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 2018.7.2 Vol.3                           第 34 回わんぱく相撲十日町場所 

 ～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３弾  

越後つまり 100km 徒歩の旅実行委員会×十日町ＪＣ 
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今年もわんぱく相撲十日町場所が開催され、数えること３４回目となりました。このわんぱく相撲十日町

場所ですが、そもそも何故相撲なのか、どのように普及してきたのかに焦点を当て特集したいと思います。 

What's わんぱく相撲？ 
わんぱく相撲とは、小学 4 年生から 6 年生が参加し、日本国内 200 地区(主催青年会議所単位)の予選大会

から勝ち上がり、東京・両国国技館で全国大会が開かれる、小学生対象で最大規模の相撲大会のことです。

毎年 4 月から各青年会議所の予選大会が始まります。 
この青年会議所単位の大会を勝ち進むとブロック大会と呼ばれる全国大会の出場を賭けた大会が開かれ

ます(都道府県によっては開かれません)。ここで代表選手に選ばれると、東京の両国国技館、大相撲と同じ

土俵の上で、各学年のトーナメント形式の取組が行われます。 地方大会からの参加者は、約 40,000 人。ま

さに、日本の小学生力士の晴れ舞台なのです。 
 
  
 
 
 

 

 

十日町ＪＣと相撲 

    １９８０年（昭和５５年）十日町ＪＣのＯＢ

でもある故諸里正典市長時代、青少年の健全育

成を目的として、十日町の各小学校に土俵が作

られました。そして翌年、１９８１年（昭和５

６年）今回のわんぱく相撲十日町場所の舞台と

なった十日町市武道館が建設され、１階に相撲場が常設されました。この当時、十日町の各小学校・中学校・

高校に相撲部があり、毎年８月、十日町おおまつり開催時に諏訪神社境内で開かれる奉納少年相撲大会には

１５０名もの生徒が参加していました。このように十日町は、昔から子ども達が相撲に親しむ風土があった

のです。そして全国大会が開催された１９８５年に記念

すべき第１回わんぱく相撲十日町場所が十日町武道館に

て開催されました。全国大会には過去３４回の内２５回

出場（今年の全国大会には出場が決定しています）して

います。 
 また、ここ数年はわんぱく相撲十日町場所開催前に、

大会参加者募集と、相撲の普及のために十日町市、津南

町の小学校で「相撲教室」を開催しております。今年度

は４月１３日～２７日の期間で１８校、延べ参加人数７

５４名の子供たちから参加をいただきました。また、初

の試みとして相撲教室参加者全員に折り紙のメダルを作

成し配布しました。 
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LOM 大会 

  
 
 

 未来の力育成員会  委員長  髙橋祥太 
 

 ５月１３日（日）無事に第３４回わんぱく相撲十日町場所を開催することが出来ました。開催に伴い

十日町市内、津南町内の各小学校様にご協力いただき、本年も「相撲教室」を開催致しました。今年は

昨年度の参加人数を上回り、沢山の子どもたちから相撲に興味を持っていただけたと思っております。 

 大会当日は申込総数５０名のところ、残念ながら病欠等もありましたが４８名のわんぱく力士から参

加いただき、負けて涙する子、勝って嬉し泣きをする子、友達を応援する子、様々な子どもたちの姿を

見ることが出来ました。 

そして、本年度のわんぱく相撲十日町場所は「心身両面で子どもたちの成長を図る」ことを目的とし

て開催させていただきました。若輩者の私たちがおこがましいかもしれませんが、毎年子どもたちの成

長を願って開催している部分は変わりません。 

最後になりましたが、本大会開催にあたりご協力いただきました関係者の皆様、本当にありがとうご

ざいました。 

 

 

県大会 

十日町場所では、昨年に引き続き空手道

場でのパブリックビューイングを行いま

した。相撲場に居なくとも、臨場感のあ

る中継画像を配信することができまし

た！！！ 
 

どすこい！！ 

結果発表 

第３４回わんぱく相撲十日町場所 

開催日：５月１３日 

開催場所：武道館 相撲場 

 １位 ２位 ３位 ４位 

１年生 小海 桜介 
(西小) 

福島 秀俊 
(芦ヶ崎小） 

小海 夏瑠 
(西小) 

 

２年生 佐藤 流迦 
(水沢小) 

上原 颯介 
(田沢小) 

島田 季亜 
(十日町小) 

 

３年生 大平 真輝 
(北辰小) 

関 瑠恩 
(六日町小) 

桑原 祐 
(中条小) 

 

４年生 大熊 一輝 
(中条小) 

岩田 陸聖 
(西小) 

根津 俊太郎 
(水沢小) 

金澤 真之介 
(中条小) 

５年生 本木 梛智 
(水沢小) 

上村 尚慧 
(城内小) 

丸山 由利 
(西小) 

渡辺 康介 
(川治小) 

６年生 富井 勇悟 
(十日町小) 

小泉 祐朔 
(六日町小) 

斎木 翔太 
(川治小) 

桑原 遼 
(中条小) 

 

