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ドリーム鯉のぼりプロジェクト掲揚式
４月２３日(土)にドリー
ム鯉のぼりプロジェク
ト掲揚式が開催されま
した。２月から３月に
かけて府中市内の各小
学校、各保育施設の子
ども達が、大きな鯉の
ぼりに魚の形をしたス
タンプを押して、その
スタンプを絵馬に見た
てて夢や目標を書き込
んだスイミー鯉のぼり
の制作をして、準備を
進めて参りました。
掲揚式当日は天候にも
恵まれ多くの来場者が
訪れステージイベント
、ワークショップ、鯉
のぼりトンネルなどと
ても楽しんでいました
。

また、子ども達の鯉のぼりステージ発表では様々な夢やその夢に向かってどのように努力していくか、これからの思いや意気
込みなどを発表していただきました。大人がパワーや勇気をもらえる素晴らしい発表でした。掲揚式では子ども達の夢をのせ
たスイミー鯉のぼりがしっかりと大空を泳ぎました。皆、スイミー鯉のぼりが泳いだ瞬間は大空を見上げ感動したりワクワク
したりする気持ちになっていただけたと思います。
きっと、子ども達にとって思い出に残る１日になったことと思います。また、親御さんからは子どもと夢の話をするいい機会
をもらえたという声を多数頂き家族にとっても素晴らしい１日になったのではないかと思います。
今回、ドリーム鯉のぼりプロジェクトは多数の子ども達に参加して頂きました。この事業を通じて夢や目標についてしっかり
考える良い機会になったのではないかと思います。そして、夢や目標をもつことの大切さや素晴らしさを多くの子ども達に感
じていただけたのではなかと思います。

青少年育成委員会 委員長 福田竜也
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第 19 回 JC カップミニサッカー大会
5月1日(日)第19回JCカップ
ミニサッカー大会を開催し
ました。晴天にも恵まれ最
高のサッカー日和となりま
した。子ども達も元気な姿
でプレーしていました。負
けて涙を流す子もいました
が、この経験を今後の糧に
してくれることでしょう。
サッカー協会の皆様には、
大会前からの打ち合わせ、
当日の準備、設営など多大
な協力を頂き、誠にありが
とうございました。

専務局専任理事
小野隆義

2 月会員拡大講師例会

いうことを、あらためて感じることがで
きました。
本年度は10名の拡大を目標にしておりま
すが、2月現在で4名の入会が決まりまし
た。決して容易な目標ではありませんが
、必ずやこの目標を達成し、府中青年会
議所を増強できるよう、本年度最後まで
拡大に取り組んで参ります。
会員拡大会議 議長 平慶一郎

去る2月8日（月）に、「JCの魅力発見
〜仲間を増やそうJCを通じたひとづ
くりまちづくり」と題した担当例会を開
催しました。講師には、日本JCシニア
クラブ拡大支援委員会シニアアドバイザ
ーである、矢口健一氏をお招きし、会員
拡大について、講師ご自身の現役時代、
そして今の経験をもとに、非常に熱い講
演を行っていただきました。
また今回の例会には、私たちが実際に勧
誘させていただいている入会候補者の方
にも参加していただきました。様々な団
体がある中で、なぜ私たちがJCへの入
会を勧めているのか、JCとは一体どん
な団体なのか？しっかりとお伝えできた
と思います。
そして講演の中で講師が言われた「勧誘
と拡大は意味が違う」ことや、「入会さ
せるだけが拡大ではない」というお言葉
が、私個人には非常に強く印象に残りま
した。本年度理事長所信にあるように、
仲間を増やしその力を強化する「増強」
こそが、私たち会員拡大会議に課せられ
た使命であり、本年度の挑戦でもあると

会員セミナー

去る3月12日
（土）、13日
（日）
の2日間で、一
般社団法人府中青年会議所、会員セミナー
を世羅の地にて開催しました。新入会員を含
む、多くの会員に参加していただくことができ
ました。
この会員セミナーの目的は、青年会
議所会員としての基本的な知識の習得、
そし
て新入会員と現役会員が、2日間という時間
を共有することによって懇親を深めることに
ありました。
歴代理事長講演では、第50代理事長をされ
た益川治先輩をお招きし、新入会員だけでは
なく、現役会員にも実り多い話をしていただ

