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皆様、明けましておめでとうございます！
公益社団法人 彦根青年会議所６５年目の
運動がスタートいたしました。
６５歳となった彦根青年会議所は衰えること
なく更なる高みを目指し日々邁進しておりま
す。また、昨年は第４７回滋賀ブロック大会
を主管するなど、メンバーが一つとなり活動
を共に展開して参りました。本年度は杉原理事長を先頭にメンバーが一つとなり強い絆でいきいき
と活動し、わくわくを地域に伝播するため、勢いそのままに２０１８年をスタート致します。本年度も
月報を通じて私たちの活動を発信していきます。一年間よろしくお願いいたします。
（総務広報委員会一同）
彦根市 玄宮園

■第６５代理事長 杉原 篤よりご挨拶申し上げます。
皆様、新年明けましておめでとうございます。
２０１８年度に向け８月より準備を進めて参りましたが、いよい
よ彦根青年会議所６５年目の新年を迎えました。２０１７年度は
第４７回滋賀ブロック大会彦根大会を主管して、大成功とかけ
がえのない経験を得ることが出来ました。本年度は大きな事業
こそ予定はされておりませんが、会員数が危機的な人数まで
減少してしまっている今こそ組織の根幹を立て直す一年にして
いかなければならないと考えています。２０１８年度スローガン
を「最高の仲間と共に 夢ある未来へ笑顔で進もう」と策定させ
ていただきました。本年度も私たちにはいろいろな修練という
大きな壁が向かってきますが、一生懸命に取り組めば必ず支
えてくれる仲間がいますし、そのような仲間との絆を深め一緒
に成長して乗り越えていきたいと考えています。
愛荘町 びんてまり館

甲良町 豊後守宗廣記念館

そして、彦根青年会議所の魅力と
必要性を見つめ直し、運動を共にす
る新たな仲間の獲得にメンバー全員
で取り組み、未来に繋げる一年にし
ていきましょう！！一年間、よろしく
お願い致します。
彦根青年会議所活動地域の写真
豊郷町 旧豊郷小学校

米原市 青岸寺

多賀町 多賀大社
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第６５代理事長

新春インタビュー

杉原篤君に聞く！

－ご家族は？
－座右の銘は？
妻、娘（小学４年生）、息子（小学２年生） 為せば成る！！
－ 生まれた日は？
１９７８年１０月３１日

－ご出身は？
彦根市高宮町

－お仕事は何を？
瓦勘 、屋根工事で朝から晩まで屋根の上に登ってます！！
－ご趣味は？
スノーボード（最近忙しすぎて全然いけてません）
ＢＢＱ（大晦日にメンバーと）、テレビでのスポーツ観戦
－理事長を受けた時のご家族の反応は？
妻（はっ？怒 ） 子ども（へぇ～）
－メンバーに対して期待することは？
大変なことも多くあると思いますが、そこを乗り越えて成長
できる一年にして欲しいです！！

第35回全国城下町シンポジウム彦根大会
杉原実行委員長時のシークレット写真

第６５代 杉原 篤理事長 誕生までの軌跡
怒涛の秋事業 中でも
当時西村忠生委員長が
計画された事業で委員
長の横について共に動
いていたのが印象が強
かった！！

