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～今この時を逃すな～ 

 

 

 

次年度理事長予定者決定！（8月臨時総会 8月 8日（土） ニュー・グリーンピア津南にて） 

 

  

ＬＯＭ歴 

2007年 入会 

ＪＡＹＣＥＥアカデミー拡大・研修委員会 委員 

2008年 会員大会実行委員会 委員 

2009年 総務委員会 委員長 

2010年 100km徒歩の旅特別委員会 委員 

2011年 雪まつり特別委員会 副委員長 

地域創造委員会 委員 

2012年 地域の源発信委員会 委員長 

2013年 

2014年 

2015年 

会員開発委員会 委員 

副理事長 

社会開発委員会 委員 

出向歴 

2008年 新潟ブロック協議会 新潟交流委員会 幹事 

2015年 新潟ブロック協議会 事務局長 

Vol.３ 
2015年 9月 2日発行 

第６０代 理事長予定者 

馬場 大和 



公益社団法人 十日町青年会議所 

 

山つつじ Vol.3  2 / 8 

 この度、第６０代理事長予定者として承認いただきました馬場大和と申します。 

２００７年に十日町青年会議所へ入会させていただきましたが、その前にこの会との印象的な出会いがありまし

た。２００４年の十日町雪まつりでコミュニティひろばにて行われました雪上結婚式に機会に恵まれまして参加

させていただいた事です。当時は十日町に帰って来たばかりで、様々な事がわからないままでしたが、地元の同

年代の人がまつりを盛り上げるために頑張っているのだなと思いながら、真っ白な雪上茶室で婚約の儀をあげさ

せていただきました。 

その後、中越地震等があり家業に専念していましたが、縁あって声を掛けていただき入会することとなりまし

た。 

 入会後は、様々な委員会を経験させてもらいました。また個人的にも様々な事が起きました。楽しいことや苦

しいことは、その時点での感情であって振返ってみると仕事や地域の事だけでは経験できない貴重な体験だと思

い返すことができます。 

今回、理事長職を受けるにあたり、かなりの時間をかけてしまいました。しかしながら踏み切ることが出来た

理由が２つあります。それは入会以後に多くの先輩との出会いや様々な活動を通して経験させていただいた事に

対する恩返しの意味を込めて。そして何より、十日町青年会議所の現役メンバーから理事長選挙において、私の

名前に投票していただいた事に応えるためです。本来は、来年が卒業年度なので自分の出番ではないと考えてお

りましたが、６０年脈々と続いてきた歴史と伝統を受け継ぐ一人として、微力ではありますが役割を受ける事に

しました。 

この地域の発展や明るい未来の創造が我々の目標ですが、昨今の経済事情や会員減少という目を背ける事の出

来ない現状もあります。２０１５年度と２０１６年度の２年間で在籍メンバー４７名の内、約４割にあたる２１

名の卒業生を送り出す事となります。時代背景に合わせながらも背伸びをして、今後も十日町青年会議所が地域

に必要とされるように活動を続けていく必要があります。 

そして、２０１７年度には我々が青年会議所活動を行ってきた証としての節目である６０周年が控えています。

県内から集まる会員会議所メンバーのおもてなしをしなければなりません。近年はその目標に向けて会員の資質

向上や会員拡大を行ってまいりました。多くの仲間を増やして、この伝統と歴史を紡いでいく必要があります。 

まずは、２０１５年度の活動をしっかりと行いながら、２０１６年度をスムーズに始める事が出来るように準

備を進めていきたいかと思います。 

今後とも十日町青年会議所の活動にご理解を頂きながら、今まで以上に温かくも厳しいご指導とご鞭撻をいた

だきたいかと思いますのでよろしくお願い致します。 
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５月例会 ５月１日（金） ラポート十日町にて 

本年度５月１日の担当例会におきまして、（社）東京

青年会議所のＯＢであられます林達夫先輩をお招きし、

講演会を開催致しました。「義理人情を持ち、礼を尽く

すことで良い人間関係を築く事が出来る」と熱烈に語ら

れる林先輩。いつの時代においても変わることなく尊い

ものを学ばせて頂きました。講師をお引き受け下さった

林先輩に心より感謝申し上げます。 

そして、当日会場に足を運び、林先輩を囲んで頂いた

先輩方、新入会員候補者の方、本当にありがとうござい

ました。 

 

