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 2018.12.9 Vol.5                               ローカルアスロン 2018 

 

 ～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【最終号】 
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 卒業生からのラストメッセージ 

 
ＪＣ経歴 
２００５年 入会 ＭＡＴＳＵＲＩ委員会 

２００６年    総務広報委員会 

２００７年    青少年委員会 

２００８年 理事 青少年育成委員会 副委員長 

２００９年    雪まつり特別委員会 副委員長 

２０１０年    人材開発委員会 

      出向 新潟ブロック協議会 情報戦略委員会 

２０１１年    「地域の宝」共育委員会 副委員長 

２０１２年    ５５周年特別委員会 副委員長 

２０１３年 理事 雪まつり特別委員会 委員長 
２０１４年    社会開発委員会 

      出向 ＡＣＴＩＯＮ発信委員会 幹事 

２０１５年    副理事長 

      出向 新潟ブロック協議会 財政局次長 

２０１６年    仕合せ委員会 

      出向 （公社）日本青年会議所 国家グループ 

         サマーコンファレンス運営特別委員会 

２０１７年    理事長 

２０１８年    直前理事長 

         会員拡大委員会 副委員長 

      出向 持続可能な地域創造委員会（北陸信越地区） 

 
 
 

１３年間十日町青年会議所にお世話になりまし

た。 

在籍期間、楽しいこともあり、逃げ出してしまい

たい、JC をやめたいと思うこともありました。先輩

諸氏からの励ましやご指導のもと無事卒業を迎えら

れます。会社や家族に迷惑をたくさんかけたと思い

ますが、それ以上に自分自身成長したのかなと恥ず

かしながらそう思います。昨年第６１代理事長を預

かり、無事に終えることが出来た事は、一生の思い

出です。山田専務には女房役としてたくさんの時間

を託していただきまして感謝しております。そして、

何より在籍中私のわがままに付き合っていただいた

メンバーと関係各所の皆様に心からの感謝を申し上

げ、最後のメッセージとさせていただきます。 

 

「倒れるときは前のめり」 

「死ぬこと以外かすり傷」 

「すべての原因我にあり」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

理事長挨拶 

第６２代理事長 長谷川 吉徳  

        ㈱長谷川砂利 

 

皆様こんにちは。第６２代理事長の長谷川です。 

日頃は、私たち公益社団法人十日町青年会議所に多大なるご支援とご協力を賜りますことに厚く御礼を申

し上げます。 

さて、早いもので１２月となり２０１８年度も残すところ１ヶ月を切りました。私たち十日町ＪＣは、今

年度「今この時を力強く 未来のために行動しよう」をスローガンに、５つの委員会を設置し、「人と人が

結ぶ 魅力溢れる郷土の創造」を目指して地域に必要とされる様々な分野の事業を展開させていただきまし

た。各事業とも開催に至るまでに、多くの方たちから関わっていただき、議論を深め、ご理解を頂きながら

進めさせていただきました。一年間を通じて多くの方々と関わることで、「自分たちの住むまちは、自分た

ちで築き上げていかなければならない」ことを改めて実感いたしました。 

この広報誌「山つつじ」では、その活動内容や情報を皆様にお伝えしたところでありますが、本号ｖｏｌ．

５を持ちまして今年度最後の発刊となります。今回は一年間の活動をまとめさせていただきましたので、ど

うぞご覧ください。 

結びに、来年１月からは、２０１９年度が新体制のもとスタートいたしますので、ご期待頂くと共に、引

き続きのご支援とご協力をお願い申し上げます。一年間誠にありがとうございました。 

重野剛基 

㈱大野重機建設 
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ＪＣ経歴 
２００７年 入会 JAYCEE アカデミー拡大・研修委員会 

