
5つもの例会と、各クラブ活動も盛んに行われ、
新入会員さんもたくさん入ってくれたので、5月
号とても編集のしがいがありました。誌面越し
ではありますが、こうして皆様にご報告できる
こと、とても嬉しく思います。次号もお楽しみ
に！（2022年度副専務理事 小田金友美） 調布JC

編 集 後 記

お顔のコリをほぐして
健康になりましょう！

加藤百恵
09033365670
fr.momo118@gmail.com

042-482-6654
090-2433-7719
babekikaku@jcom.zaq.ne.jp
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たのしいに、一所懸命。
おとなが真剣にあそぶサークルです。

おとなが本気であそぶと、
かっこいい。
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公益社団法人調布青年会議所
2022年度広報誌

日頃より公益社団法人調布青年会議所の運動にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

2022年度公益社団法人調布青年会議所では、新年交歓会に始まり、5つの例会と、事業計画変更に伴う臨時総

会を1度開催致しました。昨年まで2年間、新型コロナウィルス感染症により今までのような運動展開が出来ない事

が多くありましたが、「思うように事業が出来ないと嘆くばかりでも、できないかもしれない事に期待を寄せるばかり

でもなく」と理事長所信に書かせて頂いた通り、今出来る事を、出来る形で精一杯取り組んでいます。また、本年度4

月理事会までに新たに10名のメンバーにご入会を頂きました。

「新入会員が多いと調布青年会議所全体が盛り上がる。」まさにそのような形で運動が出来ていると感じます。

引き続き、新入会員候補のご紹介をよろしくお願い致します。

最後になりますが、2012年からお世話になっていた柴崎の事務局から、4月1日付けで新事務局に移転をさせて頂

いております旧事務局をお貸し頂いた先輩、また新事務局の移転に伴ってお世話になりました方 に々この場を借り

て御礼申し上げます。 第五十二代理事長　粕谷 洋亮



公益社団法人調布青年会議所2022年度最初の事業として

1月12日たづくりにて新年交歓会を2年ぶりに対面開催致し

ました。

本来であれば多くの行政関係、地域団体、来訪JCにお越し

頂きたいところではありましたが、まん延防止等重点措置の観

点からお呼びできず、誠に申し訳ございませんでした。今年度

は調布シニアクラブの皆様と執り行い、多くのご参加頂きあり

がとうございました。

また例会の模様をホームページ上に動画配信しておりますの

でご覧いただければ幸いです。

最後に、多くのメンバーのご協力があり滞りなく会が行えまし

た事、誠にありがとうございました。

はじめの一歩指導力委員会　委員長　鈴木優児

月例会「シニアクラブ合同新年交歓会」

今回の総会はコロナ禍の厳しい状況で、対面では開催する

ことはできませんでしたが、出席と委任状あわせて100%を目

標とし、響け！専務室事務局メンバー総動員で動員を頑張っ

た結果、見事100%を達成することができました。

前年度の事業報告など大切な議案を調布青年会議所メン

バー全員で審議可決できたことを心より嬉しく思います。皆様

ありがとうございました。　　　　　　 専務理事　山口隼平

月例会「定時総会」

わが町調布は、オリンピックなどの世界的祭典で味の素スタジアムが利用されるなど、TOKYOのまちとして紹介されていま

すが、実際の認知度はまだ高くはありません。立地的にもTOKYOの中心にあるこのまちが、私は本物の「CENTRAL 

TOKYO」として認められるべきだと信じ、まずは多様性のあるまちへと成長することがその第一歩だと考え、本事業を構築

致しました。

ご参加いただいた外国人たちは、埼玉県や千葉県から足を運んでくれた方もおり、わが町を代表する歴史ある文化「布多

天神社」にてまちの魅力を十分に感じてもらい、調布市民は初めて出逢う外国人たちの、ステージで輝くパフォーマンスに

感動をし、会場にお集まりいただいた約１３０人は様 な々形で交流することが出来ました。

