出向者報告

あすの 12月号

東京ブロック協議会 青少年育成委員会 委員長 粕谷洋亮

本年度、東京ブロック協議会に委員長として出 とのない議案作成、全てが戸惑いの中の1年でし
しかし、
そんな中だからこそ、
自分自身の成長
向をさせて頂きまして、
ありがとうございました。昨 た。
年、渡邊弘樹君が東京ブロック協議会に会長と を感じる事の出来た１年間だったと思っていま
して出向した事がきっかけで、
今年、
委員長として す。出向して色々助けてくれた調布のメンバー、
出向をする機会を頂きました。入会３年目の私に 出向してないのに助けてくれたメンバー、機会を
ありがとうございま
は、
どういう役職なのか、
しっかり理解をしないまま 提供してくれた渡邊弘樹さん、
引き受けてしまい、最初は全てがクエッションだら した。今年出来なかったなと感じた部分を中心
けのスタートでした。普段からコミュニケーションを に、来年度出向する巴山勝済委員長を盛り立て
沢山とっているLOMのメンバー以外の出向者も て来年度も頑張りたいと思います。
たくさんいる委員会運営、
今まで一度も書いたこ
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第４回じゃがいもゴルフコンペ

2014年度じゃがいもクラブ 会長 白浜利崇
12月3日水曜日、久邇カントリークラブにてじゃが
いもクラブゴルフコンペの最終回が無事終了いた
しました。
まずは全4回これといったトラブルもなく、無事に
開催できたことを御礼申し上げます
去年会長をやらせていただく事になった時には、
ついにこの時が来たか、嫌だなあという気持ちで
いっぱいでしたが、
とある先輩方の暖かい言葉など
を頂きまして、
やってみようという思いになりました。
ゴルフはあまりやっていなかったのに快く副会長
を受けてくれ、
面倒な賞品の買い出しを率先して

やってくれた清水副会長。
なかなか連絡はとれな
いけど、
当日は送迎から宴会部長まで嫌な顔一つ
せずやってくれた巴山副会長。領収証の作成や
面倒な会計処理など、人の見てない面倒な作業
を完璧にやってくれていた宮永会計幹事。
そして
ほぼほぼ全ての雑用や取りまとめをしてくれた佐
保田運営幹事。
勝手が解らない俺たちに色々アド
バイスをくれた加藤直前。
俺が全く必要ないくらい
みんな頑張ってくれました
みんながいてくれたから１年間やってこれまし
た、
本当にありがとう
！

来年は４５周年ということもあり、佐保田次年度
会長がもっともっと楽しいじゃがいもクラブを運営し
て頂けると思っておりますので、
今年以上に皆さん
のご参加をお待ちしております。
またスタッフだけでなく、
電話をすれば快く来てく
れた先輩方、現役メンバーゴルフは出れないけど
懇親会だけでも来てくれた方々。
みなさんのお蔭
で成り立っている会です。
その全ての人に感謝し
て、
今年度会長の挨拶と代えさせて頂きます。
１年間本当にありがとうございました！

川部 秀彦
優勝
崇司
準優勝 清水
小川 陽一
3位
事業を振り返って

２０１４年度は対外的な事業がとても多かっ

たために反面では︑前日からの作業や一日がか

りでの設営から撤収などは︑目的がわからず

参加したメンバーにとって負担と感じることも

あったのではないでしょうか︒
また︑組織として

の内部統制や管理︑監督について︑うまく機能

しなかったことによる不満や不信感を持ってし

まったメンバーもいると聞いています︒

長として大変申し訳なく残念でもあります︒

しかしその感情と結果をもたらしたのは全て

自分です︒
そして過去先輩方が創り上げてき

た青年会議所運動の結果でもあります︒
だか

らこそ個人も組織も毎年毎年︑
工夫を凝らし

軌 道 修 正 を 続 ける必 要があるのだと思いま

す︒繰り返しになりますが︑
どうか２０１５年

度はみなさんにとって誇れる組織にしてくださ

い︒
そしてそれを作れるのは︑
会費を納め︑
平等

(専務室 事務局)
専務理事：戸井田 寛
財務担当理事：井上耕志
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

