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理事長挨拶って気が重いなぁ…。
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た展開を念頭に、コストや効率、より良い効果を上げる工夫をして行きます。

１．年初のご挨拶
理事長

ますかわ

益川

おさむ

治

新年明けましておめでとうございます。平成 24 年の

青年会議所活動の主体は、委員会にあります。両委員会を、理事長のスロー
ガン『思いを一つに』、委員会の活発な活動をサポートして行きたいと思い
ます。現役メンバー、特別会員の皆様には、多大なご協力をお願いする事も
あると思いますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

新年を迎えるにあたり、謹んでお慶び申し上げます。
人間力開発担当副理事長

昨年は、広島ブロック会員大会をこの府中の地で開催

ふじもと

えいいちろう

藤本

した際には、皆様から多大なるご支援を頂きましたこ

英一郎

と御礼申し上げます。有り難うございました。本年度は、会員大会で培った

2012 年新年明けましておめでとうございます。本

絆を大切にしてメンバーがより信頼し合えるような活動や運動を展開してい

年度、人間力開発を担当いたします藤本英一郎と申し

きたいと思います。

ます。人間力開発では「人間力」
「経営力」をテーマに、

また、昨年の３月 11 日 14 時 46 分、国難ともいえる東日本大震災が発

会員資質の向上に取り組んで参ります。また会員の皆

生致しました。多くの尊い命が犠牲になり、心が絞め付けられるように悲し

様には、青年会議所活動の本質と価値を会員ひとりひとりが今一度理解し、

い出来事ではありましたが、日本人の絆の強さや団結力の高さ、礼儀正しさ

積極的に希望を持って取り組んで頂ける事業提供を目指したいと考えます。

や正義感は世界から称賛され多くの支援や援助を頂いたことは、本当に日本

委員会とともに「思いをひとつに」のもと、互いを高め合い会員同士の相互

人で良かったと思った瞬間でもありました。被災地におかれましては、一刻

協力が図れる環境づくりの一助となれるよう、努力致します。

も早い復旧・復興を心より祈念申し上げます。
人として決して忘れてはならない、素直で思いやりがあり、感謝の気持ち

JC 活動サポート会議
ひ

や謙虚な心を改めて確認し、一人ひとりの行動を見つめ直すと共に、互いに
尊敬し助け合う心が持てる人間関係を、これからも作り上げていかなければ

の

日野

議長

けいすけ

恵輔

2012 年、新春のお慶びを申し上げます。さて、本年

なりません。我々が掲げる目標でもある「明るい豊かな社会」の実現には、

は府中青年会議所にとって創立 50 周年となる記念すべ

心の豊かさを追求していくことが不可欠であると考えます。心の豊かさとは、

き年となります。我々、現役メンバーは先輩方の意思

人と人の交流の場から生まれるものであり、決して孤独からは生まれません。

を受け継ぎ、この節目の年に、府中青年会議所は益川

感謝の気持ちを忘れずに謙虚な心をもって、多くの交流の場を提供できるよ

理事長の強いリーダーシップのもと、新たな一歩を踏み出して参ります。現

う、一年間邁進して参りますので、どうぞよろしくお願い致します。

在、38 人という少数精鋭での出発となりましたが、「明るい豊かなまち」を

青少年育成担当副理事長
ふじおか

藤岡

たけ し

武志

皆様、新年明けましておめでとうございます。

目指して尽力して参りますので、ご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げ
ます。
人間力開発委員会
たかつき

高月

いよいよ 2012 年がスタートします。青少年育成室
は、『わんぱく冒険学校実行委員会』並びに『青少年育

委員長

りゅうじゅ

龍樹

本年度、人間力開発委員会 委員長を務める高月です。

成委員会』の 2 委員会からなります。両委員会とも、

本年度スローガン『思いをひとつに』を実現させるた

子ども達に、自主性や積極性を育むための事業を展開して参ります。その上

めには、メンバーが『参加したい』と思える事業展開

で、今府中青年会議所が置かれている状況を認識し、今後の事業継続を考え

が大前提だと考えています。

より意義のある効果的な研修事業を行い、外部にも「参加してみたい」と

もりやま

森山

思われなければ、メンバーの増加も望めません。当委員会は人間力開発とい
う大きなテーマで、今、不安や期待でいっぱいですが、青年経済人として地
域に必要とされる者として資質向上を目指し、あるべき姿に向けて知識・見
識を高める機会を提供し、有意義な研修事業を行って参ります。どうぞよろ
しくお願い致します。

専務理事
なおひろ

直洋

新年明けましておめでとうございます。本年度専務
理事を務めさせて頂きます森山直洋です。
「思いをひとつに」という本年度スローガンを具体的
に実行する為に理事長を補佐することは勿論のこと、
会員が無駄なく無理なく積極的に活動できるような設営、運営を目指します。

