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3月例会 3月 3日（月） エコマールにて 

３月担当例会は、拡大ａｃａｄｅｍｙ委員会によるパ

ワーポイントを使った会員拡大についてと、ａｃａｄ

ｅｍｙの年間活動について説明が行われました。機材

のトラブルにより開会が遅れたことや進行がスムーズ

でなかった面もありましたが、メンバー個々が会員数

の減少など真摯に受け止め、多数の候補者紹介を頂き

ました。会員拡大はメンバーの協力なくては成しえな

いものであります。メンバーと意識を共有するいい例

会になったと思います。 

 

拡大ａｃａｄｅｍｙ委員会 副委員長 宮内隆和 

 

 

復興創造フォーラム 3月 8日（土）～9日（日） 

 ３月８日（土）９日（日）に福島県いわき市の地に

て『復興創造フォーラム２０１４』が開催され、設営・

運営として、岡村監事、蕪木君の３人で参加させてい

ただきました。 

 メインフォーラム、合同追悼式、防災フォーラム、

笑顔デザインプロジェクト意見交換会、ＢＵＹ ｍａｄ

ｅ ｉｎ ＴＯＨＯＫＵ大物産展、復興祈念植樹ならび

に講演会と盛り沢山の事業でしたが大きなトラブルも

無く、全国３，０００名を超える方々につながりと絆

が構築され、真の復興へ向けた誓いに繋がる機会を伝

播出来たかと思います。 

我々３人とも防災フォーラムのファシリテーターとして参加させていただき、実際に大きな震災に遭遇されてい

ないＬＯＭメンバーから、初動からどうしたらよいのか？という言葉を多く耳にし、改めてこの様な機会が必要

なのだと感じました。 

 小山理事長を始めとする多くのメンバーから、いわきの地まで参加いただきありがとうございました。 

 

公益社団法人 日本青年会議所 ２０１４年度人財グループ 災害・復興支援委員会 俵山修司 
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ブロック会長第５エリア訪問 3月 10日（月） 

３月１０日に「公益社団法人日本青年会議所 北陸信

越地区新潟ブロック協議会会長第 5エリア公式訪問」

が南魚沼市浦佐地区にて行われました。 

 

画像は第４８代会長の木島 一君です。 

 

 

 

 

 

 

 

会頭訪問 3月 29日（月） 

３月２９日に「公益社団法人日本青年会議所 会頭公

式訪問」が燕三条にて行われました。 

 

画像は第６３代会頭の鈴木和也君です。 
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4月例会、5月例会 4月 2日（水）、5月 2日（金） エコマールにて 

いわゆる『平成の大合併』の流れの中で現在の十日町

市が誕生する事が決まった合併協定調印式から今年の

７月で１０年が経過いたします。また津南町におきま

しても自律の道を選んだ議会での議決から１０年が経

過いたしました。その中で十日町市と津南町それぞれ

の当時の未来像を振り返り、また今後のビジョンを模

索・提言しようと計画しております。青年会議所メン

バーの地元に対する知識向上と意識の向上を図るため、

委員会で調査したり、勉強会を開くなどして勉強した

ことを発表する場として２回も担当例会の機会をいた

だきました。４月例会におきまして、いわゆる『平成の大合併』の全国的な流れと、この地域の合併の流れ、ま

た今後の国の動きとされている道州制についてもご紹介させていただきました。併せて、この地域の『平成の大

合併』当時の財政の様子と今後の見通しなどもご紹介させていただきました。 

５月例会におきましては第１部として世界と日本の医

療現場の比較なども交えながらこの地域の医療、介護

についてご紹介させていただき、第２部として全国の

事例を紹介しながら産業観光についてご紹介させてい

ただきました。プレゼンしながら出席されたメンバー

の聞いている様子を拝見するとご理解いただけたと感

じており、アンケート結果からも良かったと感じてい

ただいた事がわかり、委員会また、自身としても大変

勉強になりました。委員会メンバーと参加されたメン

バーの皆様に心から感謝申し上げます。ありがとうご

ざいました。 

 

社会開発委員会 委員長 栢森俊樹 
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教育再生タウンミーティング 4月 12日（土） 

４月１２日にホテルニューオータニ長岡にて「教育再

生タウンミーティングｉｎ新潟」が開催されました。

～子供のための三位一体地域間連携～をテーマに八木

秀次氏の基調講演と、多方面で活躍されているパネリ

ストによるパネルディスカッションが行われました。

基調講演では「過去の人たちを尊敬し、受け継いでき

たものを誇ることは、立派な行為として子供たちの目

にも映るはずです」という旨の言葉がとても印象的で

した。改めて今後の教育を考えるきっかけとすること

ができました。 

 

新潟ブロック協議会 ＡＣＴＩＯＮリーダー育成委員会 佐藤幸治 

 

 

会員ゴルフ大会ｉｎ上越 4月 26日（土） 

４月２６日に上越市の妙高サンシャインゴルフ倶楽部

にて会員ゴルフ大会が行われました。 

当日は、まだ妙高山に残雪があり肌寒い中でしたが、

ゴルフ場には多くの桜が咲いており、雪と桜の景色が

素晴らしかったです。 

 