第３４回わんぱく相撲全国大会予選

新潟ブロック大会 

開催日：６月１７日 

開催場所：彌彦神社 相撲場 

・個人の部 

  ４年生・・・２位 大熊 一輝 君(中条小) 

  ６年生・・・３位 小泉 祐朔 君(六日町小) 

・団体の部 

  優 勝・・・十日町（７戦全勝！！） 
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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）」 第三弾 
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          「越後つまり 100ｋｍ徒歩の旅」とは 

 

全国各地に広がりを見せている 100ｋｍ徒歩の旅は、福岡在住の梶原日出男さんが考案し 1998

年に社団法人つくし青年会議所（以下つくしＪＣ）主催で開催されたのがスタート。つくしＪＣの

新しい青少年育成事業として、子どもたちの「生きる力」を醸成するための事業が模索研究され、

「体験型学習」こそが生きる力の醸成に最も効果的であるとの考えのもと、地域教育の一環として、

つくしＪＣにより「つくし路１００km 徒歩の旅」が誕生した。 

その後十日町 JC で開催するきっかけとなったのが、今回の会談の相手である澤野崇団長が十日

町 JC の現役会員であった当時、地区に委員長として出向した際、砺波 JC の副委員長から砺波 JC

が富山で行った事業の様子を映した VHS を拝見し紹介してもらったことにより興味を持ったこと

が始まり。そして２００９年、澤野崇氏が理事長になった年に「越後つまり１００ｋｍ徒歩の旅」

としてスタートした。翌年第２回の同事業を開催後、３年目から実行委員会方式で十日町 JC の手

を離れて毎年開催している。今年度開催される事業で１０回を数えるまでになっている。 
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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「未来への会談 第三弾」ということで、越後つ

まり１００km 徒歩の旅（以下、１００徒歩）から澤野崇

団長・小林美奈子さん・小林澪奈さんからお越しいただ

き、お互いの事業に共通する「青少年育成」について話

をしていきたいと思います。はじめに、１００徒歩は今

年で１０回目の開催となりますが、現在の子どもたちと

１回目の子どもたちに変化を感じますか。 

 