きました。居酒屋の青春でも、
より懇親を深
めるということで、JCクイズ大会を開催し、
新入会員、現役会員問わず、本音で語り合
える場を作ることができたと思います。
2日目には、新入会員が作成した事業計画
書プレゼンを行いました。
この事業計画書
は、新入会員が約1か月半の時間をかけ作
成し、
セミナー当日にプレゼン後、模擬委員
会を開催しました。模擬委員会では、新入
会員が委員長、現役会員が委員会メンバー
となり、真剣に意見交換をしていました。
そし
て貰った意見をもとに、新入会員には最終
プレゼンを行ってもらうという、府中青年会
議所が事業を構築していく流れを学べたと
思います。
私自身、
この会員セミナーを開催するまでの
間、色々な学びや気付きがあり、大変勉強に
なり、
そして
「楽しい！」
と思いました。
この
「楽
しい」
と感じる部分が大きいほど、青年会議
所活動への意欲が湧いてくると思います。
最後に、歴代理事長講演にて、
ご自身の経
験からくる思いをお話しいただいた益川治
先輩、運営にご協力くださった皆様、
まこと
にありがとうございました。
会員拡大会議 議長 平慶一郎
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予告
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わんぱく相撲

備後国府場所を開催！
今年で第25回を迎えますわんぱく相撲備後国
府場所が6月5日（日）に府中市立南小学校に
て開催されます。
今年も広島県内全域の小学1年生〜6年生の男
女を対象に120名を募集します。また、4年生
〜6年生の優勝者は東京両国国技館で行われる
第32回わんぱく相撲全国大会に出場すること
ができ貴重な経験になることと思います。

本大会では、より多くの子ども達に相撲を通
じて礼儀や思いやりの心、一対一の勝負を通
じて勝つことの喜び、負けた時の悔しさ、ま
た、最後まで諦めないことの大切さを感じて
いただきたいと思います。
是非、多くの子ども達にご参加頂きたいと思いますので宜しくお願い致します。

青少年育成委員会 委員長 福田竜也

予告
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FUCHU JC STREET DANCE FESTIVAL を開催！
10月2日（日）に、昨年初めて開催した
「FUCHU JC STREET DANCE FESTIVAL」
を羽高湖畔フェスティバルと同時開催します
。今年は新たに小学生の部を設けますので、
より多くの子ども達に参加して頂き表彰目指
してチャレンジして頂きたいと思います。
そして、今年もこのダンスフェスティバルに
向けて府中JC未経験者特別チームを編成し5
月〜9月までの5ヶ月間毎週水曜日にレッスン
を行います。今年は小学3年生〜6年生でダン
ス未経験者の男女を募集します。
昨年のダンスフェスティバルでは沢山の子ど
も達が参加し、貴重な経験ができ、多くのこ

とを学べる素晴らしい事業だったと思います。今年も是非、多くの子ども達に参加して頂き、目標に向かって努力することや
仲間と団結することの大切さ、また、努力した成果を発揮し達成感を感じて頂きたいと思いますので宜しくお願い致します。

青少年育成委員会 委員長 福田竜也

広島ブロックゴルフ大会

広島ブロック野球大会

去る４月１６日、東広島の安芸カントリーに
て広島ブロックゴルフ大会が竹原青年会議
所様主管のもと開催されました。
当LOMからは９名が参加し、
ゴルフが上手
い下手など関係なく楽しんでゴルフができ
たように感じています。
また、天気にもめぐま
れ、県内１２LOM総勢２００名近くの参加
者でLOMの垣根を越えた交流ができ、本
年度広島ブロック協議会のスローガン
「共
進共感」
をメンバー全員で共有できました。 5月8日(日)広島ブロック野球大会が開催さ
れました。予選は、前年優勝の呉JC、前年準
井上理事長は安定の上位になり、大変盛り
優勝の福山JCとのまさに死のブロックでし
上がる懇親会もできました。
ありがとうござ
た。
しかし、呉JCを撃破し、福山JCと引き分
いました。
専務理事 栗原大高 けて、何とか予選を突破出来ました。

準決勝では、本年度優勝された広島JCに
敗れましたが、3位決定戦にて東広島JCを
倒し、結果は3位でした。
優勝を狙っていたので悔しい思いはありま
すが、
これで3年連続中国地区大会に出場
となりました。
設営をしていただいた尾道JCの皆様に感謝
し、9月に行われる中国地区大会でも上位を
目指し、府中JC野球部一丸となって戦いま
す。何卒、温かいご声援を宜しくお願い致し
ます。
野球部主将 小野隆義
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予告

7/23・7/24

備後国府まつり開催！

ただけるよう、2日目に花火大会を行います。

2016年度 備後国府まつりは、「人に自分に誇れるまつり
」をテーマに開催させて頂きます。この町に住む私達が
、私達のまつりを楽しむべく、また近隣に住まれる方へ
と自慢できる大きなまつりにするべく、本年度はまず、
『おどり・パレード』の観覧者が途切れることのない会
場設定を行い、祭りへ参加する全ての方々が、府中の夏
まつりは人の集まる大きな祭りだと実感して頂き、『ビ
アガーデン、スイーツフェスティバル』等まつりの醍醐
味である飲食販売を充実させ、お祭り広場での『ステー
ジイベント』のクオリティーを上げ、この町にしかない
『たんすリレー』を更に白熱した競技へとブラッシュア
ップし、老いも若きも広く楽しめるイベントになるよう
に計画しています。また、今年も花火をゆっくりご覧い

