ら、
電車に揺られ、
景色は走り、
気持ちはた
かぶり、
電車に揺られること約1時間半。
辿り着 い た 場 所 は 、ビ ー チ で は なく
て・
・
・
・
・
・
・
・
・両国国技館。
確かに上半身裸の子供達は沢山いるけれ
ど、
身に付けているのは水着ではなくて、
相
撲まわし。今から砂浜という名の土俵で相
撲が繰り広げられる？
相変わらず前置きが長いと言われそうなの
で、冗談はこの辺にしておき、
ここからは真
面目に
（笑）
既にお気づきですよね？ そうです！ そうな
んです！
！
ここは神 聖なる場 所 、両 国 国 技 館なの
です。
全国の相撲力士の聖地でもあり、
憧れであ
る場所、
そこが両国国技館。
そこに全国から勝ち上がってきた小学校4
年生以上の男子、総勢300余名の精鋭達
が一同に介して、優勝目指して取り組みを
行って行きました。
全国大会ともなれば、
小兵力士といえども俊
敏な動きで相手を交わし、
細かい技で相手
を負かす力士がいたり、
体格を生かしてとに
かく力でねじ伏せる力士がいたりと、
レベル
の高い対戦が繰り広げられて行きました。
そんな全国大会、
私の役割は、
開会式と閉
会式の司会を、
贅沢にも土俵横にある特等
席にて務めさせて頂きました。役割が決ま
るまでの経緯は、数回の打ち合わせ、
そし
て台本読みをしている中、公益社団法人
東京青年会議所2014年度わんぱく相撲委
員会、委員長藪野（現在：横田）美芽さん
が突然読み合わせ後に、
「声が良いですね−。
開会式、
閉会式の司
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そこに各々微妙な感性が働いていると思う
会お任せします！」
の、
あっさりの一言で決まるという、
ちょっとし のです。
このような対戦をいくつも見
た笑い話がありますが、
こんな時に台本読 大会を通じて、
やはり小兵力士が大型力士を負
みの教訓が生かされて良かったと感じた ましたが、
瞬間でもあり、
お役に立てた事が本当に良 かした時は、一番の盛り上がりを見せたの
も事実であり、
大型力士の子供達も精一杯
かったと感じました。
役割が決まってからは、
前日からのリハーサ の試合を見せてくれたのも事実です。
ルから本番当日まで、
時間のない中入念な 勝負事はやってみないと分からないもの
マイクテスト、
そして司会台本の読み込み。 です。
「負け」
がある以上、
必ずどちらかに
『聞き手、
読み手・話し手、
書き手』
があるこ 「勝ち」
振り分けられてしまうというルールがありま
その台本です。
対戦する前から
「負け」
を意識して戦
個人的に
「文字を伝える」
という仕事に慣 すが、
れていても、
「文字を聞かせて人を動かす」 う人はいないと思うのです。
挑戦したからこその
「負け」
があり、
というのは、
伝える以上に奥が深いと、
これ そこには、
「勝ち」
を得たのです。
また一つ勉強になったと改めて思いました。 諦めなかったことで
また、
こうして大きな大会のお役に立てたの 小さな子供達が一生懸命戦っている姿は
も、
調布ＪＣという看板を背負わせて頂ける 我々大人にとっても、大変多くの学ぶ機会
個人的には、
今目の前にある
環境があり、そして、そこに仲間がいて、 を頂きました。
そして目標達成などを諦
「支え、守る」環境があるからこその物だと 困難から逃げず、
さらに
「挑戦」
し続ける勇気や気持ち
改めて感じ、
この場を借りて皆様に感謝、 めず、
を持つことが大事だと改めて感じました。
御礼申し上げます。
2014年8月3日、
わんぱ
さて、試合結果等は、皆様ご承知のことと そんなことを思った、
思いますので、
最後にこの事業を通して私 く相撲全国大会。
これからの社会に
が感じて学んだことを述べたいと思います。 感じた感性を大事にし、
役立てて行ければと感じております。
それは、
「諦めるな
！」
ということです。
そして委員長を始
小兵力士と大型力士との対戦があると、
ほ そして、何より、理事長、
とんどの方が大型力士の勝ちを予想する めとする支えてくれたLOMの全てのメン
ありがとう
！
！
はずです。
その裏には小兵力士を応援して バーに……
しまうという感性が働いたりしませんか？

去る８月１６日
（土）
１７
（日）、
カニ山、祇園
寺にてかしわの冒険村2014を開催いた
しました。
小学生に夏休みに楽しいキャンプを体験さ
せたいという思いから始まり、
かしわの冒険
王国経験者の川端副理事長の助け借り
て、
当日はお盆という時期にもかかわらず、
地域の諸団体の方々、たくさんのJCメン
バーにお手伝い、
ご協力いただきましてとて
も楽しいかしわの冒険村を無事に開催でき
ましたことを心より感謝申し上げます。
ありが
とうございました。
●嵐直前のとてもかわいい仮装のお姫様
救助作戦。●鈴木宗貴さんに製作いただ
いたターザンロープ。●風雲たけし城ばり
の水鉄砲合戦。●自分たちの食事は自分
たちで調理するというコンセプトで行った
BBQ。
●家の蛇口をひねったら暖かいお湯

