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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！ 
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 公益社団法人十日町青年会議所の第５８代理事長として、まずは皆様から２０１４年度の運動に、ご理解とご

協力を頂けたことを感謝申し上げます。そして、２０１５年度に際しましても、大島理事長のリーダーシップに

より新たな一歩を踏み出すこととなります。今後とも倍旧のお引き立ていただければ幸いです。 

 さて 私儀 新潟ブロック協議会２０１５年度、第４９代会長として就任することになりました。２０１４年

２月頃よりお話をいただいておりましたが、県内２１会員会議所の理事長皆様の期待と十日町青年会議所の現役

会員から支えていただきまして出向いたします。 

 十日町青年会議所としては、２００５年の吉沢政敏先輩を輩出後は、１０年ぶりのことになります。当時は私

も事務局として出向させていただき、様々な経験を積ませていただきました。その事が今の自分を形成している

ことは言うまでもありません。今回のこの機会においては、新潟ブロック協議会の会長としては、「未来への希

望溢れ心が通う新潟の創造」をテーマに、次世代が故郷を誇りに感じ理想の国家像をもつために、地域の伝統文

化や国史を分かり易い形に集約し、故郷と日本を誇りに感じる取り組みをはじめ、地域の問題を解決へと導く人

材となるために、組織や地域を牽引するリーダーを育成。また、地域の自立自活を促すために、地域資源を発掘

しブランド化して国内外に発信し、その資源を戦略的に経済活性化につなげる地域経営推進事業。さらに、災害

から市民の生命と財産を守るために、災害の教訓から組織の危機管理体制を確立し、地元団体と信頼できるネッ

トワークを強化して地域防災力を強化し、故郷の未来を担う能動的な市民を生み出すために、地域の魅力や抱え

る問題とその解決策を発信し、故郷の未来に可能性を感じることのできるブロック大会を実施します。そして２

０１５年度は、ＪＣＩが発祥して１００年という記念すべき年であり、ＪＣＩ ＷＯＲＬＤ ＣＯＮＧＲＥＳＳ

（世界会議）が金沢の地で開催されます。このような機会を通じて、新潟のより良い発展と、十日町青年会議所

メンバーには、十日町市・津南町地域において生き抜くための自己成長と人脈つくりを展望としてさせていただ

きます。 

 最後になりますが、十日町青年会議所を新潟のリーディングＬＯＭとして更なる発展と誠心誠意務めさせてい

ただくことを皆様へ心よりお誓い申し上げてご挨拶とさせていただきます。 

 

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 第４９代会長 小山大志 

 

第４４回ブロック大会 ｉｎ いわふね 9月 13日（土） 

９月１３日に行われた第４４回新潟ブロック大会のメ

インフォーラムの担当委員会の一員として参加しまし

た。サイエンスパフォーマンスショー、東京工業大学

特命教授・柏木孝夫氏の講演会、県内の再生可能エネ

ルギーに関連した事業の実例を紹介し、子どもからメ

ンバーまで多くの方に化学の楽しさや将来のエネルギ

ー活用について学んで頂きました。また、その後行わ

れた大交流会では楽しみながらも設営等の部分で非常

に勉強になり、大変貴重な１日を過ごすことが出来ま

した。 

 

新潟ブロック協議会 ＡＣＴＩＯＮ新潟意識変革委員会 野上 知幸 
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卒業生から一言 

１９９９年に十日町青年会議所入会。そして１６年間様々な活動をした中

で自分が今年卒業するのかと思うとあまりピンときません。（時々出会う

先輩にまだＪＣに居るのかと言われ）ただ思うことは入会してから卒業す

るまでに一生付き合いが出来る先輩、後輩に出会えた事です。これは大き

な財産になりました。また、様々な役職も経験させていただき、日常生活

の中では想像できない体験もしました。特に２００５年度新潟ブロック協

議会にブロック事務局として出向。県内外を駆け回っていたこと。２００

７年度北陸信越地区協議会への出向。そしてモンゴルへ。海外での事業では国内と違って様々な困難がありまし

た。（明日植樹する苗樹が届いていなかったり）とにかく予測不能の事態が数多くありました。でも今振り返っ

てみるとＪＣの仲間に支えてもらって出来た事業は数多くあります。本当にＪＣの仲間と同じ時間を過ごせた事

は自分にとって大事な物になりましたし、人と人の出会いと繋がりをいただいた十日町青年会議所に感謝してお

ります。これからもどこかで皆さんのご活躍を見守り応援しています。そして最後にＪＣを楽しんで下さい。 

 