創立６０周年後で一番
疲れ切っていた年でし
た・・・
一番委員会メンバーが
団結した年でもありまし
た！！

2017

2018

第６５代 理事長

全国城下町青年会議所連絡協議会
直前会長

64

監事

63

何と言っても第３５回
全国城下町シンポジ
ウム彦根大会！
以上！！（笑）

全国城下町青年会議所連絡協議会 会長
【【
第 代西崎 匠 理事長】

35

副理事長

第

代鈴木 宗亮理事長】

62

2016

回全国城下町シンポジウム
実行特別委員会 委員長
【【
第 代安居 輝人理事長】

副理事長

2015

【
【
第

代林 雅彦 理事長】

61

近畿地区 財政・規則特別委員会 委員

【【
第

60

2014

彦根オリジナル創出委員会 理事

60

会員活性室 室長

2013

周年実行特別委員会 懇親部会長
【 第 代上田 歌麿理事長】

59

会員活性委員会 理事

2012

近畿地区 凛然とした人材発掘委員会 委員
【【
第 代橋本 健一理事長】

代清水 智弘理事長】

代藤田 武史理事長】

58

次世代育成委員会 委員長

2011

【【
第

【「
第
57

彦根青年会議所 入会

2010

入会２年目で委員長をさせていただきまし
たが、理事会でほとんど答弁できないのに、
少々の質問で通していただける優しい理事
の皆さまでした。ただ、気仙沼も行きました
し、ものすごく動いた一年でした！！
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杉原君、理事長就任おめでとう！入会当時の理事長として本当にうれしく思います。
新入会会員時は、「お子さんを風呂に入れないといけないから夜は参加できない」とよく
言ってましたが、総踊りの山車作りを率先して取り組んだり、あっという間に主要メンバー
となって活躍してくれていました。
理事長職はあらゆる視線が常に注がれ、また頻繁に判断を求められる為、大きなプレッ
シャーを感じると思います。時には落ち込んだり、自分の力不足を思い知らされたり、恥を
かいたと感じることもあるかもしれません（私は結構ありました）。しかし、懸命に取り組ん
でいればそれを遥かに上回る喜びや気付きが必ずあります。
ラストイヤーで理事長を引き受けた今年まで１年も休むこと
なく走り続けた君は、きっと誰よりも彦根ＪＣへの思いが強いこ
とと思います。「人は人によってしか磨かれない」と現役の時
にはＪＣでよく耳にしました。いろいろな人と本気で真正面から
向き合い、たくさん苦労して、１年後さらに逞しく成長した姿を
見せてくれることを楽しみにしています。
２０１０年度理事長
藤田 武史先輩

杉原篤理事長のもと、２０１８年度彦根青年会議所運動がいよいよ始まりますこと
を心から御祝い申し上げます。
さて、私と杉原理事長の関係は、皆様からすると仲良くＪＣを共にした時間が長く
思っておられる方がおられるかもしれませんが、実は２０１５年鈴木宗亮理事長のも
と杉原理事長が副理事長で私が専務理事というたった１年のお付き合いしかござ
いません。しかし、本当に中身の濃い時間を共に過ごさせていただきました。その
中でも杉原理事長との一番の思い出といいますと、普通ならＪＣでの思い出がでて
くると思いますが、私の中では２０１５年正副室長会終了後の帰り大型トラックに玉
突き事故で２台とも廃車になり、一緒に病院に通ったことが思い出されます。その後
首の具合はいかがでしょうか。
迷った時はね「どっちが正しいか」なんて考えちゃダメよ
日が暮れちゃうわ 頭で考えなきゃいいのよ
答えはもっと下 あなたのことならあなたの胸が
知っているもんよ「どっちが楽しいか」で決めなさい
『最高の仲間と共に夢ある未来へ笑顔で進もう』のもと、
彦根青年会議所の皆さんが大いに活躍されることを期待
しています。精一杯楽しんでください。
２０１５年度専務理事
丸山 博樹先輩

Page 3/8

2018年1月6日

彦根ＪＣ月報

No.６４９

この度、杉原篤君が、２０１８年度（公社）彦根青年会議所の理事長として、伝統ある彦根ＪＣ
の６５年目をスタートしたということで私自身、大変嬉しく、同じ志を持つ仲間として誇りに感じ
ております。杉原篤君には、昨年の第３６回全国城下町シンポジウム福井大会を開催させて
いただいた折に、全国城下町青年会議所連絡協議会の会長として、大会成功に導いていた
だきました。
竹は節をつくることで丈夫で大きい竹になると言われますが、杉原理事長をはじめとする彦
根ＪＣが６５年目の本年、立派な節を作り、更なる飛躍の年となることを確信しております。そし
て、杉原理事長を先頭として、いきいきした彦根ＪＣメンバーが一丸となって巻き起こす運動が、
また一歩、ひこねを明るい豊かなまちに近づけることを想像すると、わくわくが止まりません。
最後に、長き道のりにはなりますが、杉原篤君が理事長として、
最高の仲間と共に、夢ある未来へ笑顔で進み、実のある最高の
一年となることをご祈念申し上げます。
２０１７年度全城連 副会長
公益社団法人 福井青年会議所
副理事長 清川 高行 君