２００８年    青少年育成委員会 

２００９年    指導力開発委員会 

２０１０年    渉外事務委員会 副委員長 

２０１１年    友達１００人できるかな。委員会 

      出向 新潟ブロック協議会 

Interaction Niigata 委員会 

２０１２年    地域の源発信委員会 

  ５５周年特別委員会副委員長 

２０１３年 総務広報委員会  

      出向 新潟ブロック協議会 Niigata Pride 委員会 

２０１４年 理事 総務広報委員会 委員長 

２０１５年 社会開発委員会 

      出向 新潟ブロック協議会 副事務局長 

２０１６年 理事 副理事長 

２０１７年 理事 副理事長 

  ６０周年特別委員会 委員長 

２０１８年 監事 

  

 
 
２００７年の入会から１２年目を迎え、おかげ様で

ようやく卒業となりました。これまで続けてこられた

のも、共に活動し、未熟な私を指導してくださった先

輩と、多くの助けをくれた現役会員、そしてＪＣで家

を空けることに対していい顔はしないけれど多少は

理解してくれている妻と家族。そして不在を助けてく

れた従業員と多くの支えがあってのものでした。 
ある先輩が「もしＪＣに入っていなかったら」なんて

ことを仰っていました。卒業するにあたって私も考え

てみると、今ある自分の大半はＪＣでの経験や体験が

影響していると思います。これまで委員長、副理事長、

監事と様々な役職を経験させていただき、ＪＣでしか

得られない学びを多く得られました。もし入会してい

なかったらと想像もできないほど人生の大きな財産

となっています。本当にありがとうございました！ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
ＪＣ経歴 
 

２０１２年 入会  総務広報委員会 

２０１３年     総務広報委員会 

          副事務局長 

２０１４年     総務広報委員会 
 
２０１７年 再入会 総務広報委員会 

２０１８年     未来の力育成委員会 

 
 
 
「JC に入ったからにゃあ卒業しなきゃ意味ないよ」今

から２年前の冬、こじま寿司の親父さんに言われたセ

リフが私を動かしました。 
初めての入会は２０１２年。同世代との繋がりを広げ

る目的で入った JC は想像以上に硬派な団体でした。

総務委員会の仕事や５５周年事業など、保育園児を育

てながらの活動は苦難の連続でもありましたが、志高

い仲間と過ごす時間は私にとって学びの宝庫であり

ました。 
しかしそれから 2 年後の冬、自身の体調不良に始まる

数々のアクシデントに見舞われ、他の団体を含め社会

活動が困難な状況に陥り JC も退会。一時は悲嘆に暮

れる日々を送っていましたが、奇跡的に状況が好転し

生活にも落ち着きを取り戻し始めた頃、冒頭の親父さ

んの言葉が私の心に突き刺さりました。 
「このままでは一生後悔する・・・」こうして２０１

７年 7 月、前例のない「再入会」に至りました。その

後の６０周年事業、雪まつり、青少年育成委員会など、

復帰を温かく迎えてくれた仲間との活動と通して、や

はり諸先輩方の築いた歴史と伝統ある JC だからこそ

得られる経験は個人の成長はもちろん、豊かな地域性

を育む原動力になると確信を得ました。こうして卒業

を迎えられたこと、心から感謝申し上げます。 
 

田村祐昌 

㈱田村自動車 

滝沢 梢 

㈲瀧長商店 
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ちいき体験型トライアスロン 

ローカルアスロン 2018  
 ９月２９日、３０日に「ローカルアスロン２０１８」がこの越後妻有地域にて開催されました。今回はこの事

業について触れてみたいと思います。 

 

 

   

 