【澤野団長】（以下、澤野） そうですね。２００９年度

に十日町青年会議所の事業としてスタートした第１回の

頃は正直よく分からない状態でやっていました。青年会

議所の長所とも短所とも言われている単年度制において、

１年で結果を出さなければいけない中で、勉強はしてい

ましたが全然わからないまま青少年育成事業をやってい

たと思います。今思うと、当時の自分の考え方は甘かっ

たなと思います。子どもたちの変化というよりも、どち

らかといえばＪＣのＯＢも在籍する我々１００徒歩の実

行委員会の考え方が変わってきたのかなと思います。 

【長谷川】 確かに私たちＪＣは、１年ごとに区切られ

る単年度制を採用しています。しかし良い事業は何年も

かけて継続的により良くする必要がありますし、そのな

かで私たちも成長しなければならないと感じています。

当時と現在の子どもたちの違いは、また話の中でしてい

きたいと思いますが、１００徒歩において「子どもたち

の成長のカギは、スタッフの成長にある」と書かれてあ

りますが、過去９回の開催を通じて広範囲の方々からス

タッフとして参加していただいていると思いますが、回

を重ねるごとに成長をされていますか。 

【澤野】 学生スタッフの研修で最初に言うのですが、

「現在の１００徒歩の実行委員会に在籍するメンバーの

大半は、学生時代に皆さんのような地域のためや子ども

たちのため、そして自己成長の為といった活動をしてき

ていないメンバーでやっています。だから、今日この研

修に来てくれただけでも、私たちよりもすでに上を行っ

ています。」と話をします。時代的にそのような思いを持

つ学生が多くなってきたと感じます。私の頃はバイト三

昧で物が溢れバブリーな時代であったため、地域の活動

というよりもお金を稼ぐ事に集中していたように思いま

す。地域活動やボランティアといったものはあまり注目

されていなかったですね。当然、中にはボランティアを

していた人もいましたが、大多数の学生はいかにバイト

をしてお金を貯めるかという時代だったのかなと思いま

す。 

【長谷川】 私も澤野団長と同じで高校生や大学生の時

は地域や人の為に何かをしたいとか、地域の良さなど全

くわかりませんでした。自分の身の回りしか見ていなか

ったように思います。それと比べると、１００徒歩に参

加されている学生さんたちはスタートが違いますね。十

日町ＪＣが行っている雪まつり事業にもここ数年ＩＶＵ

ＳＡという大学生のボランティア団体にご協力を頂いて

おりますが、参加される学生さんのひたむきな姿勢や目

の輝き、志の高さにいつも驚かされます。本日はスタッ

フとして１００徒歩に参加されている小林澪奈さんと小

林美奈子さんにご参加いただいているので、参加された

きっかけやどのような形でこの事業を知ったのか、また、

どのような目的で参加したのかを教えていただきたいと

思います。 

【小林美奈子さん】（以下、小林美） 私がこの１００徒

歩を知ったのは大学２年生の頃です。チラシが貼ってあ

って同じ学年の友達がこの事業にスタッフとして参加し

ていることを知りました。その時は「へーすごいなぁ」

「そんな事をやっているのか」位にしか思いませんでし

た。その時はバイトをしていたし友達と遊ぶことが楽し

かったので関心がありませんでした。３年生の時には、

看護師の資格を取るために勉強を頑張っていましたが、

「これだけでいいのかな」と思うようになり、せっかく

の大学４年間だから、今やれるときにやれる事は最大限

やってみようと思いました。大学生は、お金は無いけど

時間があるという事で５月から研修をして夏の本番まで

長期間取り組めるこの１００徒歩にチャレンジしてみよ

うと思ったのがきっかけでした。 

【長谷川】 実際にやってみてどうでしたか。子どもた

ちをうまくサポートできたとか、その当時は何人位の子

供が参加されたのでしょうか。 

【小林美】 男の子の班だけで３班体制でしたよね。そ

の時はすごく少なかったと思います。 

【澤野】 そうですね。美奈子が初めて参加した２０１

４年の第６回は、子どもたちが１３名、学生は１２名で

したね。 

 6 / 16 
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【小林美】 私はその第６回の時は班付リーダーをして

いたので、自分の班の子どもたちを中心に見ていました。

もちろん休憩の時には他の班の子どもたちも見ていまし

たが、サブリーダーのスタッフと一緒に自分たちの班の

子どもたちをどういう風にしていきたいのかという事を

直前のギリギリまで一生懸命連絡を取り合って話し、そ

れでスタートを切ったという感じでした。班が５人で人

数が少ないですけれども、サブリーダーと２人で見てい

ました。 

【澤野】 本来であれば１０人ぐらいの班にしてリーダ

ーとサブリーダーが付いてお世話させてもらうという形

ですが、年によって人数の増減があって、１番多かった

時に１班１２人という事があって、流石にそれは無理が

ありましたね。全国の１００徒歩でも６人から１０人が

いいだろうと言われています。それ以上になるとやはり

目が届かなくなります。 

【長谷川】 参加した子どもたちも初めからから５日間

で１００kmを歩く事が大変だと思わずに興味本位で参

加することもあるかもしれませんが、１日目から５日目

にかけて子どもたちの姿は確実に変わるものでしょうか。 

【小林美】 変わりますね。最初は声も小さいし自分が

歩くことで精一杯でしたが、私たちの班は「私に応援さ

れると嬉しいでしょ。嬉しい気持ちがあるよね。だから

みんなの事を応援しようよ。」と子どもたちに言ってきた

のですが、私は１００徒歩の時は「みなこ」の「み」を

取って「なこ」と呼んでもらっていたのですが、最終日

が近くになる頃には子どもたちが「なこ頑張れ」「なこガ

ンバ」と私を応援してくれるようになりました。私は途

中から声が出せなくなってしまい、その応援されたこと

を「凄い嬉しかった」と伝えたら、またさらに子どもた

ちは応援してくれるようになりました。本当に最初とゴ

ールした時の子どもたちは別人のようにたくましくなっ

ていました。 

【長谷川】 ５日間の中で大きく成長する子どもたちを

見届けることは、スタッフにとっても素晴らしい経験で

すね。続いて澪奈さんにお聞きします。澪奈さんは十日

町市出身で、小学生時代にも１００徒歩に参加していま

すが、小学生の時に参加したきっかけと高校生の時にス

タッフとして参加した経緯を教えてください。 

【小林澪奈さん】（以下、小林澪） 小学生での参加は、

仲が良かった友達が去年参加したから今年も出るんだと

言っていたのを聞いて、普段は消極的なんですが、仲が

良い友達が出るなら参加してみようと興味本位で参加を

決めました。高校生スタッフとして参加したのは、小学

生の時のゴールをしたときに高校生になったら学生スタ

ッフをしたいなと思ったことと、お世話していただいた

学生スタッフへの憧れもあって自分で応募しました。団

長は覚えていないと思いますがゴールをする１日前に

「中学生は学生スタッフとして参加できないのですか」

と言ったくらいです。それくらい参加したくて、やっぱ

りゴールしたときの何とも言えない達成感は大きかった

です。それが忘れられなくて中学生の頃には毎年、夏に

部活をやっていましたが、子どもたちの歩いている様子

を見ながら「またやりたいな」とずっと思っていました。 

【長谷川】 当時、親はどんなふうに送り出してくれた

か覚えていますか。自分の子どもが５日間で１００km 歩

くことは、親としてかなり心配だと思います。ましてや

期間中に会ってはダメですし。 

【澤野】 はい。基本的には会う事は出来ません。当時

の報告書の澪奈の保護者の感想をみると「すっかり元の

生活に戻ってしまい友達のところに行くにも習い事に行

くにも車をあてにしています。内面の変化はまだ見えて

いませんが変わっている事を願っています。」と１００徒

歩が終わってからの保護者の感想があります（笑）お母

さんかな。 

【小林澪】 はい（笑）  

【澤野】 大体の保護者の皆さんは「家に帰ると元に戻

る」と言います。我が家もそうでした。やっぱり親に甘

えたくなるんだろうね。 

【小林澪】 高校生の時に「１００徒歩に出て何か変わ

ったことがある」と親に聞いたら「すぐに変化はなかっ

たけれども中学生になったら友達と関わる幅が広くなっ

たし、色々な人と関わるようになったよね」と言われま

した。 

【長谷川】 ここで少し十日町ＪＣの事業について話し

ていきたいと思いますが、青少年育成事業として今年で

３４回目になる「わんぱく相撲十日町場所」を毎年開催

をしています。また、４年前からは大会への参加促進の

ために、十日町市と津南町の小学校２１校を対象に大会

前に各小学校へお邪魔して「相撲教室」を開催していま
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す。相撲は１対１で対戦するという事でやりたくても怖

