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今を生き抜く覚悟はあるか！愛をもって志をなせ！ 

Making Japan’s No.1 Area Brand「ECHIGO‐TSUMARI」 
 

次年度理事長予定者決定！（6月通常総会 6月 2日（月） エコマールにて） 
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 この度、２０１５年度の理事長予定者として、承認されました大島博と申します。 

 私の青年会議所との出会いは７年前になります。県外で働いておりましたが、結婚を考えた時に、幼少より暮

らした地元にて家庭を持ち生活を送りたいと思い、平成１７年に、故郷、十日町に戻ってまいりました。 

 当時、自分より先に戻っていた友人が、地域の為の活動をしていると耳にし、私も「何かやろう」と思い、現

在は先輩でありますが、当時、十日町ＪＣのメンバーであった方を別の友人に紹介されました。 

 その方から「青年会議所に入れば、沢山の出会いと繋がりが出来るよ。」「一緒に地元のために活動しよう。」

など、多くの説明を受けました。しかし、青年会議所のことを何も知らないこと、地元に戻ってきたばかりで仕

事に対する不安、また勧誘にきたメンバーや青年会議所を熱く語るメンバーが、昔から知る友人、知人であった

為に嫉妬やつまらないプライドもあり、一歩引いて話を聞いておりました。 

 しかし、何度も熱く語る友人やその仲間達と時間を同じくする度に、ある経験を思い出しました。２３歳の時、

今まで全くの健康で日々を暮らしていた自分が体に障害を持ち、今まで普通に出来たことが突然出来なくなった

ことです。二度と後悔するような事はしたくないと思い、先ずは入会して自ら感じてみようと入会をしました。

入会してからは熱く語ってくれた友人が言うとおり多くの出会いと繋がりが出来ました。時に笑い、時に泣き、

そして多くの叱咤激励をいただいた青年会議所活動も気が付けば卒業を目前に控える時期に来ました。 

 卒業を目前に控え、今まで先輩や仲間から、いただいた多くの協力や恩を最後の年にどのように返そうかと考

えていた時に理事長選挙の話題の時期になりました。入会より多くの先輩の言葉を思い出し最後の年となります

が、地域そして後輩へ自分として精一杯の行動を持って尽くすことが青年会議所で活動するなかでの恩返しにな

るのではないかと考え、理事長へ立候補をさせていただきました。まだまだ私自身、多くを学んで行かなくては

なりませんが、１９５７年に高い志をもった２６名の青年によって設立されてから脈々と受け継がれてきた十日

町青年会議所の想いを受け継ぎ、この地域を想い、次代へと繋ぐべく現役会員とともに、十日町青年会議所を盛

り上げてまいりたいと思いますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

7月例会 7月 2日（水） エコマールにて 

７月２日（水）に事務局主催による７月担当例会「昭

和対平成理事長鼎談」を開催しました。本事業は第２

１代理事長の㈱十日町新聞社 代表取締役 山内正胤先

輩と第５１代理事長の㈱児玉建設 代表取締役 児玉義

昭先輩にお越しいただき、先輩方が過ごした時代の十

日町青年会議所の運動や事業の様子、もし現在先輩が

現役理事長だったらどのような運動を行うかについて

もお話して頂きました。お話頂いた先輩の思いを次代

にしっかりと引き継いでいきたいと思います。また、

貴重なお話を頂き誠にありがとうございました。 

 

事務局長 金子義勝 
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8月例会 8月 9日（土） ベルナティオにて 

 雪まつり特別委員会&わんぱく相撲特別委員会で企

画しました THE 納涼会には多数のメンバー始め、御

家族の方々から参加をいただき誠にありがとうござい

ました。 

今年のなかなか太陽に恵まれない夏で当日も生憎外は

雨でしたが特別委員会で設営いたしましたアトラクシ

ョンで子どもたちとお父さんたちが楽しく遊んでいる

姿はすごく良いものでした。また、普段はなかなか外

でお話する機会がない奥様方の交流もみられ楽しい納

涼会でした。 

 

雪まつり特別委員会 委員長 上村友博 

 

 