あの日、出演者だけでなく、参加者全員が主体者となり心の共鳴が出来たのも一重に、委員会そしてJCメンバーの皆さん、

いつも支えて下さるシニアの諸先輩方、そして今回の事業で広報や協賛のご協力をして下さった各企業及び団体の皆様の

おかげです。

入会１年未満の若輩Jayceeにも関わらず、今期まち委員会委員長の大役を担わせて下さったJC関係者の皆様には、この貴

重で熱く学びの深い機会を下さり、心より感謝しております。

次回８月例会では、わが町調布の真の課題を見つけ出し、心いっぱい向き合って参りますので、ご協力の程何卒宜しくお願

い致します！感謝。　　　　　　　　　　　　　　　　　　~This is Our Generation~まち委員会　委員長　大庭健良

月例会「LOOK AT ME! ～外国人スーパースターコンテスト～」

2月26日、2022年度のアカデミー研修委員会がホテル日航立川で開校し

ました。調布からは11名が委員として出向しています。2年ぶりに対面開催

が叶い、3月25日には多摩市で第二回、4月28日には武蔵野市で第三回

全体委員会が行われています。　　　　　　　 副専務理事 小田金友美

「アカデミー研修委員会」



4月3日、調布の歴史ある割烹うなぎ料亭「竹乃家」さんにて、シニアクラブ合同例会を開催しました。八王子の置屋「ゆき

之恵」の美しい芸者さんによる唄や、お座敷遊びを体験し、日本の情緒あふれる大人のたしなみを堪能しました。

2年ぶりにシニアクラブの先輩方とじっくりお話をしながら懇親を深める例会を開催することができ、現役メンバー一同、先

輩方の熱い情熱やパワーに良い刺激を受け、とくに新入会員にとってはより一層に得難い貴重な時間になったと確信して

おります。今後もこのような素晴らしい交流が継続できるよう願っております。　　　　　　　    副専務理事　小田金友美

月第一例会「シニアクラブ合同イキな旦那と姐御の交流会」

３月16日（水）にGMG八王子ゴルフ場にて第一回じゃがい

もクラブコンペを開催させて頂きました。

大変忙しい時期に、たくさんのシニアの先輩方、現役メンバ

ーにご参加頂きまして誠にありがとうございました。

シニアの皆様、現役メンバーの貴重な交流の場になったと感

じております。

コロナ禍の開催でしたが皆様のご協力のもと開催できたこ

と誠に感謝しております。

　　　　　　　　　　  じゃがいもクラブ部長　山田亮平

「じゃがいもクラブ」

3月20日、第一回写真部活動を行いました。今年

度の写真部は、新たに2名の部員を迎え、例会以

外でもカメラ片手に撮影会を行なっております。

興味のある方はお気軽にご連絡ください。　　

写真部部長　加藤ゆか

「写真部」

4月23日に3年ぶりとなる東京ブロック野球大会

が開催されました。結果は3位となりました。JCI東

京との準決勝で惜しくも敗退してしまいました。来

年は必ず優勝したいと思っております。

ですが参加してくれたメンバー、応援にかけつけ

てくれたメンバーと野球というスポーツを通して

交流できたことは本当に幸せな時間でした。皆

様本当にありがとうございました！

　　　　　　　   ポテトクラブ部長　山口隼平

「ポテトクラブ」

月第二例会「調布BINGO鬼ごっこ」
4月17日に4月第2例会「調布BINGO鬼ごっこ」を開催いたしました。調布JC関係者のお店などをビンゴ

のマスにして、調布を巡る企画となります。シニアメンバーの皆様や実行委員会メンバーの協力と、多くの

メンバーの皆様のご参加により大成功に終わりました。

想像を常に超えていく。改めてJCを感じることのできる企画になったのではないかと思っております。実行

委員会としての活動はこれで終了しますが、今後も調布青年会議所をガンガン盛り上げていきたいと思

います。本当に有難う御座いました。お疲れ様でした。   組織力向上実行委員会 実行委員長 船山卓郎

第2回      6月15日　よみうりゴルフ倶楽部

第3回　  9月14日　富士桜

第4回　11月16日　武蔵丘

次回以降もどうぞよろしくお願いします。



上田　慎（ウエダ　マコト）
SHINSEI企画株式会社（広告代理業）
スーパーマーケットや飲食店様の折込チラシやポスティング
チラシなどのデザイン制作から納品までを行っております。商
業印刷にかかわるものは何でもご相談ください。BGMや楽曲
制作も是非！