この「ローカルアスロン」という単語は（local × triathlon）を意味する造語であり、越後妻有地域（新

潟県十日町市・津南町）を舞台に、この魅力を一気に味わえる新感覚のスポーツイベントです。ラフティング、

バイク、トレッキングを通して、下記の「５つ」の魅力を体験できます。 

① 信濃川の魅力 

信濃川は新潟県と長野県にまたがって流れる日本一長い川（３６   

７キロメートル）です。十日町市を中心とする信濃川中流域では勾配

もありラフティングには最適です。 

②アートの魅力 

十日町市・津南町エリアは大地の芸術祭の里として国内外の多くの

アーティストの作品が各地に点在しています。大自然をキャンパスに

見立てて制作されたアートの数々はその地域と共に様々な魅力を発

信しています。 

③自然の魅力 

十日町市・津南町エリアは信濃川を中心に東の魚沼丘陵、西の東頸城丘陵の山々が連なり十日町盆地とともに

９段からなる河岸段丘が形成されています。 

④食の魅力 

日本有数の豪雪地ならではの豊富な雪解け水、十日町盆地の地形による昼夜の寒暖差になどコシヒカリの栽培

条件に最適な栽培環境と生産者の栽培技術向上により最高級の

魚沼産コシヒカリが生み出されます。 

⑤人の魅力 

豪雪地帯に生きることで長い冬を耐え忍ぶ忍耐力と生きる強

さ、昔は総出で助け合って順番に田植えを行うなど助け合いの精

神がありました。豪雪地、山間地ならではの自然と共に生きる温

かみのある人間性が今も根づいています。 

 

ところで「ローカルアスロン」って何なの？ 

① 信濃川の魅力 ②アートの魅力 ③自然の魅力 ④食の魅力 ⑤人の魅力 

この５つの柱をラフティング、バイク、トレッキングをしながらゆったりと体感してもらいます。 
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当日の様子 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黄金の絨毯の中を疾走しました！！ 

今年は電動アシスト自転車での参加も OK でした 

ちょうどよく漬かったキュウリ！！ 

郷土の力創造員会  委員長  宮内 隆和 

 

今年で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２０１８」を９月２９日前日受付、

３０日本番で開催いたしました。 

ラフティング、バイク、トレッキングの３つのスポーツを通して今回は慶地の棚田やうぶすなの家、ナカ

ゴグリーンパーク、節黒城跡展望台など例年と違った地域の魅力を体感していただくコース設定としまし

た。 

参加者は県内・県外はもとより国外からの参加もあり、また電動アシスト自転車の使用も可能としたこと

で幅広い層の方々から参加をいただきました。当日は台風の影響で信濃川水位の上昇のためラフティングが

中止となってしまいましたが参加された皆様にはこの地の多くの魅力に触れていただけたのではと思いま

す。 

開催にあたって準備段階からご協力いただきました関係各所の皆様には本当に感謝しております。今回の

事業を通じて郷土の魅力を少しでも発信できたなら幸いです。本当にありがとうございました。 

エイドステーション うぶすなの家にて 

清兵衛そばを食べながら、パシャリ� 
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１１月２日の例会終了後『防災・減災シミュレーション』としまして、越後妻有防災ネットワーク協議会を構

成する十日町市社会福祉協議会様、セーフティネットぼうさい様にも参加いただき行いました。さて、この『防

災・減災シミュレーション』ですが、越後妻有防災ネットワーク協議会として災害時に迅速に活動できるように

相互の連携を強め、災害ボランティアセンター運営時の課題を各団体が認識でき、また災害時の行政の動きも学

べ、災害発生前から準備できるようになることを目的として行われました。 

当日は十日町市役所総務部防災安全課の髙澤様より災害警報の発表基準、土砂災害警報システム等についてご

説明をいただいた後に、上記のシミュレーションが行われました。新潟県中越地震の際に起きた実例をもとに、

ボランティアセンター内での問題解決に向けたシミュレーションを５つの班に分け行いました。班ごとに事例解

決に向け議論が行われ、最後には班ごとに事例に対する対応を発表し合いました。参加した方々も新潟県中越地

震が起きた時に実際に、ボランティアセンターに寄せられた要望、問題の難しさに直面でき、またボランティア

センターの動きを疑似体験できるいい機会になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
越後妻有防災ネットワーク協議会による 

「防災・減災シミュレーション（１１月担当例会）」 
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委員会活動報告  委員会毎に一年間の活動をまとめました。 

