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卒業生から一言 

 

２００３年に入会してから１３年間、みなさんと共に

活動させていただきました。 

振り返ってみると入会した当時は、なかなか会に馴染め

ず委員会や例会をずる休みばかりしていました。先輩た

ちから声をかけてもらい徐々に顔を出すようになり、委

員会や例会後の懇親会で飲む。事業が終わったら飲む。

何もなくても飲む。と、参加をして自分も楽しみながら

活動をすることの大切さを教えていただきました。そし

て活動をしていく中で様々な役職を与えていただきま

した。この経験を無駄にすることなく、今後の自己成長

に役立てていきたいと思います。 

また出向ではブロックの事務局から始まり地区、日本と出向させていただき県内外の多くの仲間と出会わせて

いただく機会を与えていただきました。このような経験ができるのもＪＣの魅力だと思います。ＪＣには「修練・

奉仕・友情」の三信条がありますが私は友情の部分を成長させていただき素晴らしい仲間たちと出会えたことに

感謝しております。 

イラン人を残して私は卒業しますが、みなさん、これからも元気に活発に悔いのないよう活動してください。

長い間、本当にお世話になりました。 

岡村 義宏 

 

 

ＪＣ活動での宝は何と言ってもたくさんの人との

出会いであると感じております。ＪＣ活動でなければ

絶対にお会いできない方・・・そういえば先ほども某

先輩よりお電話があり「 要君○○知らないかなぁ

～ 」・・・。なんて事がＪＣ活動で知り合っていな

ければ絶対になかったことであると確信しておりま

す。しかしながら、ただ一緒に活動しているだけでは

絶対にそういった関係にはなりません。そういう付き

合いをしてきたからの関係であると確信しておりま

す。是非とも現役メンバーには、卒業後もそんなお付

き合いのできる人を一人でも多く作って頂けること

を期待しております。そして、もちろんのことですが他にも勉強させて頂いた事は本当にたくさんあります。そ

して、家庭と仕事とＪＣとの両立。よく言われることですが簡単ではないと思います。でも、「やればできる、や

らねばできぬ」です。初めから１００点を取れる人はいません。あらゆるところで揉まれながら大きくなるので

はないかと思っております。ＪＣの卒業式の日に１００点を取れるようにＪＣ活動で勉強してみてはいかがでし

ょうか。そして、そんな活動ができるフィールドがＪＣだと思います。十日町青年会議所の益々の発展を祈念致

しております。 

樋熊 要 
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長いようで今振り返れば短かった１１年間でした。入会

する前は仕事上よく御自宅まで送迎するメンバーの姿

も見ており、ＪＣは飲んだくれの集団かと思っていまし

た。しかし入会し初めての雪まつりを迎えて、浅はかな

自分の考えが一変し十日町ＪＣのパワーの凄さと心の

暖かさを肌で感じました。 

 それから委員長、新潟ブロック、日本出向とさせてい

ただき、物事の進め方や人材の育成と様々な事を学びま

した。笑ったり泣いたり時には吐いて病院に搬送された

り・・・たくさんの経験をさせていただきました。普段

の生活では行かないであろう様々な土地（特にモンゴル

での植樹は印象深かった）、個性豊かなメンバーの皆さんや諸先輩方、ＪＣ活動をとおして多くの人に出会うこ

とが出来、これが今後の自分の糧になると思うと感謝の気持ちしかありません。 

 ここ最近は雪まつり以外の活動に参加出来ておらず、新入会員の方とあまり接する事が出来ませんでしたが、

自分の入会当時よりも率先して行動している姿がたくましく見えます。今思えばＪＣとしてもっとやりたかった

事もあり後悔を残し卒業する事になりますが、若いメンバーの皆さんには悔いの残らないＪＣ活動を今後ともし

ていただければと期待しております。 

 

俵山 修司 

 

 