かかってます︒

私は５年間のJCライフでしたが、
最高の仲間と一緒
に全力で悩み、
泣き、
笑い、
楽しみました！
卒業の年に編集長をやらせてもらえた事はとても
嬉しかったです。
来年からはシニアとして
「あすの調布」
を楽しみに
しています♪
原稿を書いてくれた皆様、
読んでくれた皆様、
そして
原子先輩、
一年間本当にありがとうございました！
！

高橋 裕二

編集 編集長：加藤 百恵

代理事長
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10月例会 Chofu Halloween2014

11月例会 ランニングバイク大会〜子供の笑顔が地域のチカラ〜

まち委員会 副委員長 宮澤学

元気ハツラツ☆青少年委員会 委員長 瀧柳伸央

「えっ？何？この行列は・
・
・」
皆様お疲れ様です。
まち委員会副委員長の宮
澤です。
去る10月31日(金)に、
調布市商工会青年
部との合同事業、
「Chofu Halloween2014」
を無
事に開催することが出来ました。
今回は、
合同事業ということも有り、
実行委員会
を立ち上げ、
私が副実行委員長という大役を仰せ
つかりました。
が、今思い返してみても私の動きが
非常に悪く、実行委員会メンバーの力、
パワーが

あったから無事に開催できたと思っています。
当日の話になりますと、実行委員会の想定を遙
かに上回る参加者に来ていただき、
この例会に出
席いただいたメンバーには多大なるご迷惑をお掛
けしたことをあらためてこの場を借りてお詫びいた
します。一番最初の一言は、
パレード開始前に集
合場所に向かった時の一言です。
まさかパレード
待ちの参加者が布田天神の境内を一周するほど
集まるとは
「全く」
想定出来ていなかったので・
・
・。
開催中も、天神通りを往復しながら状況を確認

して歩いていましたが、
仮装した家族連れが天神
通り内の飲食店で夕食を取っている光景を見かけ
てほっとしつつも、
事故が無いよう祈り続けていまし
た。
最終的に、事故無く例会が無事に終われたの
も、
実行委員会メンバー、
商工会青年部さん、
そし
てJCメンバーの皆様のおかげです。
この例会に関わった全ての人に、
「本当にありが
とうございました！」

青少年事業の調査研究の一環で学生の達成
感、
成功体験を経験させる目的として学生ボラン
ティアを募集し、
合同で11月例会に向けて議論を
交わしてきました。
学生の意見を引き出しながら例
会を組み立てていかなければいけない。
それには
とても時間が短く、
本当はもっとじっくり考え、
議論
を交わして計画したかったです。
しかし、5月のわ
んぱく相撲やその他の例会の経験を生かし、委
員会メンバーが積極的に動きまとめた結果、
広報
活動が成功し応募が多すぎるために定員オー
バー。
様々なアトラクションによる会場演出。
事前に
積み重ねた打合せ、
役割分担の配分が成功し円
滑な大会運営ができました。
例会は大きな反響と
結果を得られ、終了後は今までにない達成感を
感じました。
11月例会は2歳から6歳までの未就学児を対象
とした
「ランニングバイク大会」
です。
子供にランニ

ングバイク
（両足で地面を蹴って進むペダルなし
の自転車。）
の競技に参加してもらうだけでなく、
親子愛の絆を深めるのが目的でした。
大会当日、
ランニングバイクのスタート位置についた子供達
には様々な表情がありました。真剣な表情。終始
笑顔。不安でお母さんばかり見ている子。無表
情。反対に子供を送り出す親はスタートライン付
近でカメラを持ち、
レンズを覗き、子供たちが走り
出す瞬間を今か今かと待ち構えていました。
中に
は不安そうに見守る親もいましたが、競技がス
タートした瞬間「がんばれー」
「こっちだこっち」
と
必死に応援。
一生懸命走る子供の後を親の群れ
がカメラを持ち大移動していました。子供に対す
る親の思いの強さ、
期待の強さを強く感じ、
ゴール
後、
勝っても、
負けても親が子供を誉めるシーンを
多く見ることができました。
スタートからゴールまで
の流れは学校の運動会でもなかなか見られない

