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2016 年度スローガン 『挑戦』 〜今持つ全ての力を出しきって〜
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わんぱく相撲

備後国府場所

および

全国大会

第 25 回わんぱく相撲備後
国府場所が 6 月 5 日（日）に
府中市立南小学校屋外土俵に
て開催されました。
雨の中での開催となりました
が県内各地から 60 名の小学
生が参加し白熱した戦いを繰
り広げました。負けた子ども達
は「悔しい！来年も出て勝ちた
い！」と意気込んでいました。
相撲を通じて勝つことの喜び
や負けることの悔しさ、最後ま
で諦めないことの大切さ、また、
相手を敬い思いやる気持ちを
感じることのできる 1 日になっ
たと思います。
そして、7 月 31（日）には東京両国国技館にて第 32 回わんぱく相撲全国大会が開催されました。全国大会には備後国府場所で勝
ち抜いた 4 年生〜 6 年生の優勝者 3 名が出場しました。
両国国技館の土俵で子ども達は思いっきりぶつかり、最後まで諦めない相撲をとったのですが 4 年生が 3 回戦敗退、5 年生が 2 回
戦敗退、6 年生が 3 回戦敗退という結果でした。終わった後は皆、悔しがり涙していましたが、きっとこの悔しさをバネにこれからも頑張っ
てくれることと思います。今回、両国国技館で相撲ができたこと、相撲部屋に泊まったことは子ども達にとって素晴らしい経験になったの
ではないかと思います。

青少年育成委員会 委員長 福田竜也
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備後国府まつり
7月23日
（土）24日
（日）
の二日
間に渡って備後国府まつりを開催
いたしました。
昭和38年から続く府中の夏ま
つりはこの町の発展と活性化を旨
として始まりました。
53年に渡るその歴史は、
このまつ
りが府中の発展と活性化に寄与し
てきた証明と考えます。府中の夏ま
つりは、
まつりを作ってこられた諸
先輩方の想い、我々青年の願い、
そしてこのまちの持つ力が形作る
ここにしかない素敵なおもちゃ箱
です。
私が本年度のまつりを行う上で真に目指した所は、私の家内が行きたくなるまつりでした。
これを出発点とし府中の夏祭りを眺めたときに
こそ、今のまつりに足らないこと、
そして私がすべきことが見えてくると考えたのです。
このまちの未来を作っていく我々青年が求めるまつりとは
何かを考え、
そして多くの言葉に導かれた結果、府中市の未来に少し希望が持てる、府中市に住む我々のまつりを行うことが出来ました。
パレードコースを短くしたことは途切れることのない観覧者を演出し、
これにより起こる混雑は自分達のまちの祭りの規模を実感させ、
タン
スリレーのルール変更は、
その単純明快さからマスメディアの関心を引き、広くまつりと府中市のアピールにつながり、
おまつり広場を初めとす
る多くの飲食の出店は、
内外問わず多くの方にとって、
まつり会場へ足を運ぶ動機となりえたと考えています。
これらの事柄が今後のまつりの
発展と活性化に僅かながらでも寄与しますことを願います。

また同時に多くの問題点も残すことともなりましたが、
そのような結果を導いた自らの非才を恥じるとともに、
そのような私を見捨てず助けて
頂いた皆様へ衷心より感謝いたします。
ありがとうございました。
まつりノ醍醐委員会 委員長 蛎田大悟

同伴例会

仮入会員セミナー

名を早く達成し、さらに府中青年会議所
を増強できるよう、会員拡大会議メンバ
ーが率先して行動して参ります。
会員拡大会議 議長 平慶一郎

家族例会

5/14（土）ヴェルデュ都にて同伴例会
を開催しました。開催日程も良く、多く
の同伴者や子どもが来てくれ盛大に開催
することが出来ました。
歓談の時間に同伴者を連れて一緒に他の
メンバーと交流をしていた姿を見て安心
しました。これがきっかけで仲良くなっ
た方もいると思います。今後も、奥様の
協力・理解を得てJC活動にますます励
めるメンバーが増えることを期待してい
ます。
青少年委員会の皆様の設営・運営の協力
、参加してくれたメンバー、盛り上げて
くれた全ての方々に！！！ありがとうご
ざいました。感謝。
事務局専任理事 小野隆義