事務局長 福嶋照彦 

 

 

６月通常総会 ６月２日（火） エコマールにて 

 年度の折り返し地点にあたり、最も厳格な場と言える

６月の通常総会ですが、この場で次年度の理事長候補者

３名が、十日町ＪＣメンバーの投票によって選出されま

した。また、新たにＪＣメンバーとなった池田君、仲村

君が初めてメンバーの前で挨拶されました。 

そして最後にはＪＷＣ金沢大会支援委員会委員長の

岩﨑君より２０１５年度ＪＣＩ世界会議金沢大会につ

いての講演がなされ、非常に内容の濃い通常総会となり

ました。 

 

 

    総務交流委員会 庭野 克弥 
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７月臨時総会 ７月２日（木） エコマールにて 

初めまして、私は有限会社当間工業に勤務している

飯塚信広といいます。今年の６月に高野委員長にご紹

介いただき、７月に十日町青年会議所に入会させてい

ただきました。正直なところ活動内容等はっきりわか

らず、不安なかぎりでした。しかし入会後の委員会や

総会に出席すると、先輩の方々より親切で丁寧な対応

をしていただき、学び、発言していくなかで自分の成

長につながる確信をつかめるようになりました。どう

ぞこれからもよろしくお願いします。 

 

 

社会開発委員会 飯塚 信広 

 

 

８月臨時総会・納涼会 ８月８日（土） ニュー・グリーンピア津南にて 

８月８日（土）にニュー・グリーンピア津南様を会

場とし、臨時総会・納涼会を開催致しました。臨時総

会では次年度理事長予定者が発表され、全会一致での

承認となりました。その後の納涼会は、日頃陰ながら

支えて下さっているご家族の方への感謝の意も込めて

行わせていただきました。当日は天候に恵まれ、非常

に暑い中での開催となりましたが体調を崩される方も

おらず、無事に執り行えた事感謝申し上げます。お忙

しい中、多数のメンバー、ご家族の方よりご参加いた

だきありがとうございました。 

 

総務交流委員会 高橋 祥太 

 

 

 

  

  



公益社団法人 十日町青年会議所 

 

山つつじ Vol.3  5 / 8 

会員交流ゴルフ大会 ｉｎ 柏崎 ４月２６日（日） 

４月２６日、日曜日に春の清々しい陽気の中で新潟ブロッ

ク会員ゴルフ大会ｉｎ柏崎が柏崎カントリークラブで開催さ

れました。天候にも恵まれ、また柏崎ＪＣさんの素晴らしい

設えの下、７０台を出す人や微笑ましいスコアの人もおりま

したが新潟ブロックのメンバーと有意義な時間が共有できま

した。食事の時間ではＪＣに関する情報交換や悩み事を相談

するなど貴重な経験となりましたし、このような交流の場の

重要性を再確認いたしました。 

 

総務交流委員会 栢森 俊樹 

 

 

ＮＢＣ会員交流野球・ソフトボール大会 ｉｎ 上越 5月 17日（日） 

５月１７日（日）に上越の地にてＮＢＣ会員交流野球大

会が行われました。当日は大変熱い中、１回戦は昨年度優

勝チームの糸魚川ＪＣさんとの試合でした。先制されまし

たが、山田キャプテンの逆転打が飛び出し最終回を抑える

と勝利というところまで行きましたが、再逆転されサヨナ

ラ負けという結果でした。 

昨年度のキャプテンに引き続き今年度は監督をさせて頂

き、ラストイヤーで楽しくＪＣ野球を全うさせて頂きまし

た。先輩の方々そしてメンバーの皆さんには大変感謝して

おります。ありがとうございました。 

 

野球チーム監督 春日 則弘 

 

 

 上越開催のソフトボール大会に向け、庭野キャプテンを

中心に外部コーチから指導を受け、１勝を目指して怪我す

ることなく楽しむことを目的に、試合へ臨み好プレー珍プ

レー笑いありの素晴らしい試合ができました。 

そしてなにより１勝という目標も達成することができま

した。多少の負傷者が出ましたが目標も達成でき最高の形

で交流を深めることができたと感じています。 

 最後に卒業年度、監督として参加させていただきまし

て、ありがとうございました。 

 

