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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～

2017年度

始まる！！

一般社団法人

第 55 代理事長 河村晋丞

府中青年会議所（府中 JC）

新年あけましておめでとうございます。
平素は、一般社団法人 府中青年会議所に対しご支援ご協力を賜わり、
心から御礼申し上げます。
私は、府中青年会議所 第５５代理事長 河村晋丞と申します。
今、私たちに求められているのは情熱です。
これまで不況と叫ばれ早25年が過ぎ、未だ日本経済再生への展望は開けていません。
しかしながら、この状況下においてさえ、世界から見れば、まだ日本は平和で豊かな国であります。
これは、ひとえに偉大な先人達の血のにじむ努力によって築き上げられた、この国の大きな財産です。
これを地域に置き換えても同じ事が言えます。
日本経済の成長と共に地域（府中市）経済も成長し豊かな時代を築きました。
この時代に誇りを抱く方々とともに地域愛が生まれた、と感じております。
時は進み、現在の地域は様々な問題（人口減少・少子化・環境など）を抱えていますが、
問題に取組む方々の尽力により地域を維持しています。
その中で青年会議所が地域に存在する意義は、この地域の輝きを取戻し、
もう一度発展させるため新たな企画を打ち出し、私たちが望む地域に発展させる事ではないでしょうか。
今年のスローガンは、情熱を燃やせ ～「しあわせ」を共有できる仲間と共に～ を掲げます。
各会員の内に秘める情熱を燃やし、事業展開を行って参ります。
これにより、地域内外の方に地域の魅力を周知し、この地域に訪れて頂き、
事業への参加をきっかけに喜び・楽しみを体感し、「しあわせ」溢れる笑顔を作っていきます。
この笑顔こそが、地域発展の基盤となります。
この基盤を根付かす事で、人が集まる地域に変わり、地域愛・活気を取戻す原動力となります。
そしてそれを、この地域の発展の一歩にしていきます。
府中青年会議所は、地域のリーダーであります。
私たち会員は地域の英雄であると自覚し覚悟を胸に刻んで活動して参ります。
最後になりましたが、2017年度一般社団法人 府中青年会議所に
今後とも一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

直 前 理事長

井上達也

新年明けましておめでとうございます。今年も１年よろしくお願いします。
昨年はみなさまのご協力のおかげで、理事長としてとても有意義な１年を過ごすことが
できました。昨年経験した1年を伝えるべく、今年は直前理事長として府中青年会議所
のサポートを行いたいと考えています。
また、昨年ふちゅう大学誘致の会を青年会議所の事業の中で立ち上げ、
3年間の継続事業として行う予定となっています。今年はいよいよ実行の1年
になります。2020年の開校を目指し、持てる力を全て出し切りたいと考えております。
もちろんそのためにも、みなさまにご協力をいただくことがあると思います。
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どうぞよろしくお願いします。
2017年も熱い情熱を持って、日々挑戦したいと考えております。どうぞよろしくお願いします。

監事

一色

浩徳

新年あけましておめでとうございます。
2017年度一般社団法人府中青年会議所
の監事を務めさせていただくことと
なりました一色浩徳です。
監事としてこの1年、理事会・例会を
はじめLOM全体の事業を客観的立場から冷静かつ
的確に判断し円滑に運営できるよう努めてまいります。
また、本年度は卒業の年でもあります。
2011年度入会以来、これまで培ってきた経験、体験を
メンバーに伝えていき、府中青年会議所の発展に
寄与できればと考えております。
どうぞ、1年間よろしくお願い申し上げます。

副理事長

蛎田

大悟

監事

高月

龍樹

監事職を担います高月です。
今年1年よろしくお願い致します。
皆様ご周知の通り、私も最終年を
迎えることと相成りました。
過去の先輩方が・・『
最終年になると、どうも小姑っぽくなるもので・・』
と仰っていましたが、只今絶賛実感中でございます。
やはり、あまり小言を言わずにいたい、
という思いとは裏腹に小言のオンパレードを
もう既に繰り広げています。
ただ、その一方で監事職とはそういうものでなくては
ならない、とも思うわけでして。
何やら、どうも居心地がまだ悪く、腹が決まっていない、
そんな現況でございます。しかしながら、
ただひとつ言えること、確信が持てることは、
『この会を憂いてこそ』ということです。
道こそ違えど、その目的へ向かい、進むことを
ここに誓い申し上げ、この最終年を自身が満足と
言えるものにしたいと思っております。
重ね重ねになりますが、
どうぞこの1年よろしくお願い申し上げます。