が出てくるようないつものお風呂とは違うけ
れど、
鍋とプロパンガスで沸かしたとても完
成度の高い、
屋外風呂。
●カニ山の広場で
行った全員を感動させた最高のキャンプ
ファイヤー。●祇園寺にテントで泊まるキャ
ンプ体験。
●朝食の牛乳パックホットドックと
バームクーヘン体験。
などなど
かしわの冒険村では、
子供たちに学校では
できないことをたくさん体験してもらうことが
できました。
この事業の目的でもある、子供
たちにこの地域ならではの自然と触れ合う
機会を提供し、
自分達の住むまちの素晴ら
しさを認識してもらい、
この調布の自然が大
切にしていくべき財産であると感じ取ってい
ただけたのではないかと思います。
この経験は子供たちが大人に成長してく
段階でかならず役に立ち、
私たちが想像し
ている大人に近づいてくれるのではないか

と思われます。
なによりも参加した子供たち
全員が口をそろえて とても楽しかった。
と
言ってくれたことが今回かしわの冒険村を
開催したことが意義あるものとなりました。
また、
私たちも地域のみなさまと親交を深め
ることができました。
子供たちのおかげで、
少なからず大人も成
長できたと思います。
とてもとても疲れて大変でしたけど、
予算を
いただいた
（公社）調布青年会議所に感
謝申し上げるとともに、
また来年もこのような
会が継続できたらと思います。
ありがとうございました

東京ブロック野球大会
＝Tokyo Bloc Baseball Classic 2014＝
去る9月6日東京ブロック協議会主催の野
球大会が開催されました。
ここ最近は調布
JCだけではメンバーが足らずむさし府中JC
に組み込まれることが多かったですが、今
年は9名のメンバーが揃い一生懸命がん
ばりました。
結果はとにかく前向きに参加す

ることが大事であることを感じさせられる大
会でした。
また、
メンバーの子供たちも参加し大活躍！
！
野球を大好きになって帰っていきました。
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東京ブロック協議会
ボク達、わたし達の大冒険〜東京都最高峰雲取山2,017ｍ登頂〜
青少年育成委員会 会計幹事

加園 丈晴

９月１３日 ファーレ立川センタースクエア前か
ら東京ブロック青少年事業の一つとしてぼく
達、
わたし達の大冒険がスタート致しました。
今回の事業はまず子供たちの自己肯定感
を向上させるべく東京都最高峰の雲取山
２０１７メートル登頂をめざしその中で生ま
れる辛さや、
喜び、
また初めて知り合った仲
間との友情、
そして何より東京一の山に登
り着いたという達成感を感じさせたいと思
い一泊二日にかけて行ってまいりました。
登山当初はやはり慣れていないせいか子

新入会員
垂見 和子(38)

供達も苦しそうでしたが、
周りの大人たちの
声援やガイドさんのレクチャーにより何とか
山頂に到着。
そこで本来ならば全員で記
念写真を撮るはずでしたが一人遅れてい
る子供がいることを知ってか知らずか子供
たちが自ら全員で記念写真を撮りたいと言
われ再度明日また山頂を目指すこととなりま
した。
自分はその話を後から聞いたのです
が、
本当にこの事業が出来たことをうれしく
感じた瞬間でした。
そして雲取山荘での夕食・今日の感想の

発表会をへて就寝。
次の日また山頂をめざし無事事故もなく下
山いたしました。
この一泊二日の宿泊登山を経て、
最初はよ
そよそしかった子供たちも共通の経験や山
荘での宿泊・食事を通して本当に仲良くな
り、
一人一人も一回り大きくなった気がいた
しました。
結びになりますが今回担当委員長として一
度も弱音を吐くこともなく頑張った粕谷委員
長大変お疲れ様でした。

氏名(年齢)
職業
Q1 あだ名
Q2 趣味
Q3 JCに入会のきっかけ
Q4 幸せだな〜と感じるとき
Q5 ひとこと

職業 美容院髪屋アドロィト 代表

頼 俊宏(36)

Q1 カズオ
Q2 映画鑑賞・バイク
Q3 知人の紹介
Q4 休みの前日の晩
Q5 よろしくお願いします

加藤 ゆか(27)

職業 広告・印刷

Q1 らいくん
Q2 カラオケ・ドライブ
Q3 皆さんに勧められて
Q4 休みの日にビールを一杯飲むとき
Q5 台湾人です。
よろしくお願いします

米山 力(28)

Q1 加藤 ゆか
Q2 読書・映画鑑賞
Q3 視野を広げたいと思い入会させて
いただきました。
Q4 休日にこどもとのんびり散歩しているとき
Q5 一生懸命頑張りますので、
宜しくお願いいたします。

川村 泰史(35)

職業 操縦訓練・パイロット養成

齊藤 定之(36)