気付く子もいれば、やる気に満ち溢れている子もいます。

ただその場だけの遊び感覚の子や相撲に興味を持つ子も

います。多くの学校を周っていると色々な子がいて一人

一人個性があるのだと感じます。今年の大会には４８名

が参加され、女の子も１名参加してくれました。わんぱ

く相撲を開催していつも思う事は、子どもたちが物事に

自ら挑戦する気持ちは本当にすごいなと思います。そん

な地域の子どもたちに私たち十日町ＪＣは多くの経験の

機会を提供できればいいなと思っています。それは１０

０徒歩も同じ考えだと思います。核家族化や少子化など

による家族形態の変化、スマートフォンをはじめとする

ＩＴの高度化と広い普及が子どもたちの人間関係の希薄

化、コミュニケーション能力の低下を招いています。私

たち地域の大人が「大人の責任」として、地域の子ども

たちと正面から関わっていくことが必要なのだと思いま

す。 

【澤野】 地域の未来を担う子どもたちは、保護者だけ

でなく地域全体で育てていく必要がありますね。 

【長谷川】 １００徒歩は今年で１０回目となりますが、

地域からの認知度はどう感じていますか。また、これま

でに色んな難題や壁があったかと思いますが教えてもら

えますか。 

【澤野】 そうですね。知名度はまだまだないと思って

います。ただ、歩いていると地域のおじいちゃん・おば

あちゃんが「どこまで行くんだ、頑張れ」って応援して

くれる声は凄く多いですよ。過去の開催で印象に残って

いるのは２０１１年の水害があった年ですかね。ボラン

ティアの人たちが片付けをしている中で開催してもいい

ものかと凄く悩みました。結果、コースを変更して開催

をしましたが賛否両論でしたね。コースは災害もあった

場所も通りましたが、そこに暮らす人たちが応援してく

れたりして、私としては開催して良かったのではと思い

ました。また、その年は東日本大震災や長野県北部地震

もあって、辛い事やマイナスの力が働いていた時でした。

そんな中、子どもたちが元気良く歩いている姿を見て地

域の人たちが「頑張れー」と言っている様子を見た時は、

本当にやって良かったと思った瞬間でした。恐らく、あ

の時に開催を止めていれば１０回も続いていないと思い

ます。 

【長谷川】 この年はＪＣから離れての１回目でしたが、

この年のスタッフは前回までと変わりましたか。 

【澤野】 実行委員会としては同じですね。第１回を開

催した２００９年度の理事長、専務、執行部、委員長と

みんなＪＣです。２０１１年は澪奈が参加した時で、子

どもたちの参加も多かった年です。 

【長谷川】 澪奈さん、この年の災害は覚えていますか。 

【小林澪】 結構覚えています。保護者との研修会がな

くなったことも覚えています。 

【澤野】 今思うと相当リスキーだったね。でも歩いた

時はここで石が落ちてきたらどうしようとか地震が起き

たらどうしようなど常に気を張っていました。東日本大

震災もあり危機管理が重要なのだなと思いました。震災

当日、私と実行委員会の上村君は団長研修で津波の被害

があった塩釜に居たからね。やっぱりあの年は危機管理

を考えました。 

【長谷川】 ＪＣも何かトラブルがあった時にやるのか

やらないのかを迫られます。理事長はリーダーとして判

断をしなければなりませんが、判断の先には後悔もあれ

ば良かったなと思う事もあります。判断をすることは、

全てにおいて大事ですね。 

【澤野】 私の場合は運が良かった。これに尽きます。

９回１００徒歩をやっていますが全部運が良かったと思

っています。 

【長谷川】 毎年ですか。それはどういうことですか。 

【澤野】 死亡事故を起こさなかったとか、病院につれ

て行った子はいましたが、倒れて入院したなんてことが

ありませんので。当然、準備はしっかりしますが、する

けれどもやっぱり運が良かったと思いますね。私たちの

力で安全を確保できるとは思っていません。努力はする

けれどもね。 

【長谷川】 ここで手元にある資料をご覧いただきたい

と思いますが、私の隣にいます未来の力育成委員会の髙

橋委員長が作成したものです。今年度計画している青少

年育成事業の説明資料になります。 

【髙橋委員長】（以下、髙橋） 私たちの委員会で計画し

ているのは、十日町市、津南町を含む越後妻有地域に住
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む中学生たちから、自分の住むまちの魅力に気付き、発