新年あけましておめでとうございます。
皆様とともに新年を迎えられましたこと
有り難く感謝致しております
本年度は河村理事長のもと、磯田委員長
率いるまつりBUBBLY委員会の副理事長
を仰せつかり誠に戦々恐々としながらも、どこか新たな
旅路への想いにも似た熱い情熱を感じております。
副理事長 平 慶一郎
甚だ浅学菲才のみではありますが、この胸にある情熱を
頼りに実りある一年にするべく精進致す所存ですので、
新年明けましておめでとうございます。
何卒ご指導ご鞭撻を賜りたく伏してお願い申し上げます。 私は本年度副理事長を務めます
本年も何卒よろしくお願いいたします。
平慶一郎と申します。
担当させていただく総務委員会では、
副理事長 小野 隆義
会員が自ら成長を望み、切磋琢磨して
いける環境を作るため、青年会議所の基礎である例会
をはじめ、会員の成長を目指したセミナーを
新春の慶びを申し上げます。
開催していきます。
本年度、はばたけ！未来の英雄委員会
青年会議所で培ったものは、必ずや職場や家庭に
の副理事長を務めさせて頂きます
還元できます。このことを念頭に、本年度は総務委員会
小野隆義と申します。
メンバーと共に邁進して参ります。
当委員会では、子どもの心の育成に重きを置き事業を
展開して参ります。本年も、今までにない新たな事業を
11月に計画しています。その事業を大成功に終え
専務理事 櫻木 正彦
2017年度燃え尽きたいと思っております。
子ども達の将来に繋がる経験が出来る事業の実現に
謹んで初春のお慶びを申し上げます。
向けて、情熱を燃やしながら委員会メンバーと共に
昨年は、特別会員の皆様や、
邁進して参ります。現役メンバー、特別会員の皆様には、 地域の皆様に温かいご支援やご理解
多大なご協力をお願いすることもあると思いますが、
を賜り厚くお礼を申し上げます。
どうぞ一年間宜しくお願い申し上げます。
今年は理事長のスローガン
「情熱を燃やせ」を念頭に置き、
会員拡大会議 議長 後藤 功二
1年間府中青年会議所が滞りなく、運営できるように、
そして事業を行う各理事メンバーに対してしっかり
本年度、会員拡大会議議長を務めます
フォローできるように年間を通じて精進してまいります。
後藤功二です。この2年で多くの仲間が
今年もより一層のご支援を賜りますように、
増え、拡大として素晴らしい結果が出て
心よりお願い申し上げます。
います。私達のまちを明るい豊かな社会
にする為に、多くの仲間が必要です。
本年度の目標は、10名と挙げ、当会議が勧誘活動を
率先して行い、多くの仲間を作って参ります。
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これからも邁進して参りますので、
ご支援とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

事務局専任理事

千葉

一志

本年度、事務局専任理事を務めさせて
頂きます千葉一志と申します。
この度は事務局専任理事という更に
責任・責務のある役職を賜り、
感謝申し上げます。
昨年はセクレタリーとして、会の運営や事業の構築を
学ばせて頂くことで大変多くの知識と経験を得る事が
出来ました。今まで培ってきた経験を生かし、
本年度は資料の整理や情報配信を中心とした職務を
滞りなく遂行し、専務理事のサポートと円滑な会の
運営に尽力致します。
河村理事長が掲げられました
情熱を燃やせ～「しあわせ」を共有できる仲間と共に～
のスローガンの下、私も熱い情熱と品格をもって一
年間を邁進致します。
諸先輩方におかれましてはご指導ご鞭撻の程、
宜しくお願い致します。

総務委員会

委員長

田邉

貴慶

新年あけましておめでとうございます。
本年度、総務委員会の委員長を
務めさせていただきます田邉貴慶と
申します。
総務委員会では、会員が自ら情熱を
持って、お互いに切磋たくまし、成長していくことが
出来るような事業を展開して参ります。
そのために、まず会の基礎である例会の運営を
はじめ、会員の成長の糧となる会員セミナーを
開催いたします。
今後、会がますます発展し、この地域に還元できるよう
委員会のメンバーと協力して、共に邁進して参ります。
至らぬ点は多々ございますが、厚いご支援、ご指導
ご鞭撻をいただきますよう宜しくお願いいたします。

セクレタリー

堀内

朗

本年度セクレタリーを務めさせていただ
きます堀内朗と申します。セクレタリーの
業務は専務理事の円滑な職務遂行を支援
することだと考えています。
理事長のビジョンを理解した上で、諸活動
の助けとなる潤滑油のような存在になれるよう、
今年一年、情熱を燃やして、完全燃焼して参ります。
ご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い致します。

まつりBUBBLY委員会

委員長

磯田 一郎

本年度、まつりBUBBLY委員会委員長
を務めさせて頂きます磯田一郎と
申します。
当委員会はその名のとおり
備後国府まつりの企画・運営に
取組んで参ります。
本年度は「楽しさをシェアできるまつり」をコンセプトに
自分だけでなく友人・恋人など人を誘っていきたくなる
まつり会場を展開し、市内だけでなく市外からも多くの
人達に来て頂き、この府中市に興味をもつきっかけ
になればと思っています。
まつりに来て楽しんで頂くということを念頭に、
継続して行うイベントはブラッシュアップしていき、
さらに今までに無い新しいイベントも企画していきます。
リスクがあってもそれ以上の成果を出すべく
一年間情熱をもって取組んで参りますので
ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いします。