9月臨時総会 9月 2日（火） エコマールにて 

本年度の新入会員が確定する９月例会に、入会を祝い

ＬＯＭの団結向上を目的とした新入式を行いました。

ＪＣ活動を通じ「どんな人間になるか」「この地域のた

めに何が出来るか」といった課題に対し、新入会員個々

がプレゼンを行ったことで理解が深まったと思います

し、新入会員も先輩メンバー個々のエールが詰まった

色紙を受け取り感慨深かったと思います。式が終わり

皆の晴れやかな笑顔を見て、目的を達成したと確信を

持ちました。皆様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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会員交流野球・ソフトボール大会 ｉｎ 新発田 6月 1日（日） 

 6月 1日（日）新発田市真木山中央公園野球場にて

第 42回会員交流野球・ソフトボール大会が開催されま

した。第 1試合、にいがた北 JC との試合では井沢 GM

のホームランも飛び出し見事勝利しました。第 2試合、

上越 JCとの試合では善戦しながら惜しくも敗けてし

まいましたが、皆様のハッスルプレーに感激しました。 

 参加して頂いたメンバーや応援に来て頂いたメンバ

ー、そして練習試合に協力して頂きました先輩の方々

には本当に感謝しております。ありがとうございまし

た。 

 初めてのキャプテンという事で段取りなど皆様にはご迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした。私は来年が

最後の JC野球となりますので、ぜひ優勝目指して参加したいと思います。 

 

野球チームキャプテン 春日則弘 

 

 

２０１４年度のＮＢＣ野球・ソフトボール大会にてソ

フトチームは『鈴木拓とゆかいな仲間たち』として新

発田の地に於いて妙高ＪＣに挑みました！！まさかの

一回戦！！去年のリベンジを成すべく・・・・。結果

は１６－７！！！惜しくもリベンジ成らず。 

ＭＶＰは村尾ピッチャーと眼鏡の代わりにキャッチャ

ーマスクをかけた金子選手！逆ＭＶＰは次年度理事長

を起用しない采配ミスを犯したキャプテン俵山と最大

のチャンスを三振でアウトになった遠田ブロック委員

長。今年も美味しいお酒をいただきました。 

因みに、本年度一番得点に絡んだのは岡村監事でした。～Ｍ・持ってる何かを！ Ｖ・ベストライフ Ｐ・プレ

ジデント～ 

 

ソフトボールチームキャプテン 俵山忠之 
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ASPAC山形大会 6月 2日（火）～7日（土） 

 ６月２日から７日にかけて、山形県の山形ビックウ

ィングでＡＳＰＡＣ山形大会が開催され、私達十日町

青年会議所は６日の夜に開催されたジャパンナイトに

参加致しました。 

 ＪＣに入会して１ヵ月、右も左も分からないままの

参加となりましたが、日本全国そして海外のＬＯＭの

方々がそれぞれ地域のアピールの為に熱く活動する姿

を見て大変感銘を受け、入会して早々に貴重な体験と

ＪＣについて学ぶ機会を得ることが出来ました。 

 

拡大ａｃａｄｅｍｙ委員会 杉谷仁大 

 

 

地区フォーラム 7月 12日（土）～13日（日） 敦賀にて 

この度は、2014年度公益社団法人日本青年会議所 北

陸信越地区 地区フォーラム委員会に委員として出向

させて頂き大変有難うございました。当日の私の役割

はメインフォーラム担当の第 3小委員会に配属され、

メインフォーラム中は終日ドアマンとして職務を全う

致しました。また、当日は福井県敦賀の地に小山理事

長を始め、総勢 6名の LOMメンバーも駆けつけて下

さり、大変嬉しかったです。今回の地区フォーラムを

通して、少しでもエネルギー問題に対して興味を持っ

て頂けたなら嬉しいです。 

 

公益社団法人日本青年会議所 北陸信越地区 地区フォーラム委員会 藤田満 
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サマーコンファレンス 7月 19日（土）～20日（日） 横浜にて 

十日町ＪＣに入会して初の大型イベント参加でした。 

様々なフォーラムやセミナーが複数の会場で開催され

ており、それらに参加する度に大勢のＪＣ会員を目に

して、改めてＪＣは全国規模の団体なのだなと感じま

した。 

また、自分が参加した中で一番印象に残ったのはディ

ベートセミナーで３人対３人の対戦形式で議論を戦わ

せるという体験を初めてしました。 

自分は全く戦力になれず挫折感を味わいましたが、次

に機会があれば少しは戦力になりたいと思いました。 

 

拡大ａｃａｄｅｍｙ委員会 庭野克弥 

 