２００８年に十日町青年会議所に入会させていただ

き本年度、卒業を迎えさせていただきました。入会来よ

り多くの素晴らしい先輩諸氏、仲間から多くの刺激と学

びをいただき実りある３０代を過ごさせていただきま

した。入会時を振り返ると自分自身、若く至らない点が

多々あった中、共に過ごす周りの方々から様々な機会を

通じて指導、助言をいただき感謝申し上げます。委員長

として事業を構築する過程で何をどのように進めてい

けばよいのか、どのようにしたら事業の対象者により良

いものを提供できるか悩んだ時もありました。周りの仲

間に助けられ事業を構築し、事業を行った時は仲間への

感謝と自身の成長へと繋がり忘れられない経験の一つでもあります。また様々な繋がりから出向やＬＯＭ以外の

事業にて先輩や現役メンバーと多くの機会を共に過ごした時間も青年会議所での活動を通じて築いた関係だか

らこそ味わえた時間であり忘れることのできない思い出であります。自分が住み暮らす地域の未来を考え、青年

会議所として、またその会員の一人として何ができるか、熱く議論を交わし運動を展開する青年会議所は青年経

済人の確かな学び舎であった事が卒業を迎え改めて感じております。来年度は直前理事長としてボーナスイヤー

を頂きましたので先輩諸氏、仲間の想いや青年会議所の学びを一人でも多くの後輩に繋いでまいります。 

 

大島 博 
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２００８年９月に十日町青年会議所へ入会させてい

ただき、約７年の歳月が過ぎました。 

高校を卒業して十日町を離れ、１３年ぶりに帰り地域

社会の事など全く知らない状況で、社会勉強と思い入

会しました。色々な先輩に引っ張られ背中を視て、役

職を受ける事で思案を巡らし、柄にもなく地域を考え

る立場も経験させていただきました。議案を通じて先

輩諸兄や後輩達と討論出来た事は非常に勉強になり、

考え方にも大きく影響を受けました。これから地域を

担うであろう皆様と能動的な活動が出来た事、改めて

感謝します。 

 ７年間を振り返ると、副～という役職を多く務めさせていただきました。この役職は、委員会運営等が円滑

に行えるよう「長」を補佐するあまり目立たない役職ですが、一番近くで「長」の考えや手法を視る事がで

き、自分の考えを提案できる非常によい役職で、自分に合っていたと思います。そして、そういった経験をす

る事でこの地域で何の繋がりもなかった私が、多くの方々とお酒を酌み交わし、相談できる仲間を得た事が何

よりの宝物です。 

最後に、現役メンバーが卒業を迎え変わらぬ付き合いが出来る事を楽しみにしています。それでは、お先に卒

業させていただきます。 

柳 典孝 

 

 

東京から帰ってきた私は「青年」「会議所」この田舎

くさいワードに拒否反応を示し、２５歳で勧誘されるも

逃げ、３０歳でまた勧誘されるも逃げました。そして３

５歳で入会。「ギター弾くの？ＪＣにはバンドもある。

予算でアンプも買える」「バイク乗る？ＪＣでツーリン

グ行こう！」振り返るとバンドにアンプにツーリン

グ・・・無縁でした。新年総会では訳のわからない歌、

プロレスのようなゴング。怪しい宗教か・・・でもそこ

には自分が思い描く大人の姿がありました。仕事柄なか

なか参加できませんでしたが、顔を出せば喜んでくれる

メンバー達。参加すれば仲間が増えると実感しました。 

 入会年に東日本大震災の募金活動をしました。募金が集まるか半信半疑でしたが、子供からお年寄りまで協力

してくれる方々を見て意識が変わりました。鬱病とパニック障害で１年間仕事が出来なかった時や、父を亡くし

た時もメンバーが助けてくれました。ＪＣ活動以外でも困っていれば手を差し出してくれる。ＪＣで得たモノは

「仲間」です。それを「恩義」とらえ、これからも求められれば全力で応えていきます。４０歳の今、入会時に

感じた自分が思い描く大人の姿になれているのか分かりませんが、少しはスキルアップ出来たのでは・・・と感

じます。入会前「こんな田舎に魅力的な奴なんていない」と思っていましたが、大きな間違いでした。ＪＣで知

り合ったメンバーは皆、尊敬できて面白くて魅力的な人間ばかりでした。十日町青年会議所万歳！ありがとうご

ざいました。 

山田 陽輔 
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青年会議所に在籍し、多くの仲間ができたこと、ま