杉原理事長と初めてお会いしたのは第３５回全国城下町シンポジウム彦根大会
の実行委員長として、その年の４月に松江にお越しいただいた時でした。その時
からとても凛々しく、目の前の物事に一生懸命取り組んでいる姿がとても印象深く
残っています。
その後、全城連の役員として御一緒させていただきましたが、その時も杉原会長を中心とした
結束力のあるチーム彦根ＪＣの姿を近くで見させてもらいました。「最高の仲間と共に 夢ある
未来へ 笑顔で進もう」のスローガンは、まさに杉原理事長が今までＪＣ運動を続けてこられた
中で感じてきたものが凝縮され、ストレートに表現されており杉原理事長らしいメッセージだと
感じました。第３５全国城下町シンポジウム彦根大会、また昨年の全城連会長で発揮された
リーダーシップを今度は理事長という立場で存分に発揮されている姿を楽しみにしています。
私も同期理事長として、また全城シンを主
管する年の理事長としてご縁を感じられず
にはいられませんでした。お互い忙しい年
になろうかと思いますが、体には気を付け
ながら、それぞれの明るいまちづくりに向
けて全力で進んでいきましょう。
２０１７年度全城連 副会長
公益社団法人 松江青年会議所
理事長 古藤 雅之 君
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２０１８年度役員紹介 Ｐｒｔ．１
２０１８年度執行部のみなさんより、質問形式でコメントを頂きました！

①役職名 ②氏名 ③会社名、仕事内容
④趣味（休日の過ごし方） ⑤今年の意気込み

①直前理事長 ②西崎 匠 ③（株）ニシザキ 寝具の製造販売
④テニス、美味しいコーヒーと甘いものを食べること
⑤８名いた同期入会も私と松尾君だけ。５２年生まれの同級生は昨年で卒業。私は２月生ま
れのメリット（？）を享受し、いよいよラストイヤーのＪＣ生活１１年目です。今年で卒業になりま
すが、ＬＯＭ・ブロック・日本と精力的に活動し、お世話になった彦根青年会議所と皆様に少し
でも恩返しできるよう努めてまいります。
①監事 ②北村 喜史 ③雷弩⇒自動車販売・整備業、 （株）ＴＨＰ⇒小売業（お土産物屋）
④ 休みという休みを取っていないけど休みはとりあえず寝る・ＪＣ。
今年から少し時間ができそうなので、しばらく封印していた城巡り一人旅をまたやろうかと画策中。
あと婚活！駆け足婚ってフレーズを流行らせたい（願望）
⑤去年は公私ともに本当に苦労が絶えない年だったので、それを乗り切った今年はいいことしか
起こらないとおもって日々前進しようと思ってます。樋●先輩がそんなことを去年の１２月に言って
いたので信じます。ＪＣでは最後の年になりますので、今まで受けた御恩を皆さんに返せるようにし
ていきたいです！じゃがいもの会長という大役も仰せつかりましたので、皆さんゴルフを始めてください。
そしてじゃがいもに参加してくださいね！
①監事

②樋田 崇史

③（株）山月、お弁当製造・配送

④子供に無理を言って、私の相手をいろいろしてもらう。
⑤卒業生でございますので、現役の皆様のお邪魔にならぬ
よう、微力ながら尽力させていただくとともに、杉原理事長を
お支えさせていただく所存です。
①副理事長 ②江頭 弘明 ③Egplan 広告・デザイン等
④ゆっくりor飲みに行く
⑤本年度副理事長を拝命いたしました江頭です。最終年度はゆっくりと
思っておりましたが、お声がけいただきましたので、大変重たい役で不安
が多くありますが、精一杯努めさせていただきたいと考えております！
①副理事長兼想いを紡ぐＲevision特別委員会委員長 ②川口 義弘
③(株)オバタ防災設備 消防施設工事業 ④ジョギング・読書（ほぼ漫画）・撮り溜めていたＴＶ番組を見る。
気が向いたら料理・買い物・ゴルフの練習・子どもと遊ぶ
⑤本年度も執行部として責任のある立場に就かせていただくことになりました。先ずは、私たちがメンバーを
引っ張っていくことを頭において、いい加減なことや中途半端なことはせず見本となるような振る舞いを心
掛けていきます。皆様、本年度も何卒宜しくお願い申し上げます。
①副理事長 ②福原 悠平 ③有限会社フクハラファーム、農業
④子どもと荒神山公園に行くこと。アニメ鑑賞。
⑤まだまだ長いJC生活をのんびり過ごそうと思っていましたが、入会以来可愛がっていただ
いている杉原理事長のために一肌脱ぎます。肌と言えば今年は理事長に負けないくらい黒く
なれるように仕事も頑張ります。
①専務理事 ②宮川 佳典 ③（株）伊勢幾 飲食業 ④海外ドラマ鑑賞 最近はクリミナルマインド
⑤専務理事って何だろうか、結局私は何をしているのだろうかと思い悩む年末を乗り越え２０１８年の門
出を迎えることが出来ました。皆さま明けましておめでとうございます。本年は杉原理事長の想いをメン
バー全員が認識し、体現する１年とするべく全力で下支えさせていただく所存です。何分未熟な身でご
ざいますので至らぬ点を多々あろうかと存じますが優しいご指導と厳しいご鞭撻を賜りますよう切にお
願い申し上げます。
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２０１８年度役員紹介 Ｐｒｔ．２
●２０１８年度室長・委員長紹介

