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 2018.4.2  Vol.2                        第 69 回十日町雪まつりコミュニティひろば雪上茶室 

  

～今この時を力強く 未来のために行動しよう～ 
 

人と人が結ぶ 魅力溢れる郷土の創造 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８年度 山つつじ特別企画「未来への conversation(会談)」第二弾 ＩＶＵＳＡ×十日町ＪＣ 
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【チャレンジ company】 

 

「チャレンジ company（以下チャレカン）」の皆さんには、雪まつり当日、甘酒販売、十日町 JCの企画（ローカルアスロ

ン）の宣伝、場内のゴミ拾いを手伝って頂きました。 

このチャレカンですが、西小学校 5 年生の担当である保坂先生と十日町 JC のメンバーが知り合いであったことがきっか

けで、「総合的な学習の時間」に JCメンバーが働くことの意義や職業に対する想いを伝えました。学習をする中で「チャレ

ンジ company」という会社を設立することになりました。昨年度のローカルアスロン、京谷和幸氏講演会にもお手伝いいた

だきました。 

 

「雪を友とし、雪を楽しむ」という発想から生まれた「十日町雪まつり」は今年で６９回目が開催されました。

そして、我々十日町青年会議所が主管するコミュニティひろばも４３回を数えました。このひろばを運営するにあ

たり多くの皆様から多大なるご協力をいただき開催をしています。今回は本番を迎えるまでの打合せや準備、エピ

ソード等を一部ではありますがご紹介をさせていただきます。 

 

【十日町小学校 3年生】 

 

十日町小学校の 3年生が自分の住むまちの魅力を発見する「まち探検」授業を行いました。その探検で発見した魅力を多く

の人に伝えるために、雪まつりの期間中に多くの来場者が訪れるコミュニティひろばで「魅力カード」を配布することにしま

した。 

ひろばには、市外からの来場者も多くお越しいただきましたので、児童たちの「まち探検」で見つけた魅力を広く披露する

ことが出来、来場者に「また来たい」と思っていただけるような一助になったのではないでしょうか。 

【Cross Country Ski Sprint】 

 

今年で 2回目の開催となりましたこのアトラクションですが、始めたきっかけは、市内外、そして世界からくる来場者に十

日町で盛んな冬のスポーツを間近で見てもらいたいと考え企画しました。その想いを地元十日町市･津南町の少年クロスカン

トリースキークラブの代表者に伝えたところ、クラブ間を超えた有志の皆さんが立ち上がってくださいました。 

当日、スキーウェアを着た選手たちが会場内のコースを滑走する姿は迫力があり、普段クロスカントリースキーを見たこと

のない来場者はそのスキー文化に触れることが出来たと思います。運営は十日町市、津南町にある 12 の小学校クラブチーム

の協力により盛大に行われました。 
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【雪上茶室・雪上茶席】 

 

艶やかな着物が雪に映える雪上茶席ですが、その歴史は古く 1957年の第 26回十日町雪まつりで初めてコミュニティひろば

が開設された当時から続いています。JC の OB である智泉寺の田村康宏先輩と小西材木の小西慎一先輩が現役当時「茶道の普

及」と「奉仕の心」の二本柱に重点を置き、雪上茶席を開きました。以来毎年絶え間なく開催されています。また現在におい

ても、田村、徳永、服部の各社中様には無償でご協力いただいています。今年は田村社中様のみにご協力いただきましたが、

これも今後も継続して行えるよう考えた結果です。次回は徳永社中様にお願いしています。 

 

【十日町中学校・十日町南中学校×ＩＶＵＳＡ】 

 

ＩＶＵＳＡ（詳細については後述の会談説明ページを参照）の活動目的の一つに「地域活性化活動」があります。活性化さ

せる方法は、自分たちがボランティアで盛り上げる他に、地域の若者と一緒に活動をして、地域の若者たちが地域を支えてい

くようになるきっかけをつくることも大事にしています。今回は、十日町中学校、南中学校へオファーを出して実現しました。

3者は、事前の段階で会を設け、何をして雪まつりを盛り上げるかを話し合い内容を詰めていきました。 

雪まつり当日には、両中学校の生徒とＩＶＵＳＡが考えたウェルカムボードをすべり台などの雪像の側面に作製や、ＩＶＵＳ

Ａと一緒に運営のお手伝いをしてもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も多くの方々のご協力を賜り、無事にコミュニティひろばを運営することができました。「みんなの思

い出のひとこまに！未来のための雪まつり！」をコミュニティひろばのスローガンに掲げて事業を進めてき

ました。16 日夜のサンシャイン池崎さんの勢いそのままに！といきたいところでしたが、17 日はそれをは

るかに凌駕する勢いの暴風雪となり、その中でのプログラムは、数々の思い出のひとこまに溢れることとな

りました。 

今年は、多くの子どもたちにご協力をいただきました。クロスカントリースプリントの選手をはじめ、西

小学校のチャレンジカンパニー、IVUSA とともに活動してもらった南中・十日町中の皆さん。運営に携わる

ことで、今年は一味違った雪まつりの思い出になったと思います。そんな皆さんが、遠い未来かもしれませ

んが、将来この十日町雪まつりに携わって、もらえればすごく嬉しいです。 

十日町青年会議所が、長い間大切にしてきたこの事業の委員長をさせていただいたことに際し、ご協力い

ただきましたすべての関係者の皆様と会員の皆様に心より感謝いたします。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