5月19日（木）に、府中市南の丘体育館
で、一般社団法人府中青年会議所5月仮
入会員セミナーを開催しました。今回は
4名の仮入会員に参加してもらいました
。
セミナー第1部では、青年会議所の特徴
や用語、委員会や例会の重要性について
学びました。そして第2部ではスポーツ
交流ということで、ソフトバレーボール
を行い、仮入会員と現役会員でしっかり
と懇親を深めることができました。
まだ仮入会ということで、分からないこ
とが多くあり、不安な部分もあると思い
ますが、府中青年会議所でしっかりと活
躍していけるよう、私たち現役会員が最
大限フォローをしていきます。
そして、10月にある本年度最後の仮入会
員セミナーに向け、本年度の拡大目標10

6/19（日）府中商工会議所204号室にて
、家族例会〜わくわく！バルーンアート
教室〜を開催しました。61名という多く
のご参加を頂き、大変うれしく思ってい
ます。
普段何気なく思っている風船でも様々な
形がつくれます。発想力を養い、またプ
ロの技術のすごさを体験していだだけた
と思います。
大人も子どもも笑顔で楽しくバルーンア
ートを体験し、プロのパフォーマンスに
驚き、大きな歓声に包まれた家族例会に
なったこと心から感謝申し上げます。
事務局専任理事 小野隆義
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ふちゅう大学誘致の会が発足しました

7月25日
（月）
に府中商工会議所にて
「ふちゅう大学誘致の会 発足会合」
を開催し、
「ふちゅう大学誘致の会」
が発足しました。
「ふちゅ
う大学誘致の会」
は府中青年会議所（府中JC）
の呼びかけで集まった団体・個人（府中市・府中商工会議所・NPO法人アルバトロス・
NPO法人府中ノアンテナ・個人など）
が府中市への高等教育機関の誘致を目指して活動する任意団体です。
当日は府中市長の戸成様、府中商工会議所会頭の北川様に激励のお言葉をいただき、多くの報道関係者にも取材していただき、
「ふち
ゅう大学誘致の会」会員一同、誘致の実現に向けて皆様からの期待と使命感を感じる事ができ、
良いスタートが切れたと感じております。
「ふちゅう大学誘致の会」
では2020年の誘致実現を目指し、活動して参ります。
まだまだ長い道のりですが、素直に地域の事を想って活動
して参りますので、
ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

地域再興委員会 委員長 北川慶祐

予告
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府中グローバルビジネスコンテスト fuchuGRIP

を開催！

10 月 29 日（土）に末広殿にて「府中グローバルビジネスコンテスト fuchuGRIP」
を開催いたします。
「fuchuGRIP」は府中からグローバルに事業を展開していく国内ベンチャー企業・個人・
グループおよび地元企業を対象としたビジネスプランコンテストです。
このコンテストの目的は、府中市近郊よりグローバルに活躍する企業を創出していくこと
です。
広島県府中市内外から海外展開を計画に含むビジネスプランを集め、ビジネスプラ
ンコンテストを開催します。既にグローバルに活躍している企業経営者や海外展開の支
援をしている機関を審査員にお迎えし、審査とアドバイス、ビジネスマッチングにより府
中に新たなグローバルビジネスが生まれる機会となることを願っております。
10 月 29 日（土）に開催する決勝プレゼンテーションは、無料で観覧できますので、
ご興味ある方は是非お越し下さい。
特設サイト：http://www.fuchugrip.com/