信してもらい、愛着を持ってもらおうという事業です。

私自身、当時は地元に関して何も考えていませんでした。

小林澪奈さんと小林美奈子さんは子どもの頃に地元に対

して何か思いがありましたか。 

【小林美】 私は旧新津市の生まれですが、神奈川県に

移り２歳までそこで暮らし、その後は長野に引っ越し、

それから新潟市へ行き、旧新津市には小学２年生の時に

戻ってきました。戻ってきた頃は、その土地のことなど

何も知りませんでしたが、中学生になって地元を知ろう

という学校の授業があり実際に自分のまちを歩きました。

新津には幸清水という水が湧いていたり、車両製作所が

あったりなどいろいろ調べましたけれど結局のところ、

その当時は「ふーん」みたいな感じでした。ただ、新津

で作っている電車が山手線を走っていると知った時は凄

いと思いました。でも「新津は、こんなところでいいと

ころだよ」とは人に言えませんでした。私は今、大学の

教育学部で子どもたちの事を勉強していますが、アクテ

ィブラーニングという手法があります。こちらが一方的

に教えるのではなく、子どもたちでグループを作ってグ

ループの中で答えを見つけていこうというもので、全国

的に教育はそのように変わってきています。子どもたち

に与えるのではなく、考えさせることが重要だと思いま

す。 

【小林澪】 小学生の頃、授業で十日町市のことを調べ

ることが多かったですが、調べたとしても「ふーん」程

度でした。当時は興味があまりなく印象に残りませんで

した。でも体験したことは印象に残っています。調べる

だけでなく体験が必要だと思います。 

【澤野】 私たちがやっている１００徒歩は、「生きる力

の醸成」です。体験学習は、学校の事業でも割とやって

いますよね。だから学校との差別化を図らないといけな

い。１００徒歩は何で差別化を図っているかというと４

泊５日という事です。これは学校ではできない、リスク

が高くてできないことなのです。しかし、学校教育は絶

対必要だし、町内の子ども会も大事、親戚などの繋がり

での活動もとても大事です。しかし、それとは違う地域

の人たちで子どもたちを育てようという４つ目の教育機

関が、ＪＣであったり、私たち１００徒歩だったりする

と思います。だから私たちは、学校では出来ない事をや

るべきだと思っています。学校は教育のプロです。プロ

に対して私たちはアマチュアな訳で、今でも私はアマチ

ュアだと思っています。なので、教育について一生懸命

勉強しますし、教育要領も読む、研修も一生懸命取り組

みます。プロに敵うには一社会人の目線で切り込んでい

くことしかありません。 

【髙橋】 私も委員長を受ける時に教育要領や学習指導

要領などを読ませていただきました。そこには１００徒

歩と同様に「生きる力」が必要だとありました。自立を

求められているのだと思います。 

【澤野】 自立、その為のツールが生きる力ですね。過

去には、「ゆとり」という時代もありましたが、今は、「ゆ

とり」でも「詰め込み」でもありません。アクティブラ

ーニング、主体的な対話で深い学びとなっています。そ

れを１００徒歩は実践しています。学生に対しても子ど

もたちに対しても、こちらから答えを教えません。何か

起こった時の対応は、自分たちで問題を探して解決して

もらいます。やってみて間違えても良いと思います。勿

論、怪我のリスクがあることに関しては大人が止めます

が、それ以外は自由にやってもらいます。その姿を見て

「もっとこうすれば、まとまるのに」と思う事もよくあ

りますが決して言いません。リーダーとサブリーダーが

話し合って解決する。スキルを上げておかないと本番が

怖いので事前研修からやっています。 

【長谷川】 与えるのではなく考えさせる、生きる力の

醸成ですね。さて、昔と今の子どもたちを取り巻く環境

はどうでしょうか。私の時代は外で暗くなるまで野球を

したり、川で魚をとったり、昆虫採集をしたり、勿論テ

レビゲームもありましたが、毎日仲間たちと一緒になっ

て遊んでいました。今の子どもたちは何を求めていると

思いますか。 

 【小林美】 ＳＮＳですかね。ＬＩＮＥ、Ｉｎｓｔａｇ

ｒａｍ、ＹｏｕＴｕｂｅなど一人で楽しめるものが多い

様に思います。 

【澤野】 子どもの数が減っている事も大いに関係して

いると思います。今の子どもたちの環境は、「６ポケット」

と言われるお父さん・お母さん、両親のおじいちゃん・

おばあちゃんから色々な物を与えてもらっています。か

つての日本は、兄弟が大勢いてご飯は取り合いで最悪食

べれないという時代でした。今は余る時代ですからね。
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結局、何でも揃っている時代でそういった事に苦労しな

