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2017 年度スローガン
『情熱を燃やせ』 ～「しあわせ」を共有できる仲間と共に～

第２０回

JCカップミニサッカー大会
4月30日（日）第20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。
普段中々試合に出る機会のない低学年の子も、各
チーム大きな声で仲間と連携を取り、楽しそうに
ゴールを目指していました。

今回は、20周年の記念事業としまして、サンフレッ
チェ広島のアンバサダー森崎浩司さんをお招きして
サッカーセミナーを行いました。
子ども達に一流の技術を目の前でみて貰う事ができ、
貴重な経験をしていただくことが出来ました。
質問コーナーでは、森崎選手の「経験」や「言葉」
で改めてチームワークの大切さや重要性を学び、
仲間に対する一流選手の考え方や日頃の取り組み方
を学びました。
この経験を今後の糧にしてくれるでしょう。
また、サッカー協会の皆様には、宮本先輩（会長）
以外の方も率先して企画・運営に参加して頂き、
誠にありがとうございました。

はばたけ！未来の英雄委員会委員長 松本拓也
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広島ブロック

野球大会

５月７日（日）広島ブロック野球大会が開催されました。
まず連休最終日といった方が多い中、野球大会に参加して
下さったＬＯＭメンバーと応援に来て下さった方に感謝を
申し上げます。ありがとうございました。
さて今年のブロック野球大会ですが、予選初戦は昨年優勝
の広島ＪＣとの死闘、６対３で敗退し２戦目は竹原ＪＣと
の戦いで勝利しました。広島ＪＣが竹原ＪＣに勝利した為、
結果は予選敗退です…正直、受け入れ難い結果です。
何故か？ 今まで野球部を引っ張ってこられた河村理事長、
高月監事、一色監事にとってＪＣで最後のブロック野球大会。
最後は優勝し胴上げをしようと野球部の皆が明確な目標を口
にしていたからです。優勝を狙っていた、いや皆が出来ると
思っていました。
チームの結束力や雰囲気は府中ＪＣがナンバー１でした。
試合内容はどうあれ結果は結果として受け止め、この悔しさ
を来年こそは結果として出るように広島ブロック大会を優勝
します。
最後に今大会を設営していただいた庄原ＪＣの皆様に感謝を
申し上げます。また広島ブロック代表として地区大会へ出場
される福山ＪＣ・広島ＪＣ・呉ＪＣのご健闘とご活躍を期待
しております。

野球部主将 溝上 法光

府中キラリ☆産業博2017
4月22日（土）、23日（日）と府中文化センター、
道の駅周辺で府中キラリ産業博が行われました。
府中青年会議所も、昨年の企画段階から実行委員会
の一員として参加させていただき、今はやりのVR技
術を利用した「VR体験コーナー」を行いました。
無料体験ということで、連日多くの方にご利用いた
だき、最終日の終わりごろには長い待ち行列ができ
るほどの盛況ぶりで、府中青年会議所の存在を存分
にアピールすることができたと思います。
また、「ふちゅう大学誘致の会」が府中市民に賛同
署名をもらうために、同じブースにて活動を行いま
した。こちらも、多くの方へ大学誘致のメリットや、
目的を説明されており、実現に向けて着実前進され
ております。
最後に、皆様にご協力をいただくことで、2日間運営
を行うことができました。
この場をかりて、お礼申し上げます。
ありがとうございました。

専務理事 櫻木 正彦
2/4

2月担当例会
2月13日、二月担当例会を開催しました。
この例会では、広島ブロック協議会の方々が
公式訪問中での開催となり、より緊張したも
のとなりました。
もう一度、会員拡大の必要性、重要性を会員
に説明をし、再認識をして頂きました。説明
では、前年度の新入会員が堂々と皆の前で説
明をすることができました。その後には、グ
ループワークとして、新しい仲間を見つける
為、マンダラシートを用いました。作業後に
は、グループ内でシートに書き込んだ候補者
の情報共有し、勧誘や入会に向けて話し、目
標を決めて頂きました。
今年も新しい仲間を増やす為に、一年頑張っ
て参りますので、よろしくお願い申し上げま
す。

会員拡大議長 後藤功二

仮入会員セミナー
5月16日に府中商工会議所にて、仮入会員
村上さんを迎えて仮入会員セミナーを開催し
ました。
座学では、青年会議所がどの様な信条で活動
している団体であるのか、どんな事業がある
かを紹介しました。そして、仮入会員の方にも、
今後の事業にも参加される際、緊張しない様に、
各委員長、議長、専務理事、事務局専任理事、
そして、府中大学の誘致の会のメンバー
から事業説明をして頂きました。
座学後のアトラクションでは、昔子供のころ
遊んだゲームで、仮入会員と現役会員の親睦
を図りました。メンバーも盛り上がって、親睦
を深める事ができたました。
仮入会員もまだまだ不安があると思います。
それを、助けてくれるのは現役会員ですので、
しっかりフォローしていきます。
10月にも、このセミナーを計画していますので、
目標に向けて仲間を増やしていきます。