①役職名 ②氏名 ③２０１８年度の意気込み

①組織いきいき室 室長
②木田 乃輔 （２０１４年入会）
③室長という重責を担わせて頂きありが
とうございます。何よりも、誰よりも、いき
いきとした２０１８年にします！！

①地域わくわく室 室長
②伊藤 卓也 （２０１３年入会）
③一年間、みんなでわくわくする活動
を行い、メンバーだけではなく、まち
が笑顔になれるよう頑張ります！！
①魅力あるひこね創出委員会 委員長
②塚越 秀治 （２０１１年入会）
③２回目の委員長職ですがフレッシュな
気持ちで１年間頑張るぞ！！やったらん
かい！魅力あるひこね創出委員会！！

①総務広報委員会 委員長
②北村 忠征 （２０１３年入会）
③総務広報！わたくしこの世で一番苦
手な 分野ですが、組織のため一年間
いきいきと全力で頑張ります！！
①組織活性委員会 委員長
②橋本 一幾 （２０１６年入会）
③一年間組織のために、いきいきと全
力で頑張りますよ～！！それと、全力で
会員拡大しますよ！！ヨロシク！！

①笑顔溢れるひこね創造委員会 委員長
②中島 正善 （２０１６年入会）
③初めての委員長職ですが、一年間笑顔で
頑張るぞ！目標体重２０㎏減！！

●２０１８年度特別委員長紹介
①財政規則特別委員会 委員長
②森 公亮 （２０１３年入会）
③毎月の財特で予算・決算、コンプライアン
ス隅々までしっかりチェックします。あかん
もんはあかんねん！覚悟しとけよ～！笑

①想いを紡ぐＲｅｖｉｓｉｏｎ特別委員会 委員長
②川口 義弘 （２０１２年入会）
③皆様、新年あけましておめでとうござ
います。７０周年へ向けて運動指針を振
り返り再認識し、時代の変化に対応した
運動指針に進化させ、熱い思いで運動
できる明確なビジョンを策定します！！

☆メンバー情報コーナー☆

☆出向者リアルガチ情報☆
役職

氏名

委員

西崎 匠

国家戦略グループ 教育再生会議

委員

林 俊哉

国家戦略グループ 憲法改正推進委員会

委員会名

●公益社団法人 日本青年会議所 近畿地区 滋賀ブロック協議会
氏名

監査担当役員

西崎 匠

委員長

林 俊哉

Ｓ６３．１．２１ 泉 了樹郎君

１月生まれのメンバーおめでとうございます。

●公益社団法人 日本青年会議所

役職

お誕生日

委員会名

ＪＣ連携委員会

幹事

澤田 晃仁 ＪＣ連携委員会

委員

宮川 佳典 ＪＣ連携委員会

委員

北村 喜史 広報ネットワーク委員会

委員

大澤 陸矢 まちの人財育成委員会

委員

西川 隼世 まちの人財育成委員会

委員

川口 義弘 ブロック大会運営委員会

委員

澤 明紀

湖国ブランド創造委員会

委員

森 公亮

財政規則特別会議

●全国城下町青年会議所連絡協議会
役職

氏名

直前会長

杉原 篤

☆突撃隣のＬＯＭ何してる？☆
一年間を通し、他ＬＯＭを取材する企画「突撃とな
りのＬＯＭ何してる？」を当委員会が全力で展開し
て参ります！普段は共に活動することはあまりあり
ませんが、志は一つです。滋賀県内で同じ志をもち
活動される１０ＬＯＭの今を取材し記事にします。県
内１０ＬＯＭが行う活動を取材することにより、情報
共有ができＬＯＭの垣根を越え、今後の活動の幅
が広がること間違いなし！！取材から得た他ＬＯＭ
の情報をフィードバックし、彦根青年会議所が行う
活動の新たな発想へ！
一年間お付き合いをよろしくお願いします。
総務広報委員会一同
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☆２０１８年新入会員紹介☆
名前 安藤 広輝（あんどう ひろき）
勤め先 近江鉄道（株）
生年月日 昭和６３年 ７月２９日
わからないことばかりですが、JC活動を
通じ、人との繋がりを深めていきたいで
す。よろしくお願いします。