光景だと思います。
私はこの一連のシーンを描い
ていました。
それを実現できた時、
うれしさに少し
涙腺が緩みました。
勝ち負けより物事を達成することが大事。
親に
も発見があったそうです。大会後のアンケートで
「うちの子がここまでできるなんで思わなかった。
」
と意見を頂きました。
そして今回のランニングバイ
ク大会をきっかけに親子の絆が深まったという回
答を多く頂きました。例会は成功だったのではな
いでしょうか。
物事を達成する。
成功することで自
信につながり、
そしてまた次に生きてくる。例会の
対称となった未就学児と親だけでなく、
ボランティ
アとして協力してくれた学生。
われわれ青年会議
所メンバーも同じことだと思います。
色んな意味で
成功した11月例会でした。

12月第一例会 臨時総会
議長 西川珠貴
１２月例会の日、
私は、
大変緊張しておりました。
なぜか、
前日から、
緊張が止まらないのです。
とうと
う総会が始まり、
議長就任の名前が呼ばれました。
前に出て、
椅子に座り皆の顔が見えた時、
逆に、
すーと緊張がほぐれて行くのを感じて、
自分でも驚
きました。
前を向いてみると、
皆さんの顔が見えて、
本当に安心してしまったのです。
実は、
1分間スピーチもした事がなかった私は、
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皆さんの前に出るのが、
2年前の卒業例会以来で
した。
そんな思いが、
緊張につながっていました。
卒業目前にして、
議長という大役をいただきまし
て、
本当に皆さんに感謝しています。
良い経験をさ
せていただきました。
先日の卒業例会のスピーチで
も、
緊張いたしましたが、
自分の目の前には、
仲間し
かいないんだという思いで、
自分の気持ちを話す
事が出来ました。
短い3年間のJC生活でしたが、
こ

れから頑張って行かれる皆さんへ、
いろんな経験
をさせてもらえるJC運動の中で、
私も、
もっと学べる
事があったと思っています。
心残りのない時間を仲
間と一緒に過ごしていただきたいと思っています。
応援しています!
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12月第二例会 卒業式 納会
『支え、
守る。
』

卒業生からのメッセージ

会員開発交流委員会 委員長 堀内信宏

佐藤誠
色々な【気】を貰って
色々な【機】を得て
色々な【希】を持って
これからも突き進んでください！
沢山の出会いに感謝してます。

松永和磨
自分らしさを大切にして下さい。
これからも素晴らしい事業を期待しております。
寛人頑張れよ〜！

加藤和歌子

長い間お世話になりました！たくさんの出会いがあり、たくさんの思い出ができました。
この２年は走り続けてきたので趣味のアロマテラピーで癒されようと思います。
みなさんも体は大事にしてくださいね〜
ゴルフ、じゃがいもに出れるようがんばりまーす。うまくなったら誘ってください。
ありがとうございました。