皆さま、突然ですが“おもちゃ箱”を想像して下さい。どの様なおもちゃ箱を想像されましたか？そしてどの様なおもちゃが入
っていますか？まつりの運営に携わる者の仕事はおもちゃを入れる大きな箱を作り上げることと考えます。諸先輩方が作り上
げてきたこの大きな箱をしっかりと引き継ぎ、このまちに似合った更なる大きな箱に仕上げてまいります。しかし、その箱を
自分の好みに飾って自分の好きなおもちゃを詰めるのは、まつりに参加される全ての方々かと思います。本年度まつりノ醍醐
委員会委員長として備後国府まつりの運営に携わらせて頂いておりますが、同時に私も箱を飾っておもちゃを詰める府中の夏
まつりへの参加者の一人です。どうかより多くの方々が備後国府まつりに遊びに来て頂き、ここにしかない素敵なおもちゃ箱
となるよう、共に楽しい思い出となる府中の夏まつりを作り上げてまいりましょう！
本年も多くの方々の笑顔と笑い声に出会えることを楽しみに、皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

まつりノ醍醐委員会 委員長 蛎田大悟

NEW

ブラモンデン

今回のお店

喫茶＆食事「きむら」

府中市府川町 9-1（府中駅前）
不定休

ビートルズ解散が世界中を駆け巡り、日本
ではよど号ハイジャック事件が世間を震撼
させた 1970 年。そんな時代から、ここ府
中を駅前からずっと見続けてきている喫茶
＆食事「きむら」が今回のお店。
お店に伺ったのが平日の昼下がりというこ
ともあり、店内にはビジネススーツ姿の男
性ばかり。お店の道路側全面には大きな
窓が設けられており店内は暖かな光が差し
込み、昔から変わっていないというレトロな
雰囲気が店内を包んでいました。
席につき注文するのは喫茶店の王道「オム
ライス」。お店の前のディスプレイ通り、い
わゆる昔ながらのオムライスを期待しつつ
待つこと数分。出て
きたのはなんとフワッ
とトロッとした平成ス
タイルのオムライス！

良い意味での期待はずれ。味も美味しい
以外レポートのしようのないもので、お店
の名前も「食事」をもっと全面に出せば良
いのじゃないかと思うくらい美味しいオムラ
イス！
ここで、このままでは単純にご飯の美味し
い駅前喫茶店をレポートするだけになって
しまい、期待していたレポートと違うっ！と

焦りだし、マスターに
話を伺う事に方向転
換。まずお店に入って
すぐにある人形につい
て質問。それはファー
ビー人形を折り紙で
作ったかのような嘘で
も可愛いとは言い難い
人形で何がモチーフな
のかは全く不明な人形。マスターは笑いな
がら「折り紙製の物は全部お客さんからの
もらい物だよ」と。確かに店内を見渡すと
多くの名作？があり、その全てがもらい物
だそうで、「他にも店内の植物も、ポスター
も、飾ってある物ほとんどがもらい物だよ。
うちは優しいお客さんが多くてねぇ。」との
こと。
その昔は学生で店内は溢れかえりコー
ラを１ケース売り上げることもあったとかで、
その時代から今でも 30 年以上も通ってき
てくれるお客さんもいたりと、話を伺ってみ
るとお客さんにとても愛されているお店だと
いう事が分かりました。45 年以上もお店を
続けられる秘訣はそこかもしれません。
福塩線に乗る前に時間をつぶすのもよ
し、好きな本と音楽を持って行くのもよし。

地元から愛されている「きむら」には優雅
な時間が流れていました。皆さんもぜひっ！
地域再興委員会 委員 門田和也

光州 JC56 周年記念式典参加

去る３月２３日、姉妹JCである光州青年会
議所５６周年記念式典に当LOMより４名参
加させていただきました。

光州ＪＣジョン会長率いるメンバー一同で
温かく迎えていただき、
当LOMからは井上
理事長がハングル語を交え祝辞を読みあげ
られました。
その中で、私たちは姉妹ＪＣを締
結して４６年という歴史の重みを感じ、
これ
からも友情を深めあい発展していくと力強い
言葉が印象にのこりました。
光州ＯＢの方々も熱烈歓迎していただき、式
典は大いに盛り上がり、
しっかりとした意見
交換や懇親もとれたと思います。貴重な経
験をさせていただきました。
ありがとうござい
ます。
専務理事 栗原大高
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