名前 青木 克実（あおき かつみ）
勤め先 社会福祉法人 心暖まる会
生年月日 平成２年 ４月２９日
JCに入会できたことを光栄に思います。
人生を左右する決断でしたが、三信条
を胸に粉骨砕身努めてまいります。
名前 澤井 雄一（さわい ゆういち）
勤め先 雄飛左官店
生年月日 昭和５９年 ８月１７日
人として、大人として、スキルアップし
たいので、ＪＣに入会しました。これか
らよろしくお願いします。

名前 土田 浩史（つちだ ひろし）
勤め先 滋賀中央信用金庫 平田支店
生年月日 平成元年 ８月 ６日

名前 飛松 龍
勤め先 マニュライフ生命保険㈱
生年月日 昭和５９年１２月１０日

名前 藤野 達也（ふじの たつや）
勤め先 藤野興業
生年月日 平成３年 ５月 ８日
わからない事だらけですが全力で頑
張りますので宜しくお願いします。

JC活動を通して、人と人との繋がりの大切さ、繋
がることによっ て生まれる相乗効果、そして地域
への還元と少しでも地元を明るくできる手助けを
したいと思います。 どうぞ、宜しくお願い致します。

ＪＣに入会できたこと光栄に思います。いろ
いろなチャレンジの中で、信頼いただける
人間へと成長します。宜しくお願いします。

名前 村田 佳嗣（むらた けいし）
勤め先 村建
生年月日 昭和６１年 ３月３１日

名前 山田 雅崇（やまだ まさたか）
勤め先 ㈲ヤマダ油脂
生年月日 昭和６３年 ５月２７日
今年から彦根青年会議所の一員になり
ます。自分がこの団体に入った理由は、
新しいネットワーク(交友関係)を築き、自
分を育成したいと思ったからです。宜しく
お願いします。

仕事の繋がりだけじゃなく異業種の方と繋
がりがもてる事とまちづくりにも興味があり
入会させていただきました。まだまだわから
ない事とだらけなので宜しくお願いします。

名前 山本 勝昭（やまもと かつあき）
勤め先 （株）ウィルコーポレーション
生年月日 昭和５９年１０月３１日
ＪＣで友達作りと、自分磨きを頑張ろうと
思います。
よろしくお願いします。

橋本組織活性委員長と委員会メンバーはじめ、メンバー全
員で拡大に取り組んだ結果、９名の仲間を新たに迎えるこ
とに成功しました！！橋本委員長、曰くまだまだ納得してい
ません！！と力強い言葉を頂きました。引き続き、メンバー
全員で共に活動する新たな仲間の発掘に取り組んで参り
ます！！拡大情報が御座いましたら、橋本委員長の携帯
まで！！０９０－４９０２－６８０７