未来の英雄委員会

委員長

松本

拓也

今年度、青少年事業担当の
「はばたけ！未来の英雄委員会」
委員長松本拓也です。
私が小学生の時から行われている、
野球、サッカー、相撲の事業を担当
委員長として、迎える事が出来て、
うれしく思います。しっかり伝統を引き継いで行きます。
今年は、協調性をテーマに、子ども達に仲間や友達との
絆を大切にしてもらいたいと考えています。
それは、将来お金では買えない宝物になるからです。
人と人との繋がりや絆を大切に出来る大人になる為
には、協調性を育む事が大切だと思い、
各事業取り組んで行きます。
今年は、酉年です。子ども達が協調性を育みながら
明るい未来に向かってはばたけるように学校や地域と
協力して、参加者にとって記憶に残るような協新たな
試みに挑戦します。1年間よろしくお願いします。

セクレタリー

江草

宏明

このたびはセクレタリーという役を頂き
感謝申し上げます。江草宏明と申します。
今年一年、専務理事が円滑な運営を
行えるように、情熱を持ち全力で努めて
参ります。色々な場所に行き、人と出会
うことで貴重な経験を積ませていただき、自分自身の
成長が必要がだと考えています。
まだまだ分からない事ばかりです。皆様にはご迷惑を
お掛けすると思いますが、ご指導ご鞭撻の程
宜しくお願い致します。
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新年例会を開催しました

1月14日府中市末広殿にて2017年度新年例会を
開催させて頂きました。当日は公私ともにご多忙の中、
またまれにみる寒波に襲われ、足元の悪い中、
来賓に府中市市長 戸成義則様、広島県議会議員
岡崎哲夫様、広島県議会議員 出原昌直様、
府中商工 会議所会頭 北川祐治様、
また特別会員会長 平 祐介様を初め大変多くの
特別会員の皆様にご臨席を賜り、かつご鄭重なる
ご挨拶を頂きましたこと、厚く御礼申し上げます。
一般社団法人府中青年会議所理事長 河村晋丞
より、今年度の方針、体制をご説明させていただきま
した。スローガンにも掲げる『情熱』を、ご臨席の皆様
と共有させていただき、現役会員としましては、今年
一年、より『明るい豊かな社会の実現』に向けて、
身が引き締まりました。
新年例会を設営させていただきました委員長として
このように盛大に新年のお祝いをさせていただきまし
たこと、大変感謝いたしております。特に、設営にご
協力いただきました理事の皆様、委員会の皆様の
おかけで開催させていただくことが出来ました。
重ねて感謝申し上げます。多々至らぬ点がございまして
、皆さまには大変ご迷惑をおかけしました。情熱を燃や
して、より良くして参りたいと存じます。
変わらぬご支援のほど宜しくお願い致します。
総務委員会 委員長 田邉 貴慶

編集後記
本年度、広報を担当いたします。総務委員会 委員長の田邉です。
皆様のご協力のもとJC News 505号を発刊させていただきまし
たこと、感謝いたします。
さて、1月は日本列島を大寒波が襲い、幾分寒さも和らいだこの頃
ですが、外出するのが億劫な日々です。
家の中で出来る簡単なクイズを出題いたします。
考えてみてください。
「3人の男がホテルに泊まります。ホテルは1室しか空いておらず、
3人でワリカンで泊まることにしました。部屋の値段は30ドル
だったので、1人10ドルずつ出すことにしたのですが、翌朝支配人
が割引の為、1部屋25ドルだったことに気が付きました。
そのため、ボーイに5ドルを返すように言ったのですが、ボーイは
5ドルだと3人で割り切れないため、2ドルをネコババして一人に1ドル
ずつ返しました。さて、3人の男は結局部屋代を9ドルずつだしたこと
になります。これにくすねた2ドルを足すと29ドル。
1ドルどこに消えたでしょう？」

新入会員アトラクション

この度は新年例会懇親会にて、
同期入会の森川千晶さん、江草宏明君、堀内朗君、
溝上法光君、平康太朗君、伊豆田浩央君、藤井昭徳君、
芦田玄君、田中峻輔君と私、10名の為にこの様な場を
設けていただき感謝申し上げます。
今年は25年ぶりにリーグ優勝をした広島東洋カープを
テーマにさせていただきました。
アトラクションの準備・練習では10人という人数の為、
一度も10人全員で集まる事ができずとても大変でした
が、田辺総務委員長をはじめとした先輩方の支援により
無事やり遂げる事が出来ました。
この新入会員アトラクションを通じて同期のみんなとの
絆を深める事ができました。
本当にありがとうございました。
今後も府中JCの一員として頑張っていきます。
新入会員 下岡 育巳

新入会員紹介

田中峻輔（たなか

しゅんすけ）

私は生まれ故郷である府中市に対して、昔のまま
変わらずいい町であってほしいという思いと府中市の
未来のために何かを変えていかなければならないと
いう思いを持っています。
府中市のいい部分を残しつつ、時代に合わせて変化
させていくには一人の力では難しいと感じＪＣに入会
させていただこうと思いました。
入会したばかりで自分にできることも自分がすべき
こともまだまだ分かっていませんが、少しでも府中市に
貢献できるよう努力して参ります。
今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い致します。
新入会員 田中 峻輔
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