会員拡大議長 後藤功二

4月担当例会
4月10日 府中商工会議所にて4月の担当例会を
させていただきました。
本担当例会では、未来への変化に対応するため
予測力を鍛えることをテーマに、『ナショナル
エコノミー』というボードゲームを使った勉強
会としました。『ナショナルエコノミー』はワ
ーカーを配置することで、得られる利益を競う
ゲームです。事前の説明会を開催させていただ
いたこともあり、楽しんでゲームを通じて、
考えることについて取り組んでいただけました。
もっと良い担当例会、勉強会を開催していこうと
考えておりますので、これからもよろしくお願い
いたします。

総務委員会委員長 田邉貴慶
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5月同伴例会
この度、5月20日（土）福山ニューキャッスルホテルにて同伴例会を開催させて頂きました。
会員33名、同伴者15名、子ども17名と大変多くのご出席を頂きました。
同伴者の方にはセレモニーにご出席頂き、本年度河村理事長の掲げる「情熱」のスローガンのもと、
会の雰囲気を体感して頂くと共に、しあわせを共有できた時間でした。
懇親会では、日頃より社業やＪＣ活動へのご理解とご協力を頂いている同伴者様へ、会員より感謝
の言葉や笑顔が溢れる、大変楽しい時間となりました。アトラクションではソムリエを招いた講座
やワインの試飲、ジュースを使ったミニゲームを行い、同伴者同士の新しい交友関係の構築と併せて、
良い思い出に残ったものと思います。
当日の例会設営にご協力頂いた総務委員会の皆様をはじめ、同伴者にお声掛け頂きました会員の皆様、
素晴らしい同伴例会を開催させて頂き誠にありがとうございました。

事務局専任理事 千葉一志

第26回わんぱく相撲 備後国府場所

ふちゅう学校親善 大相撲大会

FUCHU JC STREET DANCE
FESTIVAL in HATAKAKO 2017

FUCHU JC
STREET DANCE
FESTIVAL
in HATAKAKO 2017
出場チーム
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大募集

湖畔フェスティバルと同時開催
【会

場】羽高湖森林公園（サン・ステージ羽高湖）府中市諸毛町二反田 3000

【参 加 費】1 人 1,000円

20チーム募集（申込み多数の場合は抽選）
河佐駅

〒

間】1 チーム 4分以内のダンスパフォーマンス

↑
世
羅

彰】最優秀賞、特別賞、ベストスマイル賞 等、表彰多数

【主

催】一般社団法人府中青年会議所

三郎の滝

クロスロード御調

府中駅

芦田川
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尾道

大会や表彰等の詳細は
府中青年会議所の
HPをご覧下さい。
府中JC

検索

http://www.fuchujc.com

お問い合わせ先

一般社団法人府中青年会議所 はばたけ！未来の英雄委員会
〒726-0003 府中市元町 445-1 府中商工会議所 205 号
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援】府中市、府中市教育委員会、福山市
福山市教育委員会、㈱ケーブル・ジョイ
エフエムふくやま

羽高湖
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↑上下町

【出場条件】2名以上のダンスチーム
（小学生の部・18歳以下の部）

m a i l: f u c h u j c @ f u c h u . o r. j p

TEL:0847-45-2648

FAX:0847-45-2984
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あなたの前には、ドアが３つあります。
その１つのドアの後ろには景品の高級車があります。 発行人 一般社団法人 府中青年会議所
そして、他のドアは外れです。
〒726-0003 広島県府中市元町 445-1
総務委員会委員長の田邉です。 あなたは高級車のドアを見事当てることができたら
その高級車を手に入れることができます。
府中商工会議所 2F
皆様のご協力のもとJC News
TEL 0847-45-2648 FAX 0847-45-2984
そして、あなたはドアを１つ選択しました。
506号を発刊させていただきま
メール fuchujc@fuchu.or.jp
そうすると司会者があなたが選んでいないドアを開
したこと、感謝いたします。
けるとハズレでした。
前回に続きまして、本号でも
ホームページ URL（※2016 年より変更）
すると、司会者はあなたにこう言いました。
余ったスペースで小ネタを
http://www.fuchujc.com
「最初に選択しているドアではなくもう１つのドア
紹介させていただきます。
に変えることもできますがどうしますか？」

編集後記
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