榎本陽介

加藤百恵
調布ＪＣのメンバーで本当に良かった〜☆
最高の仲間が沢山できました。
みんな！いっぱい悩んでおもいっきり楽しんでね♪

走り抜けろ！
未知なるステージへ
向かって！

渡邊弘樹

宮永保寿
調布をあいしてま〜す！

去る12月14日、
天候に恵まれる中、
調布クレス
トンホテルにて12月第二例会が開催されました。
当日は、
秋沢淳雄会長をはじめとする調布
青年会議所シニアクラブの諸先輩方に多数
ご出席いただき、
盛大な例会となりました。
お忙
しい中ご出席頂き誠にありがとうございました。
本年は昭和49年生まれの渡邊弘樹君・松
永和磨君・尾崎大介君・小川陽一君・榎本陽
介君・後藤和寛君・加藤百恵君・黒田秀範君・
西川珠貴君・加藤和歌子君・宮永保寿君・黒
田謙君・佐藤誠君以上13名が卒業を迎えられ
ました。
第一部の卒業式では、
卒業生13名全員が
出席され、
調布JC在籍中の熱い思いと卒業後
への抱負をスピーチし、
高橋理事長より卒業証
書が授与されました。
そして、
送辞を会員開発
交流委員会の大井麗子委員、
答辞を元気ハ
ツラツ☆青少年委員会の加藤和歌子運営幹
事が読まれました。
最後に秋沢会長よりご挨拶
とシニアクラブ迎えの言葉を頂戴しました。

第二部の納会では、
シニアクラブの諸先輩
方にお見守り頂く中、
2014年度の歩みを振り
返り、
高橋理事長より菅次年度理事長へ理事
長バッヂが、
嵐直前理事長より高橋理事長へ
直前理事長バッヂが伝達され、
2015年度への
第一歩を皆で踏み出しました。
卒業生と新入会員の交流をテーマに粕谷
副委員長が中心となって準備をして参った本
例会、
記念品作成のための資料収集、
スピー
チバックの作成やアトラクション動画の撮影、
当
日の卒業生スピーチや納会での交流を通し
て、
卒業生の思いが新入会員に伝わったので
はないのかなと存じます。
ややもするとメンバー同士が交流をする場
が少なくなっているようにも見える昨今、
沢山の
出席者に恵まれて卒業例会・納会を開催する
ことができたことを嬉しく思うとともに、
出席して
くださったすべての方に感謝を申し上げ、
例会
報告とさせて頂きます。

2001 年から 14 年間様々な活動や運動をさせて頂き
ました。来年からは仕事中心に地域活動も頑張って
いきたいと思います。ありがとうございました。

先日の卒業例会ありがとうございました。
2006年
に入会してあっと言うまの9年でしたが、
とても楽
しい時間でした。
JCで得た経験と仲間をこれから
も大切にしていきたいと思います。最後に、高橋
直前、
お疲れさまでした、
そして、
ありがとう。

尾崎大介

これからの皆さんの活躍をとても
楽しみにしています !

黒田秀範
有難うございました。
また会いましょう。

僕は入会して約10年、正直あまり青年会議所活動には参加出来なかったけれど
も、楽しい思い出もいくつかあります。
もちろん、旅行や飲み会だけでなく、ひとつのイベントや企画に向かって、夜遅く
まで議論したり、学生の時には散々やったけれども、社会に出てからこういう体
験が出来るとは思いませんでした。
卒業という一つの区切りで、青年会議所に入ってよかったと心から思います。
20代〜40代という、
人生の一番輝く時代を楽しんで生きて下さい！

後藤和寛
40歳までのJC生活、悔いの無いように
頑張ってください！
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西川珠貴

小川陽一

黒田謙
今年で卒業なのは、悔いがのこりますが
現役メンバーの方々は、悔いが残らない
ように血ヘド吐くまで jc LIFE を楽しんで
下さい。
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第63回全国大会 松山大会

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

farewell party（さよならブロック）

元気ハツラツ☆青少年委員会 副委員長 宮永保寿
昨年の賀詞入会のわたくしにとって早いもの
で、
もう卒業なんだ…といった感じで松山の全国
大会卒業式に行ってまいりました。
思えば昨年の奈良大会も訳も分からず参加
させて頂いて､幸運にも先輩方の勇姿を目に焼
き付けることができたのですが､あれから１年、今
年は送られる立場になってしまったのです。
卒業式の行われる10月12日は天気も心配さ
れていましたが（わたくし自身もかなりの雨男とい
うこともありますし…）､しかし、
わたくしの雨を呼
ぶ力よりも、昭 和 4 9 年 生まれのみなさまの力も
あってなんとか天気も持って式典も無事に行わ
れたのでした。そして楽しみにしていたスペシャ
ルライブは坂本美雨さんと小室哲哉さんでした！
小室さんはわたくし達昭和49年世代が学生時