みんなの思い出のひとこまに！ 

未来のための雪まつり！ 

 

２０１８年度 雪まつり特別委員会  

委員長 佐藤 幸治 
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未来への conversation(会談) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８年度 山つつじ特別企画「未来への conversation（会談）」 第二弾 
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１． ＩＶＵＳＡとは 

 
 ＩＶＵＳＡとは、特定非営利活動法人国際ボランティア学生協会：英文名 International Volunteer University 

Student Associationの略称で、1992年に国士舘大学で実施した「夢企画」の中で「ラオスに小学校を建設した

い」という夢を実現させ、1993 年にはその小学校の建設に参加した学生が北海道南西沖地震の救援活動を行う。

この頃から「学生である自分達にできること」をコンセプトに学生組織が設立され、2000年頃から法政大学やフ

ェリス女学院大学の会員が参加しインカレ組織と発展していき2002年5月にNPO法人となる。2017年10月現在、

首都圏と関西地域の大学生を中心に、90 大学約 4,000 人の大学生が所属している。活動内容は「国際協力」「環

境保護」「地域活性化」「災害救援」「子どもの教育支援」の 5つの分野で事業を行っている。そして今回第 69回

十日町雪まつりコミュニティひろばにボランティアとして過去 7回参加していただいている事業は上記の「地域

活性化」事業の一つ(正式事業名「第 7回十日町雪まつり地域活性化活動」)。学生というニュートラルな立場を

活かし、地域の様々な立場・セクターの人たちを繋ぐとともに、国内・国外にネットワークを作っていくことで

「共に生きる」社会を作ることを目指す。 

 

 

２．十日町ＪＣとの関係 

 
2011年 7月 新潟･福島豪雨水害が発生した際、災害対応として十日町市社会福祉協議会と十日町青年会議所の

2団体によるボランティアセンターを設置した。その本部に常駐していた当時の副理事長 中林寛暁先輩が災害ボ

ランティアとして IVUSAが泊まり込みで参加していた姿をみて感銘を受けたことがはじまり。翌年度雪まつり特

別委員長となった中林先輩が「雪まつりコミュニティひろばに、市民からボランティアに参加してもらえるには

どうしたらいいか」を考えていた中、雪まつりの打ち合せや準備のために十日町市役所へ行った際、たまたま

IVUSA 出身の市役所職員と知り合い IVUSA との直接的な接点ができたことで、その年から十日町雪まつりへのボ

ランティア参加が始まった。また、雪まつり開催時には赤のジャンパーを着てもらうことにより「雪まつりは十

日町 JC だけでなく、多くのボランティアに参加してもらって成り立っている、住民もボランティアに参加して

もらいたい」という中林先輩の思いが周知できたとのこと。今現在でも、毎年雪まつりには多くの IVUSAから参

加してもらっている。 
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【長谷川理事長】（以下、長谷川）本日は、山つつじ特別企画

「未来への conversation（会談）」の第二弾として、コミュニ

ティひろばに毎年協力いただいている IVUSAさんから 4月から

代表になる八巻さんと、今回の十日町雪まつり活性化活動のプ

ロジェクトマネージャーを務められた小松さんからお越しい

ただきました。本日は宜しくお願いします。 

まずは、2月に開催された第 69回十日町雪まつりコミュニテ

ィひろばに今年も多くの IVUSAの皆さんから参加していただき

まして大変ありがとうございました。IVUSAの参加は今年で 7

回目となりましたが、十日町雪まつりは、日本で一番古い雪の

祭典であり、今年で 69回目の開催となりました。その中で私

ども十日町 JCが主管する「コミュニティひろば」は 43回を数

え、地域全体に点在する多くのひろばの中でも最大のひろばと

して多くの来場者がお越しになります。そのコミュニティひろ

ばにおいて IVUSAの存在は大きな力となっています。私たちの

地域において「IVUSAを知っている」という方が年々増えてき

ましたし、雪原カーニバルを含め十日町雪まつりには欠かせな

い存在となっています。地域外の若者が来てくれることを地元

の者としても非常にありがたく思っております。改めて感謝い

たします。 

それでは、最初に八巻新代表から IVUSAの説明をお願いしま

す。 

 