い時代になっています。１００徒歩では、学生スタッフ

のみなさんには「大人」という立場よりも私たちと子ど

もたちの間を持ってもらって、手の届くお兄さんお姉さ

んという立場になってもらっています。それで子どもた

ちには、このお兄さんお姉さんを目指してもらいたいと

思っています。その為には、学生スタッフからは、地域

の事が大好きで輝いてる人になってもらいたいと思って

います。子どもたちは、そのお兄さんお姉さんを目指し

て、自分で考えて行動するわけです。親の背中ではなく、

近いお兄さんお姉さんの背中を見せて育てたいと思って

います。子どもたちは、親の背中を家庭で見ていますが、

あまりに身近すぎたり歳の差があってなかなか憧れるこ

とは少ないと思います。だからこそ身近に輝いているお

兄さんお姉さんがいることを見せてあげたい。例えるな

ら澪奈や美奈子みたいなお姉さんをね。二人の背中を見

て学生スタッフをやりたいという子どもたちが出てくれ

ば良い循環になりますね。いずれは澪奈や美奈子のよう

な学生スタッフから実行委員会に入ってもらえば、私た

ちは隠居して応援する立場になる事ができます。時代を

繋ぐ事を恩送りと言いますが、私たちに恩返しはいりま

せんので次の世代に送っていってくれれば良い関係が続

くと思います。恩返しだとそこで終わってしまうので恩

を送るということを常に考えてほしいですね。当然恩返

しも嬉しいですよ。でもよく言うように先輩に奢っても

らったら後輩に奢るという事ですね。 

 【髙橋】 先ほど澪奈さんのお話にもありましたが、当

時、学生スタッフに憧れを抱いていたとありましたが、

今の子どもたちも似たようなところに憧れを抱くことも

あると思いますので、どのようなところに惹かれたのか

教えてください。 

【小林澪】 私は小学生の頃、消極的であまり友達の輪

に入れないタイプでした。そういった私を見て学生スタ

ッフの方が声をかけてくれて、そこから班の子たちと話

せるようになったり、隊列から遅れてしまったときにサ

ポートしてくれる姿に、上の兄弟がいなかった私にとっ

て大きな存在として憧れを持ちました。 

【髙橋】 美奈子さんに質問ですが、「こんな大人に憧れ

る」や「こんな人になりたい」などありますか。また、

子どもたちへの接し方にも配慮が必要だと思いますが、

気にかけているところはありますか。 

【小林美】 班付きリーダーの時は、班の子どもたちを

一人一人見て、特徴に合わせた接し方をしていました。

個を見つつ全体が成り立つようにやっていました。私が

子どもの頃に思ったかっこいい大人はキラキラしている

人でした。小学校の時に「育てガキ大将」という月に一

度小学生が集まって、大学生と一緒にレクリエーション

をする団体があったんです。夏になると４泊５日でキャ

ンプしてゲームをしたりしていました。その時の大学生

のお兄さんお姉さんはすごいかっこいいなと思ってまし

た。優しく自分に声をかけてくれるお姉さんの笑顔が素

敵で憧れました。子どもと接する時につまらない顔をし

て接すれば、子どもつまらなくなりますから、何より自

分が楽しんで笑顔で接するようにしています。 

【長谷川】 何事も自分が楽しむことは非常に大事です

よね。さて、１００徒歩は４泊５日を集団で行動します

が、参加した子の中には集団行動が苦手な子もいるので

しょうか。 

【澤野】 どうやっても馴染めない子がいます。全国の

１００徒歩で言われていますが、私たちは子どものプロ

じゃありません。学校でも協調性がないのに私たちが預

かったところで無理があります。むしろ安全面などのリ

スクが高くなるので、時には「預かれません」と、はっ

きり言わなければならない時もあります。また、事業の

途中でも状況によっては「帰します」と予め伝えていま

す。確かに過去の子たちを見ていても、馴染めていない

だろうなという子はいました。事前の研修会では子ども

に協調性があるかを見ています。時には親御さんに直接

連絡を取ったりもします。全国の研修でもそこが一番大

切だと言われます。入り口の管理をしっかりしていれば

本番は何とかなります。そして、学生スタッフの受け入

れも同じです。協調性のない学生が来た時は怖いです。

子どもが言うことを聞かなかったり、プライバシーがな

いような状態で追い込まれてしまいヒステリックになる

学生スタッフも他地域の１００徒歩では、いたそうです。 

【小林美】 私が社会人になってからもスタッフを続け

ているのは、恩送りができればと思ってです。私は大学

生の時に初めて参加をしましたが、１００徒歩は、子ど

もが主役ですが実は学生スタッフも主役なんです。スタ

ッフ同士で一生懸命案を出し合って話し合い、良い結果

がでたりと２年間熱くやってきました。社会人になって
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仕事や色々な事に追われている時や辛い時に支えになっ