代を過ごした90年代前半から社会に旅立った
90年代後半ごろまでバリバリの全盛時代、
ミリオ
ンセールス連発といった今思えばとんでもないこ 上から応援に来てくれたみんなに手を振るのは
とをしていたプロデューサーでわたくしも大ファン 本当に気持ちよかったです。そして一緒に同じ
だったので本 当に感 激でした！
！ 特に「 W O R 志を持ってＪＣ活動を頑張った同級生､仲間たち
WAR TONIGHT〜時には起こせよムーブメン がいるからこの舞台に立つこともできて、すがす
ト〜」が懐かしかったですし、“ 時には起こせよ がしい気持ちになれるのだと思いました。
ムーブメント”っていうフレーズが好きで生で聴く
12日は台風が来ると噂もあったのですが直撃
ことができて本当に嬉しかったです。
しかも普段 することなくなんとか無事に調布にたどり着いた
はほとんど歌わない（なぜ歌わないかは会場に のでした（1日ずれていたら本当にひどい目にあ
いたみなさまはおわかりだと思いますが）小室さ うところでしたが助かりました）。
んが出血大サービス！
？ で熱唱していたのもとて
しかし、無事だと思ったのも束の間、調布で昨
も嬉しかったです。
年卒業された先輩たちの歓迎を受けることにな
最 後はわたくし達 、卒 業 生がみなレッドカー り卒業式は調布の地で延長戦に突入したので
ペットの上を歩いたのですが、
レッドカーペットの
した…

アカデミー研修委員会閉校式
本年度、
アカデミー研修委員会に出向させて
いただきました。今 年 卒 業 するのにアカデミー
に！
？ など周りから不 思 議に思われ、
自分でも
「今更なあ」
と思いながらもＪＣの初心に戻り、基
本の
「基」
を学ぶために参加しました。私が所属
した塾は
「男塾」。
その名のとおり、男気あふれた
錚々たるメンバーに最初は躊躇しましたが、
だん
だん慣れてきて、最初のあだ名が「姫」
と可愛く
呼んでくれたのが、途中から
「和歌姐さん」
に変
わっていました。
第６回目の全体委員会では
「福島の復興」
を
テーマに各塾が模擬上程を行い、
それぞれがプ
レゼンしました。少ない予算の中、私たちができ
ることを考えましたが、
なかなか内容が詰められ
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直 前 会 長としての乾 杯 挨 拶が控えていました
が、私も飛び込まなければいけない雰囲気が出
てしまい、乾杯後に飛び込みの覚悟を決めまし
たが司会者が殺気を察して時間の関係上割愛
されてしまいました。正直、会長が飛び込んでい
なければ私が飛び込む予定でしたが、会長が
飛び 込んでしまった為に私は助 かりました( ―
̲―)!! 調布からも新入会員をはじめとする多く
のメンバーに参加してもらいました。本当にあり
がとうございます。
このさよならブロックから次年
度の動きも活発になります。2015年度以降も活
躍するメンバーの皆様！調布の中だけが青年会
議所ではありません。東京、関東、
日本と様々な

場所に出向して多くの知識得て、その知識と経
験を調布に持ち帰ってきてください。小さい地域
だけでの活動や運動から得る知識や経験では、
通用しない時代に突入しております。青年会議
所歴が長いメンバーが率先して若いメンバーと
共に出向をしてきてください。私は本年度卒業さ
せて頂きますが2001年の入会から13年間、東
京、
日本と出向をしてきて多くの事を調布に落と
してきましたが、
それは既に古い知識なのかも知
れません。新しい血をドンドン調布に注ぎ、
日本で
一番の青年会議所へして頂ければと思います。
本当に長きにわたりありがとうございました。