地域再興委員会 委員長 北川慶祐
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予告
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FUCHU JC STREET DANCE FESTIVAL を開催！
いよいよ 10 月 2 日（日）に開催の FUCHU
JC STREET DANCE FESTIVAL in
HATAKAKO 2016 があと 1 ヶ月に迫ってまいり
ました。今年も羽高湖森林公園（サン・ステー
ジ羽高湖）で新たに小学生の部を設けての開催
となります。
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小学 3 年生〜
6 年生の 23 名で編成し毎週水曜日レッスンに励
んでいます。
当日は府中ＪＣ未経験者特別チームを含めて
20 チームの参加となっております。参加チームの
子ども達は練習の成果を十分に発揮して頂き、そ
して、そのダンスを是非、多くの方に見て頂きた

いと思います。
また、当日はゲストによるダンスパフォーマンスとダンス教室も開催します。ダンス教室は誰でも参加できる企画となっておりますので多
くのご来場お待ちしております。

青少年育成委員会 委員長 福田竜也

新入会員紹介
下岡 育巳

府中市・府中市の子供たちの為、何か出
来ないかな？という思いや自分自身の成
長の為、入会させていただきました。
これまで先輩たちが築いてこられた府中
JC の歴史と伝統を大切にし府中 JC 会
員の名に恥じぬよう努力して参ります。
また日々勉強し色々な事に挑戦していき
たいと思っています。
どうかご指導、ご鞭撻のほど、よろしく
お願いいたします。

江草 宏明

この度、府中青年会議所に入会しました
江草宏明です。
まだ入会して数か月ですが、色々な事業
に参加させてもらい、貴重な経験をさせ
て頂いております。皆様からたくさんの
事を学び、少しでも役に立てるように精
進してまいります。
ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い致しま
す。

森川 千晶

この度、府中青年会議所に入会させて頂
いた森川千晶です。
数年前に勧誘して頂いた時は、私に出来
る事はあるのだろうかと悩み、お断りさ
せて頂きました。
しかし私自身と府中市の未来を想像した
時に初めて、私に何が出来るだろうでは
なく、今さえ良ければいいというのでも
なく、先を見据えて、微力ではあります
が私に出来る事は全て全力を尽くして

やってみようと思い、入会させて頂きま
した。
何かと不慣れでご迷惑をおかけする事も
多いと思いますが、ご指導ご鞭撻のほど
をお願い申し上げます。

堀内 朗

私は府中市出身の人間ではなく、恥ずか
しながら会社に入るまでは府中市の事を
あまり知りませんでした。しかし、府中
市に移り住んでから色々な方々と接して
いく中で多くの友人も出来ました。余所
者の私がここまで受け入れてもらえるの
かと、その暖かい人間性に引かれ、府中
市が大好きになりました。
今日に至るまで１０年間ここで生活して
きて、府中市の現状はある程度把握して
いるつもりですが、まだまだ無知な部分
はございます。これから、そういった点
は勉強しつつ今出来る事を一生懸命やっ
ていく次第でございます。
至らぬ点は色々とあるかと思いますが、
ご指導ご鞭撻の程よろしくお願いしま
す。

広島ブロックアカデミー
6 月 11 日、12 日に大竹の地にて、新入
会員を対象とした広島ブロックアカデ
ミーが開催されました。府中青年会議所
からは理事長、専務理事含め 6 名参加
させて頂きました。私自身がとても印象
に残っているプログラムは初日に行われ
た登山です。日ごろの運動不足もたたり
他 LOM の人達とコミュニケーションを
とる余裕は全くありませんでしたが、無
事下山できたときの達成感はなんとも言

えないものがありました。夜には懇親
を深める為野外での BBQ、そして青春
の居酒屋があり井上理事長の貴重な経
験談を聞くとともに他 LOM の方の話も
聞く事ができ良い経験となりました。2
日目には天野正道トレーナーの座学セ
ミナーがあり、JC の使命、価値観につ
いて学ぶことが出来ました。

この 2 日間は様々の事を学び、他 LOM
との交流を持てる有意義なものとなり
ました。ありがとうございました。
今年参加出来なかった方、来年は是非
参加して頂きたいと思います。
セクレタリー 磯田一郎
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