粕谷　太郎（カスヤ　タロウ）
公文式深大寺東町1丁目教室（学習塾）
妻と公文式の教室を運営しています。生徒さんは幼児・小学
生中心で、算数・数学、国語、英語の学習を提供しています。

小野寺　正（オノデラ　タダシ）
三井不動産リアルティ株式会社（営業職）
個人向け不動産売買仲介・賃貸、事業用・投資用不動産仲
介、コンサルティング、駐車場・駐輪場運営、カーシェアリング
などを行っている会社で現在は不動産売買仲介部門にいま
す。

杉山　佳祐（スギヤマ　ケイスケ）
株式会社Dotoku（飲食店/らーめん・つけめんたつみ）
小島町にある約20年続く地元から愛されるらーめん屋さんで
す！

保延　龍一（ホノベ　リュウイチ）
合同会社桃太郎（飲食店/楠カンフォーラ）
和食をベースとした飲食店のホールで働いています。

長久　直人（ナガヒサ　ナオト）
株式会社マイスター（内装工事業、リフォーム業）
賃貸物件の空き室整理をメインとして内装工事業を営んでお
ります。地域密着を目指してきめ細やかなサービスを心がけて
います。

酒井　智樹（サカイ　トモキ）
酒井塗装（塗装業）
外壁、内部などの塗装作業を主に行なっております。自分でや
り始めたばかりですが頑張っております。

【家族、趣味の紹介】
洋楽やジェジュンが大好きな妻（※多分私のことが一番好き
仮面ライダーかマリオしか興味がない長男（5歳）（※多分私
のことが一番好き）お風呂でパパの胸毛をむしるのが大好き
な次男（1歳）（※多分私のことが一番好き）家族に内緒で
釣り道具を集めて、なるべく営業先に千葉や茨城だとか山梨
の会社と取引したがる私（※多分、自分が一番好き）

【お気に入りの場所】
へび山、ちょうど良い散歩コースです。つげ義春の気分で歩く
のが好きです。
セブンイレブン飛田給2丁目店脇の高架下、ちょうど良い日
陰です。車でお昼寝する時にぴったしです。

アカデミー皆勤賞とる！
明るく楽しく激しく頑張ります！

【家族、趣味の紹介】
趣味は電車に乗ること。最近は乗り物大好きな息子2人と電
車旅に行っています。生きがいは東京ヤクルトスワローズ。野
村スワローズ時代からのファン歴30年ほどです。神宮球場最
高！

調布青年会議の先輩方にお会いできる機会をいた
だき大変うれしく思います。たくさん勉強させてくださ
い！よろしくお願いいたします。

）

13年間調布で会社を経営してますがほぼ人との交
流もなく引きこもってましたので、これを機に少し社交
性を身につけたいと思います。自分の力がどの程度皆
様のお役に立てるか全くの未知ですが頑張りたいと
思います。

JCに入って、退屈な日常が急に輝き出しました★圧倒的な行
動力、思考力を持つ方の集まりの中で意見交換できる毎日は
とても充実しています。調布にエステ×カラオケバー複合サロ
ンを出したいなと最近考えてます♬

【家族、趣味の紹介】
趣味は工具集め、ギター
筋トレ、腕時計を趣味と
してます。工具集めは本
業に生かされるのでとて
も有意義な趣味となって
おります。

【お気に入りの場所】
深大寺、子供の頃か
らよく遊んでたのと昔
の街並みのような風
景がとても好きです。 【お気に入りの場所】

調布大衆食堂ダブルパン
チです。地元静岡の高校
の幼なじみが店長としてや
っているお店です。僕が調
布に来るきっかけとなった
お店です！。

【お気に入りの場所】
旬鮮酒場 華肴
家族みんな大好きなお店
です。何を食べてもおいし
いですが、一番のお気に
入りは水タコです。

尾形　貴紀（オガタ　タカノリ）
株式会社 新洗組（建設業）
電気、ガス、水道、内装工事を行なっております。主にマンショ
ンやアパートのリフォームをおこなっております。　App Storeと
GooglePlayにてアプリもリリースして建設業に役立つアプリ
開発も行っております。