たものは何かと考えると、私は１００徒歩で経験した悔

しさとか、上手くいって心が通じた時の嬉しさ、綱領を

唱えて自分はできると言い聞かせた事など、社会人にな

ってからそれを実感しました。自分のできる限りで続け

ていきたいと思いますし、恩を次の世代に送っていきた

いと思っています。これがやっぱり１００徒歩の魅力だ

と思います。そんな風に思わせてくれる素晴らしい事業

なので多くの人に広めていきたいです。 

【小林澪】 ４泊５日で１００キロをみんなで歩き切る

というところも好きですし、みんなが全力で物事に取り

組んでいる雰囲気がすごい好きです。学校の体育祭や文

化祭とは違い、やりたい人が集まっているということも

ありますが、みんなで成功するために全力で向かってい

く姿勢が好きなので私は毎年参加をしています。 

【澤野】 私はＪＣ時代、何かやらなければならない義

務感や、やらされている感がありました。今では自分の

好きな事をやりたいと思ってやっていますが、地域のた

めにやってあげているという気持ちは持ってはいけない

と思います。続けている理由は自分の成長ですね。今、

働き方改革やワークライフバランスなどをよく耳にしま

すが、１００徒歩の主催者研修では「ワークライフ１０

０km バランス」という言葉があります。仕事も大事、私

生活も大事、そこに１００km というエッセンスを入れて

います。１００徒歩馬鹿ではダメだという事です。１０

０徒歩をやっているからこそ、仕事も上手くいっている

状況を作らないとダメなのです。これから社会に出てい

く子どもたちに人間的にも経済的にも成長していく姿を

見せてあげたいと思っています。ＪＣを一生懸命やって

会社を潰す人もいるが、バランスをいかに取るかを学ぶ

場がＪＣだと思います。ＪＣの皆さんにありがちですが、

家庭を顧みず、毎晩毎週どこかに出かける。私が理事長

をやったときもそうでしたが、もう家族は諦めていまし

たね。でもその代わりにそれ以上の経験を家庭にも仕事

にも生かそうと思ってやってきました。ＪＣだけやって

いればいいのではなく、それを基に何を自分で築き、会

社・家庭に落とし込んでいかなければ理解は得られませ

ん。ＪＣ活動を通して会社も良くなる、家庭も良くなる、

地域も良くなる、そういうところに目線を持ってもらい

たいと思っています。「目標は高く、目線を低く」とよく

言われますが、ＪＣで経験した事を目線を低くして落と

し込んでもらいたいし、仕事はやっぱり手を抜いてはい

けない。頑張りましょう。 

【長谷川】 本日は澤野団長からＪＣの先輩として、ま

た越後つまり１００㎞徒歩の旅のリーダーとしてお話を

伺いました。そして小林澪奈さんと小林美奈子さんから

のお話は、私たち十日町ＪＣにとって良い刺激とヒント

をいただきました。１００徒歩は、澤野先輩が理事長の

時に十日町ＪＣで行った事業ですが、今では、私たち現

役メンバーで当時を知る者は、ごく僅かとなってしまい

十日町ＪＣが行っていたという認識が低くなっています。

今一度私たち現役メンバーは、１００徒歩から学び、私

たちの事業に活かしていきたいと思っています。本日は

大変ありがとうございました。
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越後妻有きらり☆はっけん塾 

 
越後妻有は四季折々で様々な表情を見せます。そんな土地に惹かれ、国内外からこの地に移住をして

いる人が大勢いるのをご存知でしょうか。そしてこの地域の何に魅力を感じ移住したのでしょうか。こ

の地に住み続けている私たちには気付かない「何か」に気付いているのかもしれません。 

「越後妻有きらり☆はっけん塾」を８月８日（水）、９日（木）、１８日（土）の３日間で開催致し

ます。この事業は子どもたち（中学生）に、地域の魅力に理解を深めていただき、自分の言葉で魅力を

発信出来るようになることを目的としています。 

８日（水）は、移住された方々の映像を基に魅力の洗い出しを行い、９日（木）には魅力を実際に体

験し、疑似プレゼンを行っていただきます。そして最終日の１８日（土）には、魅力を一般の方にＰＲ

してもらう内容になっております。 

 子どもたちに地元を好きになってもらいたい一心で計画致しました。皆様からのご理解、ご協力の程

宜しくお願い致します。 

未来の力創造委員会 委員長 委員長 髙橋祥太 

  

ローカルアスロン２０１８ 

 
ちいき体感型トライアスロン＠越後妻有『ローカルアスロン２０１８』が９月２９日前日受付・３０

日大会の日程で開催をいたします。 

このローカルアスロンとは今年で３回目の開催となり、信濃川をラフティングでスタートし、田園風

景が美しい里山を自転車で駆け抜け、越後妻有の河岸段丘をトレッキングをしながら見ていただく地域

の魅力を一気に堪能していただくスポーツイベントです。各休憩ポイントでは魚沼産コシヒカリをはじ

めとした美味しい地元の食を堪能していただきます。この地域の魅力を参加者の皆さんに知っていただ

き越後妻有地域のファンをひとりでも多く増やせたら幸いです。皆様の友人・知人を誘っていただき大

勢の参加をお待ちしております。詳しくはローカルアスロンＨＰまで！！ 

 

郷土の力創造委員会 委員長 宮内 隆和 
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６月担当例会（会員拡大委員会）会員拡大講演会「今この時を力強く 未来のために拡大しよう」 

 

 

 

 

