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市長選挙立候補予定者公開討論会

2018年4月11日に府中文化センター大ホールにて府中市長選挙立候補予定者による公開討論会を開
催しました。公開討論会を支援しているNPO法人リンカーン・フォーラムからコーディネーターを迎
え、各々の立候補予定者に壇上から政策を語っていただきました。同じステージ上で同じテーマにつ
いて政策を語っていただき、立候補予定者間での思いや考えの違いを感じる事ができる機会となりま
した。また政策を通じ現状における府中の問題を知り、府中の将来について考える良い機会となりま
した。本事業を通じ平日にも関わらず参加して下さった方には政策ベースの選挙に繋がればと期待し
ております。
選挙にも関わる本事業は気を使う事も多く大変な事もありましたが、ご協力して下さった皆様のお
かげで無事終える事が出来ました。今後の府中に期待の膨らむ事業となりました。ありがとうござい
ました。

社会開発委員会 委員長 門田和也

光州青年会議所創立58周年記念式典訪問
2018年3月23日〜25日で姉妹JCであります韓国
の光州青年会議所創立58周年記念式典に栗原理事長
をはじめとする7名の現役メンバーと特別会員2名で
参加してきました。
記念式典では素晴らしいおもてなしをして頂き、光
州JCの皆様と貴重な交流、情報交換を図ることがで
きました。
また、本年度は府中JC創立55周年、光州JCと
1968年に姉妹締結をして50周年という記念の年と
なります。府中JCの55周年記念式典参加依頼と50
周年という長きにわたる姉妹JCとしての友好関係を
確認することができ有意義な式典訪問となりました。

専務理事

福田竜也
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JCカップミニサッカー大会開催
5月5日府中中須グラウン
ドにて第21回ＪＣカップ
ミニサッカー大会が開催
されました。晴天にも恵
まれ最高のサッカー日和
となりました。
本大会はＵ-12のクラスと
Ｕ-10のクラスを分けて
行っており、Ｕ-10では例
年通り女性の保護者も出
場可能という特別ルール
で行いました。
各チームゴールが決まれば、皆で喜びチームメイトを称え、ミスをすれば仲間がフォローするなど、
サッカーという団体競技を通して仲間とのコミュニケーションの大切さ・皆で喜びを共有する楽しさが
伝わったと思います。また、普段試合に出れない子ども達は、今後も普段の試合でも出場したいという
声が聞かれ、更なる挑戦する心を育む事ができました。
最後に、大会を開催するにあたりゴールデンウィークのお忙しい中、多大な協力を頂いた府中サッカー
協会の皆様、各関係者の皆様、参加してくださった皆様に感謝を申しあげます。誠にありがとうござい
ました。

未来への懸け橋委員会 委員長 溝上法光

仮入会員セミナー
4月25日（水）に仮入会
セミナーとして府中商工会
議所にて、JC版ハッカソン
を行いました。
新たに府中JCの門戸をた
たいていくれた6名の仮入会
員が、それぞれ知恵を絞り、
府中の町の課題解決を行う、
プランを打ち出しました。
各プランは、仮入会員とメンターが対となり、6グループに分
かれ、ブラッシュアップをおこないました。①事前検討・②当
日検討③プレゼンテーションの3つのパートに分かれています。
①事前検討では、仮入会員とメンター・メンバーが、夜な夜な
集まり、喧々諤々・和気あいあいの議論を行いました。（夜中2
時3時まで議論したグループもあったとか）②当日検討では、主
に案のブラッシュアップとプレゼン資料の構築にあてました。
検討では大いに盛り上げり、歓声や拍手も巻き起こっておりま
した。③プレゼンテーションは、大変緊張感のある形で発表さ
れました。案の中には、月に第2府中市を作るとか、地下40階
建て街を構築する、グーグルアースペイントをするなど、大変
ユニークでありながら細部まで検討された発表がなされ、大変
な盛り上がりを見せました。
その後の懇親会では、すべてのプランの講評を理事長よりい
ただき、文字通りOne-府中JCとして1つのチームとして何とも
言えない一体感を生み出し事業は大成功の内に幕を閉じました。
仮入会員の今後の活躍に、期待がもてる一夜となりました！

会員拡大委員会 委員長 真邉崇正
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同伴例会

2月担当例会

3月17日（土）ふなまちベイホールにて同伴例会
を開催いたしました。
多くの同伴者や子どもにご参加頂き開催することが
出来ました。
懇親会では今年は「笑顔」をテーマに開催させて
いただきました。同伴者同士の懇親はもちろん単身
者も委員会の垣根をこえた懇親の場になり、似顔絵
コーナーやバルーンショーを用意し皆様の多くの笑
顔を見る事がでました。今後も、同伴者の理解と協
力を得てJC活動にますます励めるメンバーが増えれ
ばいいなと思いました。
この事業も委員会メンバーの皆様の協力なしには
出来ませんでした。そして当日参加してくださった
会員の皆様、同伴者の皆様、本当にありがとうござ
いました。

自己育成委員会 委員長 下岡育巳

新入会員紹介
村上 壽弘
府中市に住み始め数年
が経ち、住み心地の良
さ人柄の良さを感じて
います。そんな府中市
の発展のため、JC活動
を通して少しでも貢献していき
たいと思い入会させていただき
ました。至らない点も多々ある
かと存じますが、ご指導ご鞭撻
の程よろしくお願い致します。