郷土の力創造委員会 

委員長  宮内 隆和 

委員  平野 宗隆 

委員  馬場 一真 

副委員長 星名 大輔 

委員   杉谷 仁大 

委員   斎藤 裕文 

委員  小堺 豊 

委員  小杉 美香代 

 

未来の力育成委員会 

委員長  髙橋 祥太 

委員  滝沢 梢 

副委員長 大田 記央 

委員   阿部 寛生 

委員  野上 知幸 
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会員拡大委員会 

委員長  飯塚 信広 

委員  星野 由加 

副委員長  重野 剛基 委員  佐藤 幸治 

 

総務広報委員会 

委員長  尾身 信幸 

委員  吉田 昌代 

委員  曽根 亮 

副委員長 山田 武 

委員  上村 将司 

委員  蕪木 陽一 

委員  村山 亮太 
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雪まつり特別委員会 

委員長  佐藤 幸治 副委員長  山田 武 副委員長 星名 大輔 

 

２０１８年度も皆様のご支援により活動することが出来ました 

今後ともご指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します 
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１０月２５日、十日町中学校に、３年

生を対象に「越後妻有きらり☆はっけん

塾」という出前授業を行ってきました。 

十日町市・津南町地域の魅力について、

移住者の方のインタビュー動画を見た

後、「この地域の好きなところ」につい

てグループワークを行い、最後にその成

果を発表していただきました。 

十日町市・津南町地域には多くの魅力

があります。私たちとしましては、生徒

の皆さんから周囲にこの魅力をより多く

語れるようになってもらいたいと強く願

います！ 

 

１０月２６日、青空のもと信濃川クリ

ーン作戦が行われました。十日町市各所

で約２５０名もの人達が、日頃の感謝を

込めてこの十日町地域のゴミ拾いを行い

ました。 
 十日町青年会所は信濃川の河川敷、つ

まりっ子ひろば付近のゴミ拾いを行いま

した。 

 １０月２７日、雪国湯沢の地で第２回

新潟ブロックコンファレンスが開催され

ました。 

式典の中では、初の試みとなった「新

入会員入学式」が行われ、十日町 JC か

らも新入会員が参加しステージに登壇し

ました。 

また、２０１９年度の県内各地 JC の

理事長や新潟ブロック協議会役員の紹介

も行われました。 

今回も県内各地の会員の結束が強ま

り、また新入会員ほか歴の浅い会員も溶

け込むことのできた素晴らしいイベント

でありました！！ 

曽根 亮 （３８） 
曽根事務所 

所長(土地家屋調査士) 
 

 

 

生年月日：１９８０．３．９ 

身長：１７１cm 

好きな物：バイク  

苦手な物：乱雑 

入会のきかっけ：長谷川理事長による勧誘を頂

いたこと  

意気込み：会やイベントに出来るだけ参加する 
 

 

信濃川クリーン作戦 

新入会員紹介 

活動報告 

第２回新潟ブロック  

コンファレンス 

越後妻有きらり☆  

はっけん塾 
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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 

春日モータース         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場 

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  （五十音順） 
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２０１８年 

【スローガン】 

～今この時を力強く 未来のために行動しよう～ 

【基本理念】 

人と人が結ぶ 魅力溢れる郷土の創造 

 

２０１９年  

【スローガン】 

向上心 

【基本理念】 

地に足をつけ越後妻有地域の一人ひとりがより豊かになることを目指します 
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編集後記 

残すところ２０１８年度も僅かになり、今年度の総括、そして来年度に向けて本格的に動き始

めています。今年度は先輩諸氏から受け継いできた広報誌「山つつじ」の編集の担当をさせてい

ただき、皆様のご指導、ご鞭撻、そしてご支援のおかげをもちまして任を全うする事が出来まし

た。ありがとうございました。 

引き続き来年度も皆様からの変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます。 
                   編集長 上村 将司 