上村友博 

 

２００２年に入会して１３年間十日町青年会議所に籍を置かせていただ

きました。入会当初は先輩から言われた事に従い、訳も分からず活動して

いたと思います。ただ、自分の中では何事にも参加しなければいけないと

思っていたため、対内事業はすべて参加した記憶があります。そんな姿を

先輩はしっかりと見ていてくれ、声をかけて頂くようになり、ＪＣの魅力

に魅かれていくきっかけとなりました。そして、初めて委員長を経験した

事でＪＣでの経験はすべて自分の糧となることを学ばせて頂きました。そ

の後、多くのご縁を頂き特別委員長２回、出向４回と学びの場を経験させて頂いたことで、自分の住まうまちの

事をより一層思うようになり、理事長という大役までさせて頂いたことは今後の自己成長に欠かせないものとな

りました。 

このような素晴らしい経験は自ら臨んで出来るものではなく、十日町ＪＣメンバーの皆さんから頂いた大事な宝

物としてこれからの自分に役立てると共に、地域にしっかりと還元してまいります。 

最後に自分の成長に大きな機会を頂いた十日町青年会議所に・・・『ありがとう』と言いたいと思います。 

 

涌井紀秀 
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卒業生から一言 

 ２００７年３月に入会して７年１０ヶ月、大変お世話になりました。２

００６年に十日町に帰ってきて、１３年間十日町から離れていましたので、

右も左もわからない私に入会を勧めていただきました皆様、大変ありがと

うございました。入会してからは多くの機会を与えていただき、多くの仲

間ができ、多くの経験をする事ができました。また、新潟ブロック協議会

に５回出向させていただき、県内のＪＣメンバーとも仲良くなれることが

できました。 

本当に多くの「宝」、「絆」を手に入れる事ができたことに感謝しておりま

す。 

 嫁曰く、ＪＣがある日は子どものようにワクワク、ソワソワしていたそうです。確かに毎回「楽しそうだね」

って言われていました。そうです！ＪＣがある日は楽しみで仕方がなかったんです！だって大好きな仲間に会え

るし、大好きな生ビールが飲めますから。キツイ時もありましたし、やめたい時もありましたが、仲間に会い、

生ビールを飲むことでリセットする事ができたように思います。この楽しい時から卒業する事は非常に寂しいで

す。ですが、終わりがあるから始められる。これからもっと楽しい人生をスタートする事ができます。ＪＣはそ

のスタートラインに立つための修練の場だったんじゃないかと思います。私はまだまだ格好良くスタートできま

せんが・・・ 

まだ卒業まで時間があるメンバーの皆さんは、何事も臆する事なく新たなスタートラインに立つために頑張って

ください！ 

７年１０ヶ月、本当にありがとうございました！ 

 

佐野剛士 

 

 この度、卒業を迎えメンバーの皆様には感謝の気持ちで一杯です。八年

間の思い出は、やはり雪まつりです。メンバーが一丸となって取り組む姿

勢は大変真剣で熱い思いを感じました。私もその中に交じり、短い期間で

の準備、当日の運営等は貴重な経験になりました。そして、青年会議所の

メンバーとして参加することで自分自身も雪まつりを楽しむことができ

ました。 

 今年の雪まつり期間は関東も観測史上一位となる記録的な大雪に見舞

われ、新幹線、高速道路等の交通機関が不通となるなど、例年と比べ、賑わいに欠ける雪まつりになるのでは？

と心配したことを憶えています。しかし、運営するコミュニティー広場は地元の方を中心に沢山の来場者に楽し

んでもらえ、本当に良かったと思いました。 

これは長年の運営からの地元での信頼、県内外での宣伝活動など、メンバーが築きあげた伝統の力だと思います。

この素晴らしい活動をこれからも常に進化させながら、十日町の発展に少しでも貢献できる活動と位置づけ、頑

張って欲しいです。 

 私も常に進化と貢献を意識し、十日町青年会議所での経験を活かし、より一層自分を磨いていきたいと思いま

す。 

 