 

わんぱく相撲新潟県大会十日町場所および全国大会 

今年度、第３０回わんぱく相撲全国大会新潟県予選が

６月２２日（日）越後妻有交流館 キナーレ特設会場

にて盛大に開催されました。十日町からは１１名のわ

んぱく力士から参加していただき、当日は雨模様では

ありましたが、皆様方からご協力いただいた会場設営

のおかげで大きな問題もなく競技を行うことが出来ま

した。十日町チームは団体戦４位に入り、全国大会の

出場権を獲得できました。一生懸命練習し、全国大会

の切符を手にしたわんぱく力士たちに心より感謝いた

します。設営側で迎えた県大会ということで、中立な

立場のため声を張り上げて応援をすることが出来ないもどかしさを感じながら、それでも十日町場所から一生懸

命練習に励んだ１１人のわんぱく力士の成長が心に響きました。 

 そして、新潟県代表として参加した第３０回わんぱく相撲全国大会。前日からリハーサルの為に東京入りし、

講演会や相撲部屋宿泊など多くの貴重な体験ができました。当日は大勢の応援団の皆様からご参加いただき声が

かれるほど応援をしていただきました。今までの練習の成果を十分に発揮し、自分より大きな相手に臆すること

なくぶつかっていく選手たちには心打たれました。勝敗はともかく、全国大会に向けて一生懸命に練習し、最後

まで諦めずに戦い抜いたことがとてもいい経験になったのではないかと感じております。 

 最後になりますが、本年度のわんぱく相撲事業にご協力いただきました皆様に心より感謝申し上げます。本当

にありがとうございました。そして、参加いただいた選手の皆様、夢をあきらめずに今後も一生懸命努力を重ね

てください。 

 

わんぱく相撲特別委員会 委員長 村尾猛 
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周年事業 

 

一般社団法人加茂青年会議所 

５０周年記念式典＆祝賀会 

 

一般社団法人中条青年会議所 

３５周年記念式典＆祝賀会 

 

一般社団法人栃尾青年会議所 

４５周年記念式典＆祝賀会 

 

一般社団法人新潟青年会議所 

６０周年記念式典＆祝賀会 

 

 

ＥＣＨＩＧＯ-ＴＳＵＭＡＲＩフェスタ ２０１４ の開催 10月 23日（木） キナーレにて 

今年の１０月２３日で１０年前に起きた、中越大震災から１０年目という節目の年になります。

そこで、ＥＣＨＩＧＯ-ＴＳＵＭＡＲＩビジョン特別委員会では「総ての人が笑顔でつながる愛溢

れる越後妻有へ！」を開催テーマに復興に至るこれまでの関係した皆さま、地域の方々よりご協

力をいただき、次世代の子どもたちから様々な発表を通じて、感謝の場と、越後妻有の食や文化

の魅力を提供する『ＥＣＨＩＧＯ-ＴＳＵＭＡＲＩフェスタ ２０１４』を開催させていただきま

す。なお当日は防災への意識醸成を目的としたプログラム等、様々な取り組みの紹介もさせて頂

く予定です。多くの皆様より会場に足を運んでいただけますようご案内申し上げます。 

 

ＥＣＨＩＧＯ-ＴＳＵＭＡＲＩビジョン特別委員会 委員長 大島博 
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新入会員紹介 
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小山大志君、次年度新潟ブロック協議会 会長に決定！ 

詳細は次号でお伝えいたします！ 

編集後記 

 

朝夕はめっきり涼しくなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

米どころ十日町では新米の収穫も行われ、美味しいお米を食べられた方もいらっしゃるかと思います。 

収穫を終えたこれからの時期はイベントの多い時期でもありますし、次年度に向けての動きも活発になって

来るかと思います。 

公私共に忙しい時期になるかと思いますが、良く食べ良く動き、充実した時間を過ごしましょう。 

総務広報委員会 副委員長 髙野智成 

 

平野 宗隆 

 

株式会社 嘉六 

1980年 9月 10日 生まれ 

 

高橋 俊幸 

 

皐工務店 株式会社 

1981年 11月 22日 生まれ 

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 

 

髙橋 祥太 

 

有限会社 ブレイン 

1987年 8月 20日 生まれ 

 

山田 武 

 

山田建工 株式会社 

1980年 2月 8日 生まれ 