【八巻学生代表】（以下、八巻）本日は宜しくお願いします。

簡単に説明をさせてもらいますが、IVUSAは「国際協力」「環境

保護」「地域活性化」「災害救援」「子供の教育支援」の 5つの

分野で活動をしています。会員は、全国 90大学から 4,000人

ほどの学生が所属しており、西日本では長崎県、東日本では山

形県の方がいます。全国に幅広く会員がいるので地域ごとにそ

の地域事業として地域に密着した形でボランティア活動をし

ています。その中で学生の強みである若さや元気で地域の困っ

ているところにお力添えができたらという考えのもと、社会的

しがらみがなく行政や企業などとネットワークをつないで社

会のために、人のために何かできることをやっていこうという

形でボランティアをやらせていただいています。 

【佐藤委員長】（以下、佐藤）今年の雪まつりも 50人を超える

多くの IVUSAの皆さんからご協力をいただきありがとうござい

ました。特に小松さんからは、1年生から 4年生の全 4回に亘

って参加をしていただき大きな役割を果たしてくれました。本

当にありがとうございました。今年は本番 2、3日目が今まで

にないような悪天候に見舞われ、本当に過酷な環境の中で活動

をしていただきましたが、今年の雪まつりはいかがでしたでし

ょうか。 

【小松プロジェクトマネージャー】（以下、小松）そうですね、

4年間の中で 1番充実した活動だったと思いますし、マネージ

ャーをしていたということもありますが自分自身が 4年間で 1

番進歩が見えた活動だった思います。1年生から 3年生の時は

地元の若者を巻き込むという思いがありながらもその巻き込

み力が弱く実現しませんでしたが、今年は卒業の年でもあり JC

の皆さんと協力して企画を立ち上げられたということは、この

先の活動に対しての大きな分岐点になったのではないかと僕

自身は思っておりますし、参加したメンバーも過酷な環境では

ありましたが「充実していた」「来年も行きたい」と言ってく

れる人が多くいました。 

【佐藤】毎年、雪まつり活動を経験した IVUSAの皆さんは、活

動に対する満足度が高いと聞きました。活動を通じて皆さんに

大きな負荷がかかるから必然的に満足度が上がるのかなと思

いますが、満足度が高いことは大変嬉しく思います。 

【小松】IVUSA の数ある地域活性化活動の中でも、十日町雪ま

つりの活動はとても可能性のあるものだと思います。各地で少

子高齢化が進み、地域活動が思うようにいかない中、この活性

化活動は、地域の若者を巻き込んで新たな力を生み出せること

が将来像として見えてきているので、IVUSA として、メンバー

としてもこの先さらに楽しい活動になっていくのではないの

かなと感じています。 
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【佐藤】今年の私たちのテーマは「未来のための雪まつり」と