青少年育成委員会
くりはら

栗原

委員長

すべてのメンバーへの目配り、気配りすることを怠ることなく会員同士のコ

大高

ミュニケーションの円滑化を常に心がけ、一体感のある組織運営を行うこと

だいすけ

新年あけましておめでとうございます。2012 年度、

で会議・委員会の年間を通じた活発な活動を実現致します。また、他の青年

青少年育成委員会委員長を務めさせて頂きます栗原大

会議所や関係諸団体との連絡調整を迅速かつ円滑に行い、理事長の想いの下

高です。

に全ての会員が一致団結し、同時に会員同士が互いに何でも語り合うことが

この度、青少年育成委員会では毎年行われるわんぱ
く相撲を始め、サッカー、野球のスポーツ事業を開催します。また今年は府

できる魅力溢れる強固な組織を構築いたします。一年間、どうぞよろしくお
願い致します。

中市や教育委員会との連携を深め、子どもや親により良い子どもの育成を発
事務局専任理事

信するお手伝いをしていきたいと考えています。全体事業の活動テーマは「子

いのうえ

井上

どもたちの自立心、自主性を養う」を念頭に置き、活発な委員会活動を行っ
て参ります。

たつ や

達也

2012 年度事務局専任理事を務めさせて頂きます、井

そして、まさに理事長のスローガンである「思いをひとつに」し、一年間
邁進していきます。どうぞよろしくお願い致します。

上達也です。
今年一年私にできることは、各事業が円滑に行える
よう事務局業務を行うことだと考えています。各室間

わんぱく冒険学校実行委員会
くりもと

栗本

委員長

の連携が意思を持ってできるように組織運営を考え、本来の青年会議所の組

淳二

織力を発揮できるように、事務局専任理事として全力を尽くしたいと思いま

じゅん じ

本年度、わんぱく冒険学校実行委員会の委員長を務
めさせて頂きます、栗本淳二です。
2007 年にも委員長として同様の事業を行い、多くの

す。
スローガンである、『思いをひとつに』を常に考え行動していきます。一
年間よろしくお願い致します。

問題点のある苦い思い出の一つとなりましたが、益川
理事長に再びチャンスを頂きましたので、子ども達には生きる力を学んでも
らい、メンバーには地域の大人としてのスキルを身につけてもらい、継続可
能な事業を委員会で協議を重ね取り組んで参りたいと思いますので、一年間
よろしくお願い致します。

セクレタリー

あさ の

浅野

ゆう こ

裕子

本年度セクレタリーを務めさせていただきます浅野
裕子です。この一年間専務理事をサポートし、誠心誠
意府中青年会議所の運営をお手伝いさせて頂けたらと
思います。まだまだ浅学菲才ではございますが、その
中で青年会議所をしっかりと見つめ、勉強し理解を深め、自分自身の成長に

も結び付けていけたらと考えております。本年度のスローガン『思いをひと
つに』の下、皆様のお役に立てます様、精一杯努めて参ります。至らぬ点も

３．京都会議
セクレタリー

多々あるかと思いますが、ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。

２．新年例会
JC 活動サポート会議
ご とう

後藤

幹事

こう じ

功二

府中青年会議所は今年 50 年目を迎えます。その記念

あさ の

浅野

ゆう こ

裕子

1 月 21、22 日に今年度の活動指針の発表の場とな
る京都会議が開催されました。府中青年会議所からは
14 名のメンバーが参加致しました。私は今回初めて京
都会議に参加させて頂きましたが、まず京都国際会館