☆理事会通信☆

第１回理事候補者会議
２０１７年１１月２２日（水） １７：００ ～ ２６：０５

第２回理事候補者会議

審議事項
１号議案

２０１７年１１月２９日（水） ２０：０７ ～ ２０：３９

２０１８年度理事候補者会議および理事会開催の件
全会一致

審議事項

２号議案

２０１８年度事業計画（案）承認の件

全会一致

１号議案

３号議案

２０１８年度職務分掌（案）承認の件

全会一致

４号議案

２０１８年度収支予算書（案）承認の件

全会一致

５号議案

２０１８年度ＬＯＭスローガン承認および掲出物作製の件
全会一致

協議事項 彦根青年会議所新聞新年号記事内容の件

６号議案

彦根青年会議所２０１８年度公式Ｗｅｂサイト開設の件
全会一致

１号議案

仮入会会員承認の件

全会一致

２号議案

ハンドブック作成の件

全会一致

３号議案

２月度例会～我ら、ひこねの街並み保存し隊～開催の件
全会一致

１月度新年交流例会開催の件

全会一致

第３回理事候補者会議
２０１７年１２月１５日（水） １９：０６ ～ ２３：０９
審議事項

７号議案

彦根青年会議所公式Ｗｅｂサイト及びＳＮＳ運営の件
全会一致

８号議案

彦根青年会議所新聞新年号発行の件

全会一致

９号議案

月報発行の件

全会一致

４号議案

２月度通常総会開催の件

全会一致

１０号議案

１月度新年交流例会開催の件

取り下げ

５号議案

２０１８年度会員会費徴収の件

全会一致
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☆委員会ゲキアツ情報☆
総務広報委員会
あけましておめでとうございます！
総務広報委員長として一年間全力で職務を全う致し
ます。連載記事「突撃となりのＬＯＭ何してる？」お楽
しみに！！

組織活性委員会
今年はなんと９名の新入会員とともに、スタートをき
ることができました。やったー！！今月は、恒例の京
都会議があります。盛りだくさんの内容となってます
ので、全メンバーで京都の地に行きましょー！

魅力あるひこね創出委員会

笑顔溢れるひこね創造委員会

新年明けましておめでとうございます。４月例会、
カロム大会、１０月例会と担いは盛り沢山です。委
員会メンバー一同気合い入ってます！例年にない
すごいこと考えてますので乞うご期待！！

いよいよ２０１８年度が始まりました！至らない点があ
りますが、このまちのため、次代を担う子どものために、
とにかく突っ走って行くのでよろしくお願いします！

想いを紡ぐＲｅｖｉｓｉｏｎ特別委員会

財政規則特別委員会

６０周年に作成された運動指針を振り返り再認識し、
時代の変化に対応した運動指針に進化させ、メンバー
が彦根青年会議所７０周年に向けて熱い想いを持って
運動を展開できる明確なビジョンを作成します。

毎月の財特で予算・決算、コンプライアンスはもちろん
のこと、議案書の隅々まで委員会メンバー一丸となり、
しっかりと確認を行って参ります。容赦しませんよ！！

開催テーマ 「公に誠を尽くす」

☆京都会議☆

ＴＯＰＩＸ

開 催 日 時 ２０１８年１月１８日（木）～１月２１日（日）
開 催 場 所 国立京都国際会館ほか市内各所

「日本創生フォーラム」
１月２０日（土） １４：３０～１５：３０ 会場：国立京都国際会館 メインホール
「教育再生フォーラム」
１月２０日（土） １５：４５～１７：１５ 会場：国立京都国際会館 Room A
「安全保障の今を知り 憲法改正を考えるセミナー」
１月２０日（土） １０：３０～１１：３０ 会場：国立京都国際会館 アネックホール
「公益資本主義推進フォーラム」
１月２０日（土） １５：４５～１７：１５ 会場：国立京都国際会館 アネックホール
「未来を切り開く人財フォーラム」
１月２０日（土） １５：４５～１７：１５ 会場：国立京都国際会館 メインホール

☆２月度例会～我ら、ひこねの街並み保存し隊～☆
日時： ２月 ６日（月） １９時 ～ ２１時４９分（メンバー向け例会）
場所：納屋七（広田家住宅）
講演：濱崎 一志志 「ひこねの景観重要建造物紹介」
戸所 岩雄氏 「地域資源の活用事例紹介｝
日頃何気なく通り、見過ごしてしまう古い町並みや町家も地域資源の一つで
す。本例会を通して、ひこねの町並みに触れ、その歴史的価値や魅力を感じ取
る中からまちへの愛情と誇りを育むことで、愛郷心満ち溢れた「ひこねびと」の
育成を目指す一助にしたいと考えております。ＮＰＯ法人彦根景観フォーラムの
濱崎氏・戸所氏に古い町並み・町家の魅力を紹介していただき、実際に町並み
を散策します。私たちメンバーがどのようにして地域資源の価値や魅力を未来
に伝え広げるのかを考えていただきます。
◆◆◆編集後記◆◆◆
新年明けましておめでとうございます。昨年１０月からスタートし２ヵ月間なかなかうまくいかず、苦
難しましたが木田室長、委員会メンバーとともに、何とか１月号月報を発行することができました。これ
から１年間皆さまにご迷惑をお掛けするかとは思いますが、委員会メンバー一丸となり総務広報委員会の
担いを全うできるように必死のパッチで頑張ります！よろしくお願いいたします。（北村忠）
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