た、様々な経験を積むことができ、私の人生においてか

けがえのない５年間となりました。特に、拡大ａｃａｄ

ｅｍｙ委員会の委員長としてメンバーの皆と突っ走っ

た２０１４年においては、生涯忘れることはないでし

ょう。 

   私は、他の人より突出して優れたものは何一つな

い、所謂凡人の類ですが、十日町青年会議所のメンバ

ーには、私にはない素晴らしい資質を持ったメンバー

ばかりで、それらを諸活動の中でまざまざと見せつけ

られることが多い中、いつもメンバー個々の良いところを見ては、自分のものにするために努力していたよう

に思います。ですから、この５年間で私という人間が、劇的に変わったように感じますが、今後、青年会議所

で得た多くの経験を、この地域の真の幸せのために役立てていきます。 

   これまで多くの皆さんに支えられ、活かされながら、青年会議所活動を全うすることができましたことに深

く感謝し、十日町青年会議所の今後ますますの発展を祈念申し上げます。ありがとうございました。 

 

松田 和彦 

 

 

 

 

 

２０１１年５月に入会し、本年度卒業という年になり

ました。サービス業という事もあり中々ＪＣ活動と仕事

の両立が難しく参加率としては低いと思いましたが、入

会のきっかけとなった先輩方の楽しさや、やりがいのあ

る話を聞いていて私の心が揺れ動きました。 

時間を作り参加していれば仲間もできるし、色々な話

もできる。５年という月日を、青年会議所という会員に

なれたことは、これからの人生の財産になると思います。 

最後の年に世界会議ｉｎ金沢に参加して私は、ＪＣの凄

さや、仲間意識、を目の当たりに感じてしまいました。

英語は苦手ですけどフレンドリーに話し掛けてくる外

国の方にタジタジになったことはいい思い出でした。 

人生の折り返し地点に立った今、私が青年会議所の会員であったことを誇りに、これから十日町市に少しでも

貢献できればと思います。青年会議所の皆様ありがとうございました。 

 

石澤 芳信 

              

 

 



公益社団法人 十日町青年会議所 

 

山つつじ Vol.4  6 / 12 

 

２０１３年９月に入会させていただき２年３ヶ月。あ

っという間でしたが、先輩をはじめメンバーの皆様には

大変お世話になりました。入会当初は、何もわからない

中で活動に参加しただけでしたが、２年目は社会開発委

員会の事業で３１ヶ所の公民館などを回り、市民の声を

直接聞くことが出来ました。今までは、地域医療の事、

地域観光の事をそんなに深く考えた事がなく大変考え

させられました。なかなか仕事、家庭など忙しい中での

活動ではありますが、参加する事によってたくさんの気

づきが得られました。 

 そして、３年目の今年度は総務交流委員会副委員長、

新潟ブロック出向、野球チーム監督とＪＣ最後の年にたくさんのチャンスをいただきました。その中で人との繋

がりを一番感じられた一年となりました。事業に参加する事により得られる人との繋がりは自分にとって財産に

なりました。短い期間でしたが、ＪＣに入会して本当に良かったと思っております。そして、私と一緒に活動し

て下さった先輩をはじめメンバーの皆様、たくさんの経験をさせていただきありがとうございました。 

 

春日 則弘 

 

 

 

 