三島 淳志
現在38歳ですので、
実質2年程度の活動期
間にも関わらず、と
ても良い機会を頂き
感謝しております。
短い期間ではありますが、府
中JCでの活動を通して、わず
かでも恩返しをするために頑
張りたいと思います。今後の
ご指導、ご鞭撻を宜しくお願
い致します。

2月担当例会「府中市の子ども達の未来を考え
る」を2月13日に実施しました。
今回の事業では、府中教育委員会教育長の平谷様
と教育部課長の門田様に府中市の子ども達の現状、
課題、展望を講演していただきました。
講演により、府中市の子ども達の現状知る事がで
きました。質疑応答では、今後の子ども達に対し、
LOMメンバーが考える未来像など、意見交換が活
発に行う事ができました。また、学校では学べない
事が必要とされているなど、今後のＪＣ運動の取り
組みへのきっかけとなる場がもてたと思います。
平日にも関わらず、講演を引き受けてくださった
平谷教育長、門田課長、ご参加いただいた広島ブ
ロック協議会運営団の皆様、LOMメンバーの皆様、
ありがとうございました！

未来への懸け橋委員会 委員長 溝上法光

55周年記念懇親ゴルフ大会
中墨 真吾

私は府中市に住んで
10年ほどが経ち、結
婚して子供も生まれ
ました。これからは府
中JCの活動を通じて
地域に貢献しつつ、それが自分
自身の成長にもつながればと考
えています。
ご指導いただければと思います。 4月28日（土）に、一般社団法人府中青
年会議所創立55周年記念OB現役懇親ゴル
よろしくお願いします。
フ大会を、新市クラシックゴルフクラブ
にて開催させていただきました。当日は
伊吹 渉
特別会員34名、現役会員19名にご参加い
私は仕事をしていて、 ただき、天候にも恵まれ大変素晴らしい
府中はだんだん元気が ゴルフ大会が開催できたと思います。何
なくなっているように とか無事終えることができたのも、特別
感じていました。この 会員の皆様、そして設営に尽力してくれ
現状をどうにかしたい た現役会員の皆様のおかげです。55周年
と思っていました。
の事業としては、9月23日に記念式典、
私はJCの活動を通して、府中を 懇親会があり、10月には記念事業を開催
おもしろくしていきたいと考え させていただく予定です。皆様のご協力
ておりますので、みなさまのご のほど、よろしくお願いいたします。
指導ご鞭撻のほどよろしくお願
55周年実行委員会 実行委員長 平慶一郎
いいたします。
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予告

備後国府まつり開催
7月21日(土)・22日(日)開催決定

本年の備後国府まつりは「子ど
もが笑顔になれるまつり」をテー
マに開催します。例年盛況な地
ビールスクエア（飲食屋台）、ス
イーツフェスティバル、タンスリ
レーなどはもちろんのこと、今年
はさらに子ども達が楽しめる内容
を充実させ開催します。
2日目には毎年恒例となった手筒花火、打上花火、
そして花火大会開始前の日中には昨年大好評だった
『泡祭ＡＷＡＳＡＩ』も開催！そして新たに『子ど
もタンスリレー』『水祭（水遊びゾーン）』など盛
りだくさんの内容で老若男女が今まで以上に楽しめ
る備後国府まつりになります。ぜひ、ご家族や友達
と参加していただき楽しい夏の思い出にしてくださ
い！
まつり委員会 委員長 宇野崇能

予告

SNS事業

子ども達の身近には、イン
ターネットやスマートフォン、
ＳＮＳなどが身の回りに浸透
していき、便利になっていま
す。これからますます、子ど
も達にとって身近に必要と
なっていくと考えます。災害
時や緊急時に早く確実に連絡
が取れるなど、有効的に使用
できる方法ができている一方
で、インターネットやＳＮＳによる事件、コ
ミュニケーショントラブルが絶えません。子ど
も自身と大人が危険性や有効活用を知り、管
理・対応できるようになっておく事が重要であ
ると考え事業を開催します。
未来への懸け橋委員会

委員長

溝上法光

広島県ブロックゴルフ大会

5月担当例会
5月14日(月)に
商工会議所にて55
周年実行委員会に
よる、5月担当例
会を開催しました。
テーマを『想いの
継承』と題し、JC
歴10年を超える現
役会員にパネリス
トをしてもらいま
した。10年前の府
中JCがどういった
会の運営をしてい
たのか、今と何が
違うのかなど、現
役会員から事前に
質問を募りパネリ
ストに投げかけさ
せてもらいました。
府中JCはここ数年、入会歴3年以内の会員が半数
以上を占め、歴の長い会員が減り、過去から続く変
えてはいけない考え方や想いといったものを後輩に
伝えていくことが難しくなりましたが、今回の担当
例会を通じて残していくべき考え方や想いをしっか
り伝えることができたと思います。

55周年実行委員会 実行委員長 平慶一郎

5月14日に尾道の地にて広島ブロックゴルフ
大会が行われ、府中青年会議所からは栗原理事
長を始めとした9名、そしてOBの益川治先輩が
参加されました。
当初天候が心配されましたが最後まで本降り
となる事無く、無事にプレーを終える事が出来
ました。
普段接する事のない他LOMメンバーやOBと
の交流や絆を深めた事で、今後の活動に活かし
て頂ければと思います。
広島ブロック協議会委員会 委員長 堀内朗

広報担当より
広報を担当しております社会開発委員会委
員長の門田です。この度、現役会員の皆様の
ご協力によりJC News 511号を発行できまし
た。この場をお借りしてお礼申し上げます。
社会開発委員会 委員長

門田和也
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