して、地元の中学生と小学生からお客さんではなく運営者側で

携わってもらいました。IVUSA×中学生のプロジェクトで多く

の中学生が参加してくれました。担任の先生もその活動の一部

始終を見て感動してくださり、良い活動だと褒めていただき本

当に良かったと思っています。十日町には大学がないので、普 

段、子ども達は十日町にいたら大学生と触れ合う機会は兄弟く

らいしかいないので、大学生と 3日間密に触れ合えたという事

は子ども達にとって、とても良い機会を提供できたと思ってい

ます。それを事前の段階から段取りしてくれた小松さんには本

当に感謝しています。早い時期に来て学校にアプローチできた

ことが本当に良かったですね。 

【小松】そうですね。本当に良かったです。 

【長谷川】 お二人が IVUSAに入会したきっかけを聞かせいた

だきたいのですが、6年前に初めてIVUSAの皆さんと会った時、

活動に取り組む姿勢や相手の話を聞く時のキラキラと輝く瞳

を見た時、私の大学時代と全くも違いこんな大学生の集団があ

ったのかと衝撃を受けてしまいました。そんな皆さんは、一人

一人が最初から高い志や目的があって入会しているのでしょ

うか。そのような想いをもった学生が 4,000人もいるというこ

とは凄いことだと思います。 

【小松】 僕が IVUSAと出会ったのは本当に偶然です。大学生

になったし大学生らしいことをしたいなとウロウロしていた

ら友達に連れていかれてなんとなく入った感じですね。特にボ

ランティアをしたいからといって入ったわけではなくて、ただ

大学生活を充実させたいと思っていた程度でした。最初は何と

なく雰囲気に委ねるような感じでやっていましたが、次第に活

動が面白くなり、いつの間にかこんなところまで来たという感

じではありますね。 

【八巻】僕には色々な理由があるのですが、彼女を作りたいと

か、本当にサークル感覚でした。NPO 法人と言われているけれ

ども、その NPO法人が社会的立場としてどんな役割なのかも知

らないし、全国規模のインカレサークルだろうという程度でし

たが、片や別の理由として、私は仙台出身なのですが、あの東

日本大震災を経験しました。その経験からボランティアや困っ

ている人のために何か出来ないかということを考えるように

なりました。いろいろな本を読んでいたら、困っているのは日

本の人だけでなく世界にも多くいることを知り、浪人中の大学

に入る前の春休み期間にバックパッカーで 1ヵ月ほど 1人で東

南アジアの方に行きました。現地のスラム街の子どもたちの中

には、商売で手足を切られる子、時には親に切られる子もいた

りするのを聞いていたので、そこ子たちにお金あげてみました。

親に持っていくのかと思ったら、近くにいる子どもたちを集め

て「ヨッシャー、ジュースを買いに行くぞ」と言っていました。

その光景を見て、今を楽しみ、今のために生きているんだなと

感じました。それだけ将来を見ることが出来ないのだと思いま

した。更に感じたことは、僕たちがボランティアを行うことで

現地の方たちの生活を変えることになるかもしれない。逆に不

幸なことをしてしまっているのではないのかと真剣に考える

ようになりました。そこからボランティアは本当に正義なのか

と疑うようになりましたが、やってみなければわからないとい

う気持ちもあり、気持ちが揺れていた時にたまたまこの団体に

出会いました。 

 

【長谷川】JCも同じですが、様々なきっかけや理由で入会しま

すが、活動を通じながら同じ目的を共有して互いに成長し、地

域や多くの人たちに貢献していく気持ちが醸成されていくの

ですね。 

私たち十日町 JC と IVUSA は、十日町雪まつりで結びついて

いると現役の JC メンバーの中でも思っている人もいますが、

最初の出会いは、7年前の 2011年の 7月に私たちの地域も大き

な被害を受けた新潟･福島豪雨水害でした。その水害の際に私

たち JC は社会福祉協議会の皆さんたちとボランティアセンタ

ーを設置したのですが、そこに IVUSAの皆さんが来てくれたの

が始まりです。そもそも私たち JC は、災害や緊急事態があっ
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たときに迅速な行動が出来るような組織を目指しています。現

在では、社会福祉協議会と NPOぼうさい、そして十日町 JCの 3

団体で「越後妻有防災ネットワーク協議会」というものを組織

して、災害に対する啓発活動などにも取り組んでいます。IVUSA

の皆さんも災害ボランティアとして多くの地域へ行かれて活

動をされていると思いますが、IVUSA の災害発生時の対応につ

いて教えてください。 

【八巻】民間企業のシステムで「レスキューナウ」という連絡

網があり、そこから情報を得ています。IVUSA の中で災害のレ

ベルはどのようなものなのか危険度はどれくらいのものなの

かを判断します。自衛隊を呼ぶ規模のものだとか僕達ができな

い領域は必ずありますが、僕達はできるだけ可能な限り力添え

が出来るようなものであれば行かせていただいています。 

【佐藤】JC も同じようなことをしています。わたしたち JC は

全国に 695 の JC があり、そのネットワークによって得られる

災害地域の情報をもとにニーズにあった支援活動を行ってい

ます。IVUSAとはかなり似た理念で動いているなと感じました。

だからこのように一緒に活動したときにシナジーが上がって

いくのだろうと思います。 

【長谷川】ここで少し組織についてお話したいと思いますが、

JC は 20 歳から 40 歳までの団体です。私は今年の 1 月から 12

月の 1年だけ理事長をやらせていただきますが、JCの任期は 1

年毎になっていて毎年役職が変わります。今年、副理事長や委

員長だったメンバーが翌年には委員というパターンも普通に

あり 1年 1年様変わりします。その中でいかに「明るい豊かな

社会を実現」を目指し、地域が求めているものは何かを考えな

がら活動しています。そのためには、メンバー1 人 1 人が多く

の経験を積むことや多くの議論が必要になってきます。十日町

JC は今年で 62 年目になりますが、そういった形の中で、雪ま

つりのような継続事業は引き継ぎを大切にしながら、時代に則

した形に変化させながら行ってきています。 

IVUSA は一般的な年度替わりである 4 月から新年度となりま

すが、大学 1年から 4年までの 4年間の活動の中でどのような

組織運営をされているのでしょうか。 

【八巻】基本的にキャリアラダー（キャリアアップのための“は

しご”）のような形はあります。1年生はとても力になっていま

すが、何も経験がなく社会のことも知らない 1年生からボラン

ティアに行ってもらうと足手まといになってしまうと運営側

では考えています。そのため CMTという研修を行います。危機

対応訓練の話や演習ではリスクをどのように回避していくか、

どのように対応できるのかというような、「ゴールを成功する

ためにはこれぐらいのリスクがある。これをつぶしていけばゴ

ールに近づく」のような研修を学んでもらった上で、ボランテ

ィア活動の現場に行ってもらうようにしています。2 年生から

は運営側にも参画してもらい、3 年生になったら幹部として日

本全国を眺めるような視点で関わって欲しいと思っています。

そして 4年生はその経験を後輩に伝える。このように年々役職

が上がっていくのが一般的ですが、別な関わり方として逆にリ

ーダーを経験した人が、一隊員として隊に加わり活動する形も

ありますが、基本的には上がっていき後輩にどんどん伝えてい

くというものが IVUSAの基本的なキャリアラダーになっていま

す。 

【長谷川】先ほど、八巻さんが CMT なる研修名を言っていまし

たが、どういったプログラム何でしょうか。また、IVUSA オリ

ジナルのものですか。 

【八巻】オリジナルのものです。CMT のチームを創設して 13、

4 年になります。時事問題的なものや社会的な課題を学べる研

修や人とのコミュニケーションを取る上でどのようにやった

ら円滑なコミュニケーションが取れるかというような研修に

なります。 

【長谷川】それは学生だけで行うのですか。 

【八巻】そうですね。基本的には、上回生の方たちが後輩たち

に研修しています。 

 