４月１日、 新潟市東総合スポー

ツセンターにて開催され、1 回戦

目、見附 JC・栃尾 JC 混合チーム

との試合は 6-2 で見事勝利！続く

2 回戦、糸魚川 JC との試合では、

9-6 で連勝！しかし、3 回戦目強

豪小千谷 JC との試合では今まで

の疲労が隠せず 4-15 で惜敗しま

した。当初の目標を大幅に上回る

結果を残すことが出来ました！ 

4 月 14 日、一般社団法人五泉青

年会議所の創立 50 周年記念式典

が五泉市総合体育館にて開催さ

れ、十日町の JC メンバーも参加

して参りました。式典ではピアノ

の生演奏もあったりと、厳かな雰

囲気の中行われました。 

歴代理事長への記念品贈呈式

では、五泉が織物の町ということ

でシルクのストールが贈られて

いました。 

4 月 29 日、名門である中条ゴル

フ倶楽部にてNBC会員交流ゴルフ

大会が開催されました。 天候に

恵まれ、共に汗を流し、多くのお

もてなしの中で楽しくコースを

まわることができたことで会員

同士の交流が深まりました！参

加したメンバーの体調が絶好調

ということもあり、素晴らしい躍

動っぷりでした。 
 

五泉青年会議所     

創立５０周年記念式典 
NBC 会員交流    

ゴルフ大会 in 中条 

事業報告 

NBC 会員交流    

バスケットボール大会 

In にいがた北 

６月４日、会員拡大委員会の担当例会が開かれました。今回は会員拡大講演ということで酒田ＪＣ

ＯＢの会員拡大のスペシャリスト鈴木篤先輩よりご講演を頂きました。この講演には柏崎、雪国ＪＣ

のメンバーの皆様もオブザーブとして参加頂きました。 

 十日町ＪＣの喫緊の課題である会員拡大。多くの事業を今年も展開していますが、会員拡大もその

中の重要な事業の一つと再認識し、この事業を継続しない限りこの団体の永続は不可能だというこ

と、また鈴木先輩ご自身の会員拡大の経験より考えられた拡大の手法についてご講演頂きました。講

演はユーモアも交えあっと言う間の７０分でした。 

 この学びを生かし十日町ＪＣは会員拡大について総力を挙げて取り組んで行きます！！！ 

活動報告 
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白根青年会議所   

創立３５周年記念式典 

5 月 12 日、本日は一般社団法人

白根青年会議所創立 35 周年記念

式典祝賀会が開催され、出席して

参りました。改めて JC は現役メン

バーだけではなく、先輩諸氏や地

域の人、文化、伝統など多くに支

えられて成り立っているのだと強

く感じました。 

５月２０日 本日、私たちの友

好 JC であります、岩手県は大船

渡 JC 様の創立５０周年記念式

典・祝賀会にお邪魔しました。 

 ２０１１年の震災から着々と

復興を遂げ、さらにまちづくりの

未来を見据える大船渡 JC のみな

さんの覚悟と意気込みを感じ取

ることができました。 

6 月 9 日、魚沼市小出郷文化会

館で開催された、一般社団法人魚

沼青年会議所の創立 35 周年記念

式典にお邪魔しました。 

式典では魚沼吹奏楽団による

国家、JC ソングの生演奏から始ま

りました。また、魚沼市名誉市民

である渡辺謙さんからのお祝い

のメッセージ動画があったりと、

大変素晴らしいものでした!! 

 

 

 

馬場
ば ば

 一
かず

真
ま

（２８） 

株式会社 マイル 営業課長 

 

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。 

 
 

大船渡青年会議所  

創立５０周年記念式典  

魚沼青年会議所   

創立３５周年記念式典   

生年月日：１９９０．４．２５ 

身長：１６９ｃｍ 

好きな物：カレー（飲み物） 

苦手な物：海鮮類 

意気込み 

十日町に育てられ、これからどのような

形で恩返しが出来るのかを常に考えながら

活動・報告が出来ればと考えております。 

新入会員紹介 
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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          株式会社谷内製材 

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  
 

【新入会員】 

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  （五十音順） 
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２０１８年度 ７月～９月 スケジュール 
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７月 ８月 ９月 
 

２日(月) 「例会」 

５日(木) 「正副理事長会議」 

７日(土) 「地区フォーラム」       

１９日(木) 「理事会議」 

２１日(土)「サマーコンファレンス」 

～ 

２２日(日) 

２９日(日) 「第３４回わんぱく相撲

全国大会」 

 

２日(木) 「正副理事長会議」 

５日(日) 「例会、納涼会」 

８日(水) 「越後つまりきらり☆ 

９日(木)  はっけん塾」 

１８日(土) 

２３日(木) 「理事会議」        

２６日(日) 「NBC 会員交流 

サッカー大会 in 雪国」 

 

３日(月) 「例会」              

６日(木) 「正副理事長会議」 

８日(土) 「新発田ＪＣ 

６０周年記念式典」 

１６日(日) 「佐渡ＪＣ 

４５周年記念式典」 

２０日(木) 「理事会議」 

２２日(土) ＮＢＣブロック大会 

      in 小千谷         

３０日(土) 「ローカルアスロン 
２０１８」 

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 

編集後記 

今回の山つつじ Vol.3 は青少年育成事業がメインの記事になっています。「未来への conversation（会

談）」においても JC の先輩が運営しています越後つまり 100km 徒歩の旅実行委員会と会談をしています。

会談を通じてこの地域には志の高い人が多くいるのだなと実感いたしました。このような事業が私たちの

自己満足で終わるのではなく、未来を担う子どもたちの何かのきっかけになっていただけたら幸いです。 

                   編集長 上村 将司 