となる年の新年例会を開催するにあたり、会議メンバー

に着いた時、そのスケールの大きさに驚きました。全国から大勢の JC メン

で、昨年から集まり、打ち合わせ、準備をして参りま

バーが集結しており、私はこれほどのコンベンションを目の当たりにしたこ

した。参加して頂く方々への出席依頼、会場スタッフ

とがなく、圧倒されたというのが最初の印象でした。その後、雨の京都の街

との打ち合わせなど、初めてのことばかりで、

を少し散策しました。そして、その日の夜は祇園の街が全国の JC メンバー

無事開催できるか不安でした。

で溢れ返っておりました。事前に話は伺っていたものの、やはり現実にその

当日は多くの特別会員の皆様に例会から参

光景を目の当たりにすると驚きを隠す事が出来ませんでした。恒例の LOM

加して頂き、また、懇親会にも来賓、特別会

ナイトも開催され、出向者を労うと共に府中 JC メンバー内の結束をより深

員の皆様が参加して下さり、とても賑やかな

くする事ができました。

会になりました。今年のスローガンは『思い

翌日 22 日、京都国際会館にて新年式典が行われました。本年度の公益社

をひとつに 自分の成功を願うように 人の成

団法人日本青年会議所のスローガンは、『呼び覚ませ日本のプリンシプル！

功にも熱心になろう』ですが、スローガンを

変わらないために変わる 新たな奇跡を起こすために「凛然とした誇りある

意識された例会になったものと思います。私

国」日本の創造！』です。

も今年一年、スローガンを意識し、今年の

本年度日本青年会議所会頭である井川直樹氏の所信演説を聞いて参りまし

JC 事業に参加して参ります。皆様、新年例

た。「昨年 3 月 11 日の東日本大震災と原子力発電所事故発生により、国家

会にご協力頂き、誠に有り難うございました。

として大きな岐路に立っている。このような現下の混沌とした状況を打開し、
きょう じ

な想像力と主導力を発揮し、日本の青年としての矜持を持って日本の復興創

新春会議

新年例会、京都会議と立て続けに事業が行われた１

造と青年の運動を義気凛然と進める必要がある。その為には決して忘れず、

月。28 日にはニューキャッスルホテル（福山）で広

復興支援を続けて行こう」という熱い思いを語られていました。全国には

島ブロック協議会（手塚淳三ブロック会長／尾道 JC）

10 万人 (OB 会員含む ) を超す JC 関係者がいて、みんなが一つの目標に向かっ

の新春会議が開かれました。

て進んで行けば、復興達成という奇跡を起こせるのではないかと感じました。

昨年、府中 JC は会員大会を主管し、そのお礼も兼

この度はセクレタリーとして京都会議に参加させて頂くという、大変貴重

ねて、理事メンバーをはじめ、多くのメンバーが参加、

な経験をさせて頂きました。今回京都で得たもの、感じたものを今後の府中

他の LOM との交流を深めました。今年のブロック協

青年会議所の活動に役立てて行ける様、努めたいと思います。

議会のスローガンは『若い力

４．新入会員紹介

う 「変わらないために変わる」凜然とした誇りある

たいら

平

けいいちろう

慶一郎

君

事業所：クロダルマ株式会社
正スポンサー：高端 誠君 副スポンサー：小野

隆義君

君が監査担当役員を務めています。LOM の事業だけ
でなく、みんなで広島ブロック協議会の事業へも積極
的に参加し、盛り上げていきましょう！

入会しました。入会目的は、他業種の方との交流

１月度のスマイルボックス

を深めて自分の糧とすること。もう１つは、広島

・忘年例会無事終了（山本直前担当、森山直前委員長）

県をもっと盛り上げるために、府中市から様々な

・忘年例会で見事な締め（河村晋丞君）

発信をしていきたいと思います。
府中市には多種多様な産業があり、自社の産業
以外の業種の方と交流して、お互いが良い影響を

・2011 年度の事業、無事終了（2011 年度理事・出向者の皆様）
新年例会のアトラクション前の平
君（写真左）と千葉君（同右）

与えられる関係になれば、その会社だけではなく、まち全体が活性化してい
くと思います。私にはあと 10 年間、府中青年会議所の現役メンバーでいら
れる時間があります。10 年間でどれだけの活動に参加できるか分かりませ
んが、やるからには全力でやりたいと思います。
ば

千葉

ひと し

一志

君

事業所：川元運送有限会社
正スポンサー：日野 恵輔君

ロックンロールで行こ

広島の創造』です。また、今年は直前理事長の高端誠

私は 2011 年 7 月に、（社）府中青年会議所に

ち

新春会議で所信演説する手塚淳三ブロック会長（上）と監査担
当役員を務める高端直前理事長（下）。

『明るい豊かな社会』を実現するために責任世代である私たち青年が俯瞰的

５．広島ブロック協議会

副スポンサー：益川

・2012 年度よろしくお願いします（2012 年度理事・出向者の皆様）
・3JC でファインプレー
・誰もが予期せぬ突然のヒット！（小野隆義君）
・初登板、「ストライクが入らん！」（益川理事長）
・初登板、「デッドボール！思いっきり当てたった！」
（益川理事長）
・激突でファインプレー！（宗藤誠先輩、澤田鋼一君）

治君

この度、府中青年会議所へ仮入会員として所属させて頂きました、千葉一
志です。趣味は釣りと旅行です。会社では総務・人事・財務といった、将来
的に会社の軸になるような部署で日々勉強しております。
先日の新年会では、多くの先輩方から府中の歴史や青年会議所のまちづく
りについての考え方などをご教授頂き、大変勉強になりました。２月には正
会員となりますが、これからは府中青年会議所の一員として、もっと府中を
知り、学び、地域貢献の一端を担うことのできるように頑張ります。

・１月誕生日の皆様
（小野隆義君、瀬尾裕希君、日野恵輔君、松井洋幸君）
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