実行委員長 巴山勝済

会津郷土料理

ず、苦労しました。各塾が復興への独自の調査
や講演を行う中、男塾は
「福島三国志！〜３地域
の志〜」
ということで浜通り・中通り・会津を代表
する食材を使用してバーベキューを行いました。
会 津の郷 土 料 理を調 査 するために急に思い
立って会津に赴き、
Ｂ級グルメから伝統料理を堪
能しました。
アカデミー研修では、
「ＪＣの存在意義はなん
だろう？自分ができることはなんだろう？」 と私に
とって自分への問いかけの１年でした。
「 何を変
えたいのか？ どう変わりたいのか？ それによっ
て自分も変わりたいのか？」 １年を通して、
ＪＣの
あり方を考えさせられ、卒業する前にこのような
機会をあたえていただき、感謝しています。

本年度、調布からは粕谷洋亮君が委員長と
して出向し、東京ブロック協議会に昨年度お世
話になった最後のご奉公として私は直前会長と
して出向をさせて頂きました。2014年度の東京
ブロック協議会も様々な運動展開を東京中で行
い10月27日
（月）
に最後の事業であります、
さよな
らブロック
（フェアレルパーティー）
を稲城市にあ
るよみうりランドで開催を致しました。一部は式典
をホールで行い、二部はプールサイドでの懇親
会。約300名の東京中の青年会議所メンバーが
集まり、楽しい宴が開催をされました。開始早々
の 角 田 会 長 挨 拶 が 終わったとたんに会 長 が
プールへ飛び込んでしまいました。
その後に私の

make an Actionいま、私にできること−東日本大震災から学び、備え、応援する−

社団法人日本青年会議所 関東地区 東京ブロック協議会

男塾 塾生 加藤和歌子

直前ブロック会長 渡邊弘樹

こづゆ

子どもがいるためになかなか参加できず、
このま
まアカデミーも不完全燃焼のまま終わるのかな・
・
・
と思っていましたが閉校式のスタッフとしてご指名
いただき、
最後の最後でようやく満足いく形で終了
することができて本当にうれしく思います。
復興への取り組みとして福島で田植えをすると
いう宿泊研修はできませんでしたが福島に行き、
田植えから草取り、刈入れまで私たちが関わった
お米を現在販売中です。
その名も
「絆米」。復興
にもつながりますのでぜひご購入下さい。
調布以外のＪＣメンバーと知り合い、
「 絆」
を深
めることができて、幸せな１年でした。
たくさんの出会いに感謝です。
ありがとうござ
いました。

この度11月22日から25日に開催された東日本
大 震 災 復 興 支 援 事 業「いま、わたしにできるこ
と」が無事に開催されたことを関係各位の皆様
に熱く御礼申し上げます。
私が、今回の事業に携わった経緯を簡単にお
話しいたします。
今年は日本JCの災害復興支援委員会に調
布JCの有志と共に出向したことから始まります。
そこでは、私が知らなかった事柄や、今後どのよ
うに災害へ備えたら良いのか、
自分がそれぞれ
の地域で何ができるかを全国の仲間が真剣に
話し合いをしていました。
そして私は明日来るか
もしれない災害に対して調布JCとして何が必要

かを考えるようになっていきました。
そんな時に高橋理事長から
「調布から！ 復興
支援プロジェクト」
のメンバーが中心となって復興
支援事業を考えているので一緒に参加しないか
と誘われました。私は調布JC以外の方々と交友
するのは初めてでしたが、
コアメンバーの高い志
を知る事となり私もそれに触発されていき、実行
委員長という大役を引き受けさせて頂きました。
当初私は、今回の事業を実に単純に考えていま
した。
ところが調布市を初め他団体の方々が実
行委員会に参加し、応援を頂くうちに私の想像を
遥かに超える事業となっていきました。

11月23日のメイン開催日は、大勢の来場者の
おかげで物産や食べ物は売切れていき、海斗
ショーも順番待ちで握手会をしていたので大盛
況だったと思います。
私がこの様な事業に携われたのも青年会議
所に入会していたからだと思いますし、今年はな
ぜかわかりませんが高橋理事長と携わることが
多かったです。
私は今回の大切な経験を活かし地域に貢献
できるように日々まい進していきたいと思います。
最後に、今回の事業にご協力して頂いた皆
様に御礼申し上げます。
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