ソフトボールチーム監督 柳 典孝  
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ＮＢＣ会員交流サッカー大会 ｉｎ 十日町 ６月２８日（日） 

 ＮＢＣ会員交流サッカー大会では、ベスト８という好結果

を残すことが出来ました。選手の皆様の大健闘があったから

こそだと感じています。大会当日、廣田監督不在という事で、

監督兼キャプテンを務めさせて頂きました。試合の際、選手

の皆様の笑顔でプレーする姿が印象的でした。実力的には、

ベスト４、決勝を目指せると思いましたので、来年は、今年

以上の結果を目標にして頑張りたいと思います。 

 

 

サッカーチームキャプテン 平野 宗隆 

 

 

樋渡啓祐氏講演会 ７月９日（木） 十日町情報館にて 

自分の目的を成功させる一番の近道のお話しや、どのよう

な気持ちで人と接していけば良い方向に行くのかなど、改め

て気づかされることや自分に足りないものがたくさん聞けた

講演会でした。 

この事業に力不足ながら運営側として参加させてもらい準備、

連絡、連携の大切さや講師への気配りなど勉強させていただ

きました。最後にご尽力いただいたたくさんの方々、遅い時

間にもかかわらず来てくださった来場者に感謝致します。 

 

社会開発委員会 太田 記央 

 

 

サマーコンファレンス２０１５ ７月１８日（土）～１９日（日） 横浜にて 

 横浜開催も２０回目となった今回のテーマは「イノベーシ

ョンを起こす思考」。革新的な何かを生み出すこと？なんて考

えると難しくなりますが、自分だけが考えていたことをみん

が当たり前のようにやり始めたら、ほんの少しだけど地域、

日本が変わった。結果として起きていることがイノベーショ

ンなのだ！ということを自分なりに学ぶ機会となりました。   

また、今年のドレスコードは服装自由。猛暑の中ではありま

したがサマコンもＬＯＭナイトも楽しく参加ができました。 

 

 

総務交流委員会 副委員長 滝沢 忍 
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わんぱく相撲 

 ４月に開催されました小学校相撲教室は１９校で開催さ

れ、多くの子ども達に相撲の素晴らしさを伝えることが出来

ました。 

 ５月の十日町場所では７３名のちびっ子力士から参加を頂

き、土で作られた本格的な土俵の上で熱戦が繰り広げられま

した。 

 十日町場所での上位入賞者が出場する６月の県大会上越場

所では団体戦にて十日町チームは県内の猛者を倒して見事に

２位で全国大会出場を決めました。 

 ８月２日に両国国技館にて開催されました全国大会では、

それぞれが自分の力を発揮することは出来ましたが、上位入賞することは叶いませんでした。 

 出場した３名の子ども達は必死に練習に取り組み、あこがれの国技館の土俵で相撲を取る経験、また田子ノ

浦部屋での宿泊体験が出来たことは大きな宝、思い出として残るものと思います。 

最後に本年度わんぱく相撲にご協力を頂きました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 副委員長 鈴木 孝作 

 

 

 

 

訪中ミッション 

 

一般社団法人妙高青年会議所 

４０周年記念式典＆祝賀会 

 

 

ＡＳＰＡＣコタキナバル大会 

 

地区フォーラム in小矢部 

 

 



公益社団法人 十日町青年会議所 

 

山つつじ Vol.3  8 / 8 

新入会員紹介 
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編集後記 

残暑も厳しい日々が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

各事業、各種スポーツ大会も次々と終わりましたが、今年度のこれからの事業も盛り上げていきましょう。 

そして次年度理事長予定者も決定いたしました。今後次年度に向けての活動も進んで行くことと思います。 

総務交流委員会 副委員長 春日則弘 

ホームページ 

http://www.tokamachijc.com/ 

 

Facebookページ 

https://www.facebook.com/tokamachijc 

 

仲村 竜太 

 

有限会社 マキエ保険サービス 

1976年 4月 14日 生まれ 

 

池田 夏樹 

 

株式会社 オニキス工業 

1976年 8月 21日 生まれ 

 

飯塚 信広 

 

有限会社 当間工業 

1984年 12月 6日 生まれ 

mailto:tokamachijc@waltz.ocn.ne.jp