【小松】この時期になりますとインストラクター養成合宿とい
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うものがありまして、合宿をしながら下級生たちにどのように

伝えれば良いのか、どのような構成を組んで伝えていけばいい

のかを学びます。それを経てインストラクターになり、皆の前

で講師として立つ事が出来ます。 

【長谷川】十日町雪まつりをはじめとする活性化活動を行う際

もその活動毎にテーマや目的を設定したりするのですか。 

【小松】しています。 

【長谷川】7 回を重ねた十日町雪まつり活性化活動は、IVUSA

にとっても大きな広がりを見せているのではないでしょうか。 

【小松】そうですね。やはり経験、データの蓄積というものは

大きく、過去のものを参考にし、次はどのように行くか軌道修

正ができるようになりますし、長期計画というものを立てて、

ゴールはここだから今このステップを踏まなければいけない

というように考えています。 

 

【佐藤】JCでいえば事業、IVUSAでいえばプロジェクトになる

のですかね。団体の成長と、そこで組んだ組織のチームワーク

などの成長、もう一つは個人の成長があり、1 つの事業を終え

ることでこれら３つの成長があるような気がします。1 月から

年度が始まる十日町 JC として年当初にこの大きな雪まつり事

業があり、自分たちでビジョンを掲げてやっていくことでチー

ムの一体感が生まれ、団体としては地域の貢献であったり奉仕

であったり、続けてきたものを未来に残すための理念を共有し

たり、個人個人にも役割があり、それをこなすことで個人も成

長する。IVUSAも同じような感覚があるのだと思います。 

今回の雪まつりを通じて、IVUSA が団体として残せた部分、

雪まつりに参加したメンバーがチームとしてのステップアッ

プした部分、個人としてのステップアップがあったら教えてく

ださい。 

【小松】団体としての大きな進歩といえば、やっぱり今年は多

くの中学生を巻き込んで企画を行えたことが大きかったと思

います。チームとしては、団体行動する上で挨拶や時間厳守な

どの規律を重要視していましたが、改めて見直すことができた

ことは大きいと思います。私たちは、外から来たよそ者なので、

そういったところで不信感だったり悪印象を与えないように

していかなければなりません。そういった基礎の部分を多くの

メンバーが理解できたのではないのかなと思います。個人の成

長としては、私自身は 4年間の集大成であり、マネージャー職

であったので 54 人の規模でしたが、メンバーそれぞれにどの

ような手法で、どのような方向を伸ばしていけばいいのか考え

ながら活動しましたが、手法をすごい悩みましたが結果として

無事に終えることができました。そういったマネジメント能力

がついたのかなと思います。あとは人と人とのつながりですね。

そういったところは本当に前からも思っていましたがこのプ

ロジェクトマネージャーをやって改めて思いました。1 人では

何もできないわけで、誰かと協力しなければいけないというこ

とを強く感じました。佐藤さんのおかげで中学生ともつながる

ことができましたし、あのような企画をすることができたし、

IVUSA のメンバーともそういった交流を経て結束力も固まって

無事終わることができました。本当に関係というものは大事な

ものだと思います。 

【佐藤】IVUSA のメンバーから雪まつり期間中に、本来であれ

ば IVUSA がその地域に入らなくても良い状態を作るのが IVUSA

の役目だという話を聞きました。全く同感だと思うのですが、

その辺を詳しく教えてください。 

【小松】僕が思っているのは「人手不足」「少子高齢化」「都市

部への人口集中」によって若者が地方からいなくなっていると

いう課題がありますが、国や地方自治体がいくら政策をしたと

ころで若者の意識が変わらなければ結局は無理なものだと思

います。そういったところに IVUSA が行って活動することで、

その地域の若者たちの意識が変わり少しでも地元に残るよう

な子どもたちが増えてくれれば、その地域にとっても僕たちに

とっても嬉しいことです。 

【佐藤】私たちのように、それぞれの地域で IVUSAの活動に触

発され、自分たちのまちを若者たち自身が守っていく流れが出
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来るのが 1番良い形だと思います。そうやって影響を受け合い