高橋章夫  
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卒業生から一言 

平成２０年に入会し、今まで６年間本当にお世話になりました。 

最初は中々出席ができず、あっという間なＪＣ活動だったと思います。 

しかし、様々な勉強や経験をさせていただきました。また、すばらしい良

きメンバーに巡り合えたのがとても幸せでした。卒業まで、自分なりによ

く参加したと思います。 

最後に、メンバーの皆さん本当にありがとうございました。 

 

池田晴聡 

 

 勤務先の社長から「十日町青年会議所という団体がある。その会に入っ

てもらうからな」と言われ、初めは青年会議所がどんな団体か知りません

でしたが、資料をもらい、十日町雪まつりのコミュニティひろばの運営を

行っている事、地域に根差した活動などを行っている団体だと初めて知し

りました。 

２０１１年５月入会し、当時の馬場理事長からバッジを受け取り十日町

青年会議所のメンバーとなり、その年は何も知らない中での活動。青年会

議所とは何というところから始まり、２年目は新潟ブロック協議会への出向。３年目には総務広報委員長という

大役。卒業の今年度は十日町青年会議所の一大イベントの雪まつりひろばチーフを仰せつかり、これまた大役を

果たせました。４年弱と今年度一緒に卒業する中では一番歴が短いですが、非常に濃い活動が出来ました。 

十日町青年会議所に入会する事により物事の考え方、段取りの仕方などを多く学べたと思っております。今思

えばもっと早く十日町青年会議所という団体を知り、若くして入会したかったと後悔するばかりです。 

最後に、私がここまで成長出来たのも諸先輩方をはじめ、一緒に活動を行ってきたメンバーのおかげでありま

す。本当にありがとうございました。 

 

藤ノ木和人 
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10月例会 10月 2日（水） エコマールにて 

ＥＣＨＩＧＯ－ＴＳＵＭＡＲＩビジョン特別委員会１

０月担当例会では、来る１０月２３日、ＥＣＨＯＧＯ

－ＴＳＵＭＡＲＩフェスタ２０１４開催概要と、１年

間活動してきた各委員会活動をフェスタでどの様に発

表するか、全メンバーへ周知し意識統一する場として

設営しました。今年度全委員会集大成や日本ＪＣ事業

との連携を時間のない中ご理解いただく為、各委員長

の準備とわかりやすい説明でスムーズに運営できたこ

とを報告します。 

 

ＥＣＨＩＧＯ-ＴＳＵＭＡＲＩビジョン特別委員会 副委員長 柳 典孝 

11月例会 11月 4日（火） エコマールにて 

担当例会では総務広報委員会で企画しました「出向者

報告会」（以下、報告会）を開催しました。報告会は２

００８年来の開催です。 

現在の公益社団法人十日町青年会議所メンバーは半数

が５年以下の入会歴が占め、新入会員を始め出向がど

のようなものなのか不鮮明なところがありました。そ

のため、日ごろ十日町外で青年会議所活動を行ってい

る出向者から、「出向とは？出向の魅力とは？」を題材

に活動報告をしてもらいました。 

長時間に渡る報告会となりましたが、各出向者から

様々なアプローチがあり有意義な報告会となりました。 

総務広報委員会 委員長 田村祐昌 

ＮＢＣ会員交流バスケットボール大会 11月 8日（土） 新潟にて 

 今年度最後のスポーツイベントとなります「ＮＢＣ

会員交流バスケットボール大会」が亀田総合体育館（ア

スパーク亀田）にて開催されました。 

 １回戦は昨年度優勝チームの新潟ＪＣ、２回戦は新

発田ＪＣとの対戦でした。結果は２試合とも敗れてし

まいましたが、練習から試合、そして懇親会までを通

して、新入会員から卒業生まで多くのメンバーより参

加していただきありがとうございました。 

 また、応援していただいた皆様、ありがとうござい

ました。 

バスケットボールキャプテン 高野智成 
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ＥＣＨＩＧＯ-ＴＳＵＭＡＲＩフェスタ２０１４ 10月 23日 キナーレにて 