画像は表彰式後の集合写真です。 
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わんぱく相撲十日町場所 5月 10日（土） キナーレにて 

第３０回わんぱく相撲十日町場所開催にあたり、ご協

力いただきました大勢の皆様にまずは感謝申し上げま

す。本当にありがとうございました。今年度は、会場

をキナーレに移し８１名という大勢の子ども達から参

加いただき盛大に開催することができました。何もな

い場所に土俵を作るなど本当に苦労いたしましたが、

青空の下で子ども達が一生懸命相撲をしている姿を見

て本当にやってよかったと思えました。多くの子ども

達が今後も相撲を続けてもらえればうれしいです。 

 

わんぱく相撲特別委員会 委員長 村尾猛 

 

 

わんぱく相撲体験 4月 10日（木）～28日（月） 

 十日町相撲連盟様ご協力のもと、４月１０日～２８日の期

間、十日町、津南地域の小学校にて、相撲体験を実施しまし

た。 

 参加児童に相撲の歴史、取り組み方を説明し、実際に取組

を行い、勝つ子、負ける子、一生懸命な声援。様々な表情が

溢れていました。「初めてやった。」「やったら楽しかった。」

「またやりたい。」という言葉を多くの児童か聞くことがで

きました。 

 相撲離れが叫ばれる昨今、ただ相撲と触れ合う機会が無い

だけだと感じました。 

 

わんぱく相撲特別委員会 副委員長 太田記史 
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ＮＢＣ会員交流サッカー大会 ｉｎ ＮＩＩＧＡＴＡ 5月 11日（日） 

 本年度の新潟ブロックサッカー大会のキャプテンを

努めさせていただきました樋口徹です。当日は晴天の

暑い中、朝早くから多くのメンバーと試合を行ってき

ました。１回戦は長岡ＪＣ（ＯＢ）を１対０で破り、

２回戦は昨年の優勝ＬＯＭの新潟ＪＣと接戦の末、０

対１で敗れました。結果としては２回戦敗退となりま

したが、ＬＯＭメンバー同士での交流もでき、楽しく

１日を過ごす事が出来ました。 

 ４月の練習から多くのメンバーに参加していただき、

段取り不足でご迷惑をお掛けした部分もありますが、

キャプテンという大役を任せてくださいました理事長や井沢監督、当日参加して下さったメンバー、会場まで応

援に来て下さったメンバー、十日町で応援下さったメンバーに改めて感謝を申し上げます。ありがとうございま

した。 

 

サッカーキャプテン 樋口徹 

 

 

自己成長セミナー 5月 18日（土） エコマールにて 

 ５月１８日（日）に自己成長セミナーを開催させて

いただきましたが、当事業ではＪＣの意義や目的、使

命を理解し、ＬＯＭのアイデンティティを確立するこ

とで今後の活動に活かしていく事を目的としたＡｃｈ

ｉｅｖｅセミナーと、我々ＪＣ会員は能動的市民とし

て、地域社会に貢献するためにニーズの分析及び実情

する問題や障害の原因検証を経て我々の使命達成には

何が必要であるかを考えるＩｍｐａｃｔセミナーのＪ

ＣＩ公認プログラムをご受講いただきました。 

 入会年数の浅いメンバーが多くなった当青年会議所

においてはうってつけのセミナーであったと思いますし、大勢のメンバーからご出席いただいたことで、今後の

ＪＣ活動に、自社に、ひいては我々の目指す街づくりにおいて効果的であったと確信しております。 

 我々の愛する十日町・津南地域の将来を明るく、笑いの絶えないものにするためにも、今、我々は学び、学ん

だことを即活かさねばなりません。今後も数多くのａｃａｄｅｍｙプログラムをご用意しておりますので、次回

もぜひご参加いただきますようお願い申し上げます。ありがとうございました。 

 

拡大ａｃａｄｅｍｙ委員会 委員長 松田和彦 
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新入会員紹介 
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編集後記 

 

日毎に暑さが増してまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

 

表紙の写真にもありますが、当ＬＯＭは５月１０日にキナーレにて「第３０回わんぱく相撲十日町場所」を

開催いたしました。 

多くのわんぱく力士が参加し、盛大に盛り上がりました。 

 

新潟ブロックでも４月からスポーツ活動が活発になってきましたので、暑さに負けずにスポーツで体を動か

して、健康な体作りを心掛けてみてはいかがでしょうか。 

総務広報委員会 副委員長 髙野智成 

ホームページ 

http://www.tokamachijc.com/ 

 

Facebookページ 

https://www.facebook.com/tokamachijc 

 

E-mail 

tokamachijc@waltz.ocn.ne.jp 

 

 

 

大村建設 株式会社 

1986年12月19日 生まれ 

 

庭野 克弥 

 

株式会社 庭野電機商会 

1981年 5月 14日 生まれ 