ながら活動していくとより良い結果が見えてくるのではない

でしょうか。 

【長谷川】IVUSA のように学生の良さは、私たち大人より、地

域コミュニティに入りやすいということもあると思います。地

方は高齢化が進んでいて若者も少なく活気が失われています。

そんなところに知らないけれども元気な若者たちが来てくれ

て、その地域でやりがいや魅力を感じてくれることは、地域の

人たちも改めて自身のまちの良さを実感することが出来るの

です。 

ところで代表はどのように決まるのでしょうか。 

【八巻】選挙で決定します。選挙には 2年生から出ることがで

き、立候補した者がここ国士舘大学の会場で演説を行い、会員

から投票をしてもらい決定します。その演説は、ウェブ上でも

中継され会場に来れないメンバーからも見てもらうことが出

来ます。 

【長谷川】八巻さんが代表になろうと思った理由は何ですか。 

【八巻】僕は 1年生の頃から代表になりたいと言っていまして、

ここにいる小松さんにも何度も噛み付いたことがあります。

「こんな活動でいいんですか」「もっと僕らならやれますよ」

とか言っていました。また、先ほども言いましたがボランティ

アは本当に正義なのか、やる意義は何なんだとか、どうやった

らこの社会にボランティアの必要性を言えるかを考えた時に

その答えが見つかるのは代表だと１年生の時に安直に思って

しまいました。それ以来、僕がやる上で何か残せるものがある

のではないかなと自信ではないのですが、何か残さなければな

らないというものを強く感じてそれが覚悟に変わり、決意に変

わりました。 

【長谷川】IVUSA 全体にとって十日町雪まつりはどれくらいの

認知度があるのですか。 

【八巻】僕は中里地区で開催される雪原カーニバルの方に行っ

たことはありましたが、十日町雪まつりには、まだ参加したこ

とがありません。しかし、関西の学生でもリピーターがいるほ

どで IVUSA内の先輩や同期から話を聞いて参加するというパタ

ーンは多くあると思います。 

【小松】全然知らない人もいると思いますが、2 年生ぐらいに

なると十日町プロジェクトというもので知るようになります。

今年は 2 年生の参加が多く、次に 3 年生、1 年生、4 年生とい

う感じでした。 

【長谷川】リピーターが多いということですが、理由はどんな

ものがありますか。 

【小松】人それぞれだと思いますが、JCの皆さんの対応が良か

ったことや、覚えていてくれたことが非常に嬉しかったという

意見もありましたし、純粋に雪を見に行くと言う人もいますし、

役割によっては子どもと触れ合う機会があるのでそれが楽し

かったという意見もあります。 

【長谷川】雪まつりの他にも全国各地へ行って地域活性化活動

をやっていると思いますが、それぞれ違いがあれば教えてくだ

さい。 

【小松】僕が先日行った静岡県西伊豆町では、僕たちがお手伝

いをするという形ではなくて、僕たち IVUSAが主体となってま

ちづくり活動をしています。ヤーコンという芋をソーシャルビ

ジネスに使おうと栽培をしたり、それを使ったフェスを開催し

たりして地元の方々にその魅力を知ってもらうことをやって

います。 

【長谷川】その活動をするきっかけは何だったのですか。 

【小松】 活動のきっかけは、災害のボランティアが始まりで

した。そのまちが水害にあった際に僕たちが派遣されて、災害

のボランティア活動を通じて、現地の方々と繋がりが強くなり

地域活性化活動が始まったと記憶しています。 

 

【八巻】わかりやすいように 5分野に分けているのですが、そ

の地域のニーズに応えたいという思いがあるので、災害支援か

ら始まろうが、他の事にも手を貸して欲しいという声があれば

できるだけ協力をさせていただきます。活動自体は、僕たちに
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出来ることがあれば積極的にやっていきます。 