小室　七央（コムロ　ナオ）
屋根裏サロン キレイニナル～脱毛×小顔～
（エステサロン経営）
千歳烏山駅から30秒！南国をイメージしたプライベートサロン
です♪30代、40代、50代の【メンズ脱毛】をスタンダードにし
たく、お酒を友に、千歳烏山～調布あたりの飲み屋さんで脱
毛の素晴らしさを熱く語る日々です♪

【家族、趣味の紹介】
妻とわんこがいます。
フットサル・サッカー。

【家族、趣味の紹介】
趣味でDJをやっています。調布市内の飲食店の仲間と定期的
にDJイベントを行ったりしています！

【家族、趣味の紹介】
趣味は学生の時にバンドをやっており音楽が好きです。また去
年から始めたゴルフが楽しめるまで上手くなれるよう練習中で
す。
実家は山梨で母親と兄弟は兄がいます。20歳で上京してから
14年間調布に住んでいます。

【お気に入りの場所】
旧タコ公園。学生の時によくタコ公園で呑んでました！

村澤　康太（ムラサワ　コウタ）
株式会社ピークス（建築業、飲食業、エステ業など）
主に化粧シートと言われる専門職をメインに、内装、外装を一
手に引き受け施工する会社となっており、仙川でバーガーショ
ップトゥエンティーと言う名前で飲食業、ビューティーサロンポ
ノと言う名前でエステ業も営んでおります。

【家族、趣味の紹介】
趣味は車両関係（車、バイクなど）のカスタム。暇が有れば釣
りなど。最近は周りの影響でゴルフを練習中。

【お気に入りの場所】
調布飛行場のマイクロカフェ

【家族、趣味の紹介】
三人の子供を持つ父親です。長男次男は手が離れ寂しさが
ありますが、小4の三男が最近始めた野球観戦をすることが、
今1番の楽しみです。

【家族、趣味の紹介】
趣味は、豚半頭を捌く事（笑）

【お気に入りの場所】
Bells TOKYO
調布にお店を出したのがつい最近なのでこれから色 と々調布
の事を知り、色 な々調布と出会っていきたいと思います。

【お気に入りの場所】
仙川駅
事務所の最寄り駅。
ちょっとお洒落な感じの街並みが
良いなと思います。

よろしくお願いします！

【お気に入りの場所】
わが地元、深大寺とそ
の門前に広がるお店
です。特におすすめは
梅月さんの蕎麦饅頭
です。

【家族、趣味の紹介】
とある1日
起床→仮想通貨をチェック
→ご飯作りながらホームカラ
オケ→仕事→息子お迎え→
公園→夕飯作りながらホーム
カラオケ→飲み屋→スナック
【いつ死んでも後悔しない】
をモットーにマイペースに過
ごしています♬

【お気に入りの場所】
調布に行ったら、まずは我ら
が山田委員長の【ホルモン
キンタロー】@百点街に直行
。駆け込み一杯から長い夜
が始まります！こちらのハラミ
は実は‥叙◯苑にも負けな
い美味しさ◎でお気に入りの
一品です！

【家族、趣味の紹介】
野球が好きです。調布で草野球やってます。

【お気に入りの場所】
調布市全てが好きです。生まれも育ちも調布なので調布の町
が好きです。

右も左もわかりませんがよろしくお願いいたします。
33歳になり仕事もプライベートもマンネリしてきて環境
を変えたいと思い入会させてもらいました。まだ仕事
が忙しく両立が難しいですが、できる限り活動してい
きますのでご指導のほどよろしくお願い致します。

皆さまに劣らない様
精進したいと思って
おります。

JCを通じて日々、色々
な事を学び、成長し、
社会に貢献出来る人
間になりたいです！

鈴木　リエ

（株）すずのや食堂
（飲食店/焼き鳥）
小平に1店舗、府中に2店舗、
飛田給に1店舗串焼屋を営ん
でおります。『その日の物をその
日のうちに』をモットーにやっ
ております。

（スズキ　リエ）

調布青年会議所のメンバーの方との仲をもっと
深め色々なつながりを持ってステキな年にした
いと思っております。

現役生活は1年しかないので、一人でも多くの
方と交流を持てるように例会に積極的に参加し
ようと思います。よろしくお願いします。

事務局
移転しました！
新事務局住所
〒182-0024
東京都調布市布田４丁目２７-３１
コープK 401
（調布駅から徒歩5分）

新 入 会 員 紹 介