サマコン
（サマーコンファレンス）
とは、公益
社団法人日本青年会議所が主催する三
大大会の一つです。
青年会議所運動を広く発信するために、
今年は安倍首相や王貞治氏はじめ、
各界
を代表する著名な有識者をお招きし、
政

関東地区協議会とは
東京ブロックをはじめ１都７県のブロック協
議会にて構成されています。
年に一度関東地区大会が開催されており
セミナーフォーラムやイベントが行われてい
ます。
2014年度は千葉県成田市成田山新勝寺
にておこなわれました。
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治・経済・社会など様々なジャンルのフォー
ラム・セミナーを開催されました。
調布青年会議所では土曜の日中にフォー
ラム・セミナーに参加し、
夜は横浜の夜景が
きれいなレストランてメンバー同士で懇親を
深めました。

岸 祐輝(28)

峯水 延浩(26)

職業 教員
Q1 ミネムリン(マダムリン台北が由来？)
Q2 アマチュア無線、オーディオ、カメラ、電子工作、オートバイ
Q3 大学の地域向け情報技術の実験で地域行事にはよく参加してい
ましたが、慰霊祭2013から本格的にJCの事業に関わるようにな
り、
この度入会させていただきました。
Q4 ステーキ食べてる時？おいしい日本酒に巡り会えた時？大きな仕
事をやり終えて、反省会で全体を振り返った時の達成感を感じる
のが一番幸せですね。
Q5 電通大入学時に調布に引っ越してきて９年目になります。
学生時代は地域と深く関わる機会が無かったので、
まちの
人たちと一緒に事業をできることを新鮮に感じています。

桃原 仁(34)

職業 国際交流協会職員

Q1 ももじん
Q2 ギター、
ピアノ、
歌、
ジョギング、
旅行、
語学
（中国語・英語）
Q3 職場で知り合った会員からの紹介
Q4 汗をたくさん流してシャワーを浴びたとき
Q5 会員の皆さんから色々と勉強したいです。

職業 飲食業
Q1 あだ名は無いです。
。
。
付けてください!!
自己啓発や流行りの小説を読んだりします！
Q2 読書です。
Q3 やるき茶屋国領店に異動になり、
前任の店長の
紹介により入会させて頂きました。
Q4 旨いお酒と、
美味しい料理を食べている時
Q5 集まりがある時がちょうど仕事の時間なのであまり
参加出来てませんが、なるべく参加したいと思って
おります。
皆様よろしくお願い致します！

Q1 山ちゃん Q2 サッカー
Q3 同級生に誘われて
Q4 晴れた昼下がりにビールを飲んでいる時。
Q5 自分が住んでいる街でありながら、
調布に
ついてまだまだ知らないことばかりです。
「皆が愛着をもつ街」
をイメージして活動
に取り組んで参ります。

SUMMER CONFERENCE 2014(サマコン)

職業 倉庫業

Q1 サダ
Q2 旅行 食事
Q3 現役メンバーからの紹介
Q4 美味しい料理を食べている時
Q5 調布の良さを多くの皆さんに知って
もらえるよう頑張りたいと思います。
調布市商工会青年部もよろしく！

調布の未来然り、日本の未来然り、世界の未来然りです。青年とは、失敗が許され
る特権を有します。年長者が失敗をフォローするからです。青年が失敗を恐れず
挑戦することで、現状を打破し、素晴らしい未来が開かれると信じます。調布の未
来を託された、この青年会議所が、そのような場所で在ると信じております。

職業 システムエンジニア

職業 ビルメンテナンス業

Q1 りきちゃん
Q2 ボルダリングを調布で始めました。
水泳は調布市民大会で一位を取ったこと
があります
Q3 友人に紹介されて(佐保田君)
Q4 もちろん若い人と飲むとき
Q5 よろしくお願いします！
！
！
！
！
！
！
！
！
！
！
！
！

Q1 タイシ Q2 趣味は仕事です。
Q3 皆さんにお誘い頂きましたので。
Q4 幸せそうにしている人を見たとき。
その幸せに協力が出来たとき。
（ウォルト・ディズニー）
Q5 現状維持では後退するばかりである。

山崎 友裕(33)

職業 飲食業

林田 宗剛(31)

職業 建設業
Q1 リンダ
Q2 映画鑑賞、
旅行など
Q3 知人からの紹介をうけて
Q4 大きく伸びをして、
リラックスできた時
Q5 参加出来ていない日がありますが、
地域貢献、
地域のネットワーク、
自分自身のネットワークを
広げていきたいと思いますので、
宜しく御願い
致します。

小田井 清充(35) 職業 作曲家
Q1 ジョナサン Q2 読書、
料理、
写真、
自転車
Q3 友人の紹介
Q4 酒屋さんもしくはスーパーの酒類売り場の棚を眺める時。
Q5 長らく海外で生活しておりましたが、本当は地域
の皆様の為にこそ働いてみたいと思う今日この
頃でございます。
まだまだ皆様に教えていただく
ことばかりでご迷惑をおかけしますが、
どうぞ宜
しくお願いいたします。
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