【佐藤】八巻さんがとても良いフリをしてくれたので理事長か

らお話があります。 

【長谷川】私たち十日町 JCは、3回目となる「ちいき体感型ト

ライアスロン「ローカルアスロン」」という事業を 9 月に開催

する予定です。この事業は、佐藤委員長が一昨年に委員長とし

て事業開催したものなのですが、十日町の真ん中を流れる日本

一長い信濃川をラフティングし、その後は自転車とトレッキン

グで 1日かけてゆっくりと魅力的なコースを回り、この地域の

魅力を大いに感じてもらいます。また、設営側には地元の人た

ちからも協力していただきますが、その方たちもおもてなしを

通じて自分たちのまちをより好きになってもらうことも狙い

の一つでもあります。若い元気な IVUSA の皆さんからもぜひ、

この事業に関わっていただきたいと思います。雪がないシーズ

ンの十日町にも多くの魅力がいっぱいありますので体感して

いただきたいと思います。 

【佐藤】参加者側でもスタッフ側でもいいので関わってもらえ

たらもっと盛り上がる事業になると思います。単純に参加する

だけでもほんとに面白いと思います。エイドステーションがい

っぱいあって、そのエイドステーションは地域の美味しい物が

出ます。新米の時期なのでおにぎりであったり、蕎麦が有名な

ので蕎麦が出たりとかエイドステーションでお腹いっぱいに

なって満足たっぷりで帰ってもらう。このような 1日で地域を

体感してもらうイベントです。 

【小松】僕は 4月から社会人なので叶いませんが、僕が主体に

なって IVUSAで参加してみたかったです。 

【八巻】この時期には予定されているプロジェクトがなかった

と思いますし、ここ数年、IVUSA の会員は多くなってきていま

して、次に何をしようか、社会の方々とどのように関わってい

こうかということが課題になってくると思います。基本的には 

2、3、4 年生が現地の方達と関わりを持つのですが、1 年生に

も関わりを持たせようという方向性をこの 26 期からシフトさ

せていこうと思っているので、ぜひ会議にかけさせていただき

たいと思います。 

【長谷川】JC×IVUSA は、お互いが刺激し合え、成長し、色ん

な可能性を秘めています。また、IVUSAと我々JCは会員の多い

団体なので、この形が将来全国的なものになる可能性もありま

すね。少子高齢化が進む地方からすれば、志の高い学生が来て

くれるだけでまちが活性化する起爆剤になります。私たち JC

も IVUSAの皆さんに良い影響を与えられる様に今後も地域と向

き合っていきますのでお互い頑張っていきましょう。本日はあ

りがとうございました。 
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年賀交歓会 

 

京都会議 

 
新潟ブロックコンファレンス 

 

１月１６日にラポート十日

町様にて、年賀交歓会を開催致

しました。多くの来賓の皆様､

シニアクラブの皆様､賛助会員

の皆様よりご臨席賜り誠にあ

りがとうございました。 

本年度、年賀交歓会初の試み

となった「各委員長による委員

会活動プレゼン」では本年度の

事業概要を皆様に披露させて

いただきました。 

会頭公式訪問 

 

ブロック会長第５エリア公式訪問 

 

３月１８日、ホテルニュー

オータニ長岡にて、本年度新

潟ブロックから初めて輩出さ

れた池田祥護会頭（新潟ＪＣ）

の公式訪問がありました。池

田会頭と直接名刺交換、お話

を聞ける機会がありました。

池田会頭のお話を近くで聞け

た貴重な体験ができました。 

 

３月２０日、苗場プリンス

ホテルにて新潟ブロック協議

会、中嶋会長第５エリア公式

訪問がありました。中嶋会長

が掲げるスローガン【変革 

Change!】の下、第５エリアも

一丸となって前へ前へと進ん

でいきます。 

 

１月１８日から２１日まで

の４日間に亘り京都会議が開

催されました。新年式典では新

潟から選出されました池田祥

護会頭の会頭所信を拝聴した

他､総会､各セミナー、わんぱく

相撲説明会に参加してまいり

ました。 

２月３日新潟市にて第１回新

潟ブロックコンファレンスが開

催され､式典では、新潟県内２２

LOMの理事長スローガンの発表

や、新潟ブロック協議会の各委

員長より事業説明が行われまし

た。 

式典修正後、会員拡大サミッ

ト、女性による女性のためのＪ

Ｃ変革サミットに参加してまい

りました。 
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相撲教室を開催しています！ 
 

２０１４年度より、多くの参加を募るため

に十日町市、津南町地域の小学校を対象に相

撲教室を開催しています。この相撲教室です

が、４月に入り各小学校の昼休みや放課後の

時間を頂戴して、簡易土俵を設置のうえ実際

に取り組み、また相撲についてのレクチャー

も行います。今年度は全２１校、約２８００

人の児童を対象に、第３４回わんぱく相撲十

日町場所に向け児童の参加者募集と相撲競技

に触れる機会を増やすために各小学校を回っ

て行きます。 

 

第３４回 

わんぱく相撲十日町場所が、５月１３日（日）に開催されます。大会回数は全国大会開催

回数同様の、３４回目となります。会場は、十日町市武道館の相撲場となります。 

本大会では、相撲という競技を通じルールを守ることの大切さを伝え、現代の子どもたち

に必要とされているモラルやマナー、相手を思いやる心の習得を目指します。また、体力強

化や健康増進を促すことで、心身両面で子どもたちの成長を図りたいと考えております。 

また、本事業は数多くの方のご協力を賜り開催することができております。本当に有難う

ございます。第３４回わんぱく相撲十日町場所に多くの子どもたちからご参加いただけるよ

う、相撲教室から始まり大会終了まで邁進してまいります。 

                    未来の力育成委員会 委員長 髙橋 祥太 
 

わんぱく相撲 

十日町場所 
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 （３２） 
住友生命 十日町支部長 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生年月日：１９８５．１０．１８ 

身長：１７０ｃｍ 

好きな物：魚介類全般 

苦手な物：カレー 

入会のきかっけ： 

飯塚委員長の勧誘によって 

ひとこと： 

若輩者ですが皆様宜しくお願いします。 

新入会員紹介 

ようやく我々の新しい仲間が一人増えました！！ 

私たちは今後も会員増強に向けた活動を精一杯行っ 

てまいります。 

本誌をご覧になられている皆様、我々の仲間になっ 

て頂けそうなお知り合いがおられましたら、ご紹介頂ける 

と幸いです。 
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２０１８年度 賛助会員の皆様 

私たち公益社団法人十日町青年会議所の活動にご賛同いただき、ご支援をいただいている賛助会員の皆様です。 

 