新潟県中越地震から１０年の節目を迎えた１０月２３

日。地域の歴史、先人の経験や知恵を学び、今ある「人・

モノ」の全ての繋がりを活かし、次世代の為に、幸福

度の高い日本一のエリアブランド「越後妻有」の確立

を目指した、「ＥＣＨＩＧＯ-ＴＳＵＭＡＲＩフェスタ

２０１４」を開催させていただきました。 冒頭、十

日町市・津南町において３１ヶ所の地域の方々よりい

ただいたご意見、想いをまとめ、最良のまちづくりの

あり方を提言させていただきました。そして、この地

域を長く守れるよう十日町市社会福祉協議会、特定非

営利活動法人セーフティネットぼうさい、公益社団法人十日町青年会議所のそれぞれの特色を活かした防災ネッ

トワークの締結にはじまり、新潟県中越地震の発生時刻 午後５時５６分に合わせ、十日町高等学校、十日町中

学校の生徒６８名より笑顔に繋げる特別合唱や演奏。地域の魅力満載の復興無料屋台による食や文化の発信。地

域で活動するダンススクール５０名によるダンスパフォーマンス等を行わせていただきました。当日は多くの来

場者で賑わい、関係された方々、それぞれが想う震災からの１０年、今後のまちに対する想いを馳せていただけ

たかと思います。皆様のおかげで、震災から１０年の節目の年に、全ての人が笑顔で繋がる愛溢れる越後妻有を

力強く発信できました事に感謝申し上げます。 

ＥＣＨＩＧＯ-ＴＳＵＭＡＲＩビジョン特別委員会 委員長 大島博 

 

私たち社会開発委員会はフェスタに向け、二つの運動を展開してまいりました。一つは十日町市・津南町の３１

か所の集会所を回って実施した「まちづくり座談会」で得た皆様の意見を参考にした今後のこの地域の在り方の

提言。二つ目は防災として、中越地震から１０年の節目として小学校１２校を回り「中越地震から学ぶこと」と

しまして家族愛、地域愛の授業をし、フェスタ当日は防災意識の高い地域を目指し、「一日前プロジェクト」に

よって各種災害への意識喚起をいたしました。 

社会開発委員会 委員長 栢森俊樹 

 

「この地の総ての人が幸せになるには個人がどうあるべきか」をテーマとしたセミナーを行いました。このまち

の若手行政職員２０名からご出席いただき、活発な意見が飛び交う濃密な３時間半のセミナーとなりました。こ

のセミナーにご協力頂きました十日町市長様並びに津南町町長様や受講者の皆様に心より御礼申し上げます。 

拡大ａｃａｄｅｍｙ委員会 委員長 松田和彦 

 

私ども歴史探究委員会は、「天神ばやし」のブースを担当させて頂きました。 

天神ばやしを紹介する絵本『ふるさとのうた‐天神ばやし‐』の製作においては、まず委員会メンバーが天神ば

やしについての文献を調べることから始まりました。それをベースとして絵本の構成、そして絵本製作業者との

やり取りから完成に至るまで、分担し遂行して参りました。 

またフェスタ当日においては、多くのご来場者様へ配布させて頂き、小さなお子様からご年配の方に至るまで、

幅広く周知出来たことは大変有意義であると感じる１日となりました。ご協力頂きました皆様有難うございまし

た。 

歴史探究委員会 委員長 若井悠里  
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周年事業ほか 

 

一般社団法人 にいがた北青年会議所 

３０周年記念式典＆祝賀会 

 

全国大会 

松山 

 

第２回ブロックコンファレンス 

糸魚川 
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編集後記 

 ご卒業されます６名の先輩の皆様、ご卒業おめでとうございます。今後は今まで以上にご家庭やお仕事な

どに力を入れてご活動されるかと思います。更なるご活躍をお祈りしております。 

 山つつじの編集を通して委員会メンバーは元よりメンバーの皆様よりご支援、ご協力をいただきまして大

変ありがとうございました。今後のＪＣ活動でご恩返しが出来たらと思います。一年間、大変ありがとうご

ざいました。 

総務広報委員会 副委員長 髙野智成 
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