私は、２０１４年度の２月より皆様と共にＪＣ活動をさせて頂きま

した。同期入会は私を含め１１名となります。１年１１か月という時

間は、あっという間でした。この時期を一緒に活動出来た事をとても

うれしく思います。そしてそういった多くの機会や場面を与えて頂い

た先輩方に感謝申し上げます。何も分からず参加する自分に色々な指

導をして頂きました。本年度は、会員交流大会サッカー大会の監督、

同じくバスケットボール大会キャプテン、ＪＡＹＣＥＥ核心委員会へ

の出向と様々な経験をさせて頂きました。参加をしないと出来ない経

験や得られない知識、参加する事で自分の仲間が増えていくのがとて

も有難く感じました。 

この経験は自分の血肉となり今後の力になる事は間違いありませ

んし仲間はかけがえのない宝になるのだと思います。 

正直もう一年あれば、もう二年あればもっと色々な経験が出来たので

はないかと思う事もありました。だからこそＪＣでの経験を活かし少

しでもこの町の発展に力添え出来ればと今は思っています。 

最後になりますが、本当に楽しく活動させて頂きました。これはメンバーの皆さんのおかげです。本当に有難う

ございました。 

 

廣田 康仁 
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９月例会 ９月２日（水） エコマールにて 

 

 

９月担当例会は雪まつり特別委員会が「密着！コミュ

ニティひろば２４時」を行いました。内容は歴の浅いメ

ンバーが増えてきた中で、市との関わりや予算面、多く

の人が関わっていることを確認し、実際にどのようにし

てコミュニティひろばを主管しているか知ってもらう

機会になりました。また今後の課題を認識してもらい十

日町青年会議所として、どのように行っていくかメンバ

ーひとりひとりに考えていただき意識の醸成を図りま

した。 

 

雪まつり特別委員会 副委員長 大島 俊行 

 

 

 

１０月例会 １０月２日（金） サンクロス十日町にて 

 

 １０月２日（金）に開催した事務局主催の担当例会で

は、ＪＣの意義や目的を再確認すると共に、ＪＣ活動が

与えてくれる機会の尊さを訴え、メンバーの意識を高揚

させる事を狙いとしました。そこで、「深めようＪＣへ

の理解、活かそうＪＣの機会」と題し、新潟ブロック協

議会の委員会に出向しているメンバーによる活動報告

と、小山直前理事長をトレーナーとするＶＭＶセミナー

を行いました。 

 協力者（発表者）のお蔭で実りある場となり、私自身

大勢のメンバーに支えられ事業を行う事が出来たと実

感致しました。 

    事務局長  福嶋 照彦 
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１１月例会 １１月２日（月） エコマールにて 

 

 

 １１月２日（月）エコマールにて１１月例会が開催

されました。 

 その中で、滝沢副委員長より１１月３（火）～８日

（日）に行われるＪＣＩ世界会議金沢大会のアピール

がなされました。 

 そして、小山ブロック会長より１０月２４日（土）

に開催された第２回ブロックコンファレンスの参加御

礼がなされました。 

 

 

 

 

 

第４５回ブロック大会白根大会 ９月１２日（土） 白根学習館にて 

 

９月１２日（土）、白根の地にて第４５回ブロック大

会が開催されました。 

私はブロックの財政局として前日より参加させて頂

き、準備やリハーサルといった生の現場の空気に触れる

事ができました。大会当日、各ＬＯＭの名産品の出店や、

場所を変えての大交流会では体育館に御座を敷いた会

場設営、ポールダンスのショーなどといった斬新な設え

を体験することができ、ここで体験し得たことを今後に

活かしていきたいと強く思う機会となりました。 

 

社会開発委員会  杉谷 仁大 
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越後妻有防災フェスタ２０１５ １０月２３日（金） キナーレにて 

 

 