株式会社アイムス        株式会社朝日堂         株式会社当間高原リゾート 

有限会社阿部康板金工業     株式会社イイキ         井川建設株式会社 

株式会社池田鉄工所       井沢塗装            株式会社魚沼 

魚沼整染株式会社        有限会社エーデルワイス工芸社  有限会社エクゼ（サバス） 

株式会社大熊工業        大島電気株式会社        有限会社小川電機商会 

株式会社生越土建        株式会社オニキス工業      有限会社加久田工業 

春日モーターズ         株式会社カネコ商会       株式会社上島 

有限会社きさらぎ        株式会社吉楽土建        株式会社きものブレイン 

株式会社共立舗装        株式会社共和自動車       有限会社協和電業 

清津開発株式会社        株式会社クリエート・きもの絹都 株式会社小泉工業 

株式会社恒樹園新潟       心の宿やすらぎ         こじま寿司 

株式会社児玉建設        有限会社サクセスプラン     有限会社佐野写真館 

株式会社三高土木        サンタ・クリエイト       司法書士葉葺利男事務所 

信越スペースシステム株式会社  株式会社鈴木土建        株式会社関芳 

有限会社大米銘木店       株式会社高橋クリーニング店   高橋昇男税理士事務所 

株式会社滝沢印刷        田順アート           タナベ防災株式会社 

株式会社千歳館         千原株式会社          株式会社中央印刷所山内商店 

十日町金融団（県信十日町）   一般社団法人十日町市観光協会  十日町市社会保険労務協会 

十日町砂利株式会社       学校法人十日町女学園      株式会社十日町新聞社 

有限会社十日町パーツ      有限会社遠田設備        土地家屋調査士 小野塚事務所 

株式会社富澤塗装店       株式会社トリムコーポレーション 株式会社中山建工 

株式会社新潟ソフトストラクチャ 株式会社二瓶砂利        有限会社根津電設 

有限会社花せん         株式会社ハピネス        有限会社ハルカワホーム 

ピタッとほけん 十日町店    美容室Ｐｅｃｏ         株式会社福島砂利丸福生コン 

株式会社富剛建設        株式会社フラワーホーム     プロダクション リド 

株式会社ベストライフ      有限会社マキエ保険サービス   株式会社松乃井酒造所 

有限会社丸池工務店       丸松工具株式会社 十日町店   有限会社マルミ電化サービス 

株式会社まるやま        株式会社丸山工務所       株式会社美佐伝 

有限会社ミナミ運転代行・ミナミタクシー             株式会社村熊商店 

株式会社村山興業        株式会社村山商会        有限会社名代生そば由屋 

モダン食堂ＫＩＣＨＩ      焼肉 ひゃら          株式会社柳庄商店 

吉澤織物株式会社        有限会社ワカイ測量       有限会社若山総合保険サービス 

有限会社涌井工業        廣田 康仁                   （五十音順） 

 

【新規会員】 

有限会社小山土木        十日町タクシー株式会社     長秀鉄工 

パソコンホーム         株式会社二葉家         株式会社丸山 
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２０１８年度 ４月～６月 スケジュール 

 

４月 ５月 ６月 
 

１日(日)「ＮＢＣ会員交流 

バスケットボール大会」 

２日(月)「４月例会」 

５日(木)「第５回正副理事長会議」        

１４日(土)「五泉ＪＣ５０周年記念事業」    

１９日(木)「第５回理事会議」       

２９日(日)「ＮＢＣ会員交流 

ゴルフコンペ」 

 

２日(水）「５月例会」         

１０日(木）「第６回正副理事長会議」 

１２日(土）「白根ＪＣ３５周年記念事業」         

１３日(日）「わんぱく相撲十日町場所」 

２４日(水）「第６回理事会議」      

           

 

 

４日(月）「６月通常総会」               

７日(木）「第７回正副理事長会議」 

９日(土）「魚沼ＪＣ３５周年記念事業」        

２１日(木）「第４回理事会議」           

３０日(土）「越後妻有防災 

プログラム２０１８」 
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編集後記 
 

今回の山つつじ Vol.2 は 2 月に開催されました雪まつりの事業がメインの内容になっていまして、コミュニテ

ィひろばができるまでの過程や、運営にご協力いただいた IVUSA さんとの会談などが盛り込まれております。 

ご協力いただいた皆様、来場された皆様は佐藤雪まつり特別委員長の掲げる「みんなの思い出のひとこまに 

未来のための雪まつり」になれたでしょうか。私は本当に多くの人から支えられている事業なのだなと初参戦

ながらとても感銘を受けましたし、会員との絆も深まりも強く感じました。 

それでは、次号もまたご期待ください！ 

                     編集長 上村 将司 