新潟県中越地震から１１年経った今年、１０月２３

日に越後妻有防災ネットワーク協議会主催で、越後妻

有防災フェスタがキナーレにて開催されました。この

協議会は社会福祉法人十日町社会福祉協議会とＮＰＯ

セーフネットぼうさい、そして私たち十日町青年会議

所との３団体により組織された協議会です。起震車や

降雨車も登場するなど、それぞれの強みを活かした

様々なブースをご用意して市民の皆さんに体験しても

らうことが出来ました。私は土嚢体験ブースの担当で

したが、当日は市内小学生や保育園児も多く参加して

くれました。市民の皆さんに改めて防災の事を考えて

もらうきっかけになったと思います。 

社会開発委員会 副委員長 佐藤 幸治 

 

 

第２回ブロックコンファレンス １０月２４日（土） クロス１０にて 

 

１０月２４日に第２回ブロックコンファレンスが十

日町市にて行われました。県内の理事長が集う会員会

議所会議を皮切りに、２０１５年度、そして２０１６

年度の出向者へ向けた分科会も開催。全体会では、十

日町 JCより輩出の小山大志会長、開催地として大島

博理事長から県内のメンバーと来賓へ挨拶をさせて頂

きました。その後の意見交換会では十日町メンバーの

おもてなしや越後妻有のアピールをさせて頂き大変有

意義な一日となりました。 

 

新潟ブロック協議会 副事務局長 長井 貴志 
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２０１５年度ＪＣＩ世界会議金沢大会 １１月３日（火）～１１月８日（日） 金沢市にて 

 

今年２０１５年は、ＪＣＩの運動が始まってから１

００周年の記念の年を迎えています。１００周年とい

う記念すべき年に世界会議金沢大会が、１１月３日

（火）～８日（日）に行われました。十日町青年会議

所と致しましても身近に開催される「国際の機会」に

触れようということで多くのメンバーが参加して参

りました。 

私は３日に行われたウェルカムナイトへのブース

出店担当ということで、十日町の蕎麦、油揚げを使用

した「そばいなり」の提供に携わりました。“蕎麦”事

態は世界的にも認知度は低くないと思っておりまし

たが海外の方に受け入れてもらえるか不安もありました。しかし当日は４００食用意した「そばいなり」が、わ

ずか３０分程で提供終了となり、予想を遙かに超えたかたちで海外メンバーにも大好評で終えることか出来まし

た。 

今回の世界会議登録者数は国内外合わせて約８，０００名、ウェルカムナイト来場者は２，７００名、内１，

４００名が海外メンバーの来場であったと伺いました。海外メンバーとのコミュニケーション、記念に身につけ

ているものを交換し合うなど「国際の機会」に参加出来たおかげで、ここでしか出来ない体験をさせて頂きまし

た。 

 

ＪＷＣ金沢大会支援特別委員会 委員長 滝沢 忍 
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ＮＢＣ会員交流バスケットボール大会 １１月１５（日） 関川村民体育館にて 

 

 本年度も開催されましたバスケットボール大会で監

督を務めさせていただきました。練習３日間と時間を作

り集まって貰いましたが、皆が忙しくハーフコートの練

習ばかりでしたが、大会当日選手１３名、廣田キャプテ

ンの指示で良い汗をかくことができました。結果として

は、２試合負けましたが、かなり惜しい負け方でしたの

で次年度のメンバーは期待できると確信いたしました。

監督としての大役ありがとうございました。  

                                    

バスケットボール監督 石澤 芳信 

 

 

 

 

 

周年事業ほか 

 

   

第６４回全国大会東北八戸大会 長岡青年会議所６０周年記念 見附青年会議所４５周年記念 
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編集後記 

卒業される１０名の皆さん卒業おめでとうございます。そして、このメンバーで一緒に卒業できて本当に良

かったと思います。ありがとうございました。今年度はＪＣに在籍した中で、一番想い深い一年となりました。 

山つつじの編集では、委員会のメンバーは元より、多くのメンバーからご協力して頂き、感謝の気持ちで一杯

です。 

最後に、ＪＣで経験したことを今後の活動に活かしていきたいと思います。一年間ありがとうございました。 

 

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 

 

 

尾身 信幸 

 

尾身会計事務所 
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