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☆２０１８年１月度 新年交流例会☆
２０１８年度も毎年恒例となる、１月度新年交流例会からスタートです。私たちの活動地
域より多くの来賓、特別会員の皆様にご臨席賜り、盛大に開催されました。おもてなしの一
つとして毎年趣向を凝らしているオープニングでは、本例会を華やかに、そして、元気にス
タートさせるべく、ひこねを中心に活動をしている、Ｇｒｏｗ ｄａｎｃｅ ｓｔｕｄｉｏのキッズダン
サーに力強い踊りを披露頂きました。理事長挨拶ではメンバーが減少する中でも私たちの
底力は健在であると強いお言葉を頂き、私たちが行う活動の重要性や、まちに対する想い
を聞くことができ、メンバー一同身の引き締まった瞬間でした。挨拶前の裏方での理事長
は今までに見た事が無いぐらいすごく緊張した面持ちでした。本当にお疲れさまでした。
そして、彦根市長大久保貴様、彦根商工会議所会頭小出英樹様のご祝辞では、彦根青年
会議所への期待を言葉に表して頂き、ここでもメンバー一同身の引き締まった瞬間であっ
たとともに、２０１８年度の活動に邁進することを胸に誓った瞬間でした。鏡開き後に彦根市
議会議長八木嘉之様より乾杯のご発声を頂きました。本年度は、各市長・町長によるご挨
拶並びに新年ＰＲタイムを乾杯後すぐに執り行わせて頂く設えとさせて頂きました。これも
おもてなしの一つであるのだと執行部の気遣いを感じることが出来ました。食事中の歓談
では、西崎直前理事長と川口副理事長に１月度仮入会会員９名を来賓・特別会員の皆様
へご紹介に回って頂き、名刺交換をさせて頂きました。去年の新年交流例会を経験してい
ない澤田君、中西君も一緒にと西崎直前理事長よりお気遣い頂き共に紹介して頂きました。
月報１月号の理事会通信をご覧になられた皆様はご存知だとは思います
が、１月度新年交流例会の議案は執行部上程にも関わらず、一度取り下
げております。僕たち委員長連だけでなく、全メンバー、そして、ご覧にな
られた特別会員の皆様からも不安の声を頂戴しました。が、そこはさすが
執行部！！大きな問題もなく新年交流例会を開催されました。担当された
江頭副理事長は気合いが入りすぎて鼻血を出しながらも前日準備、当日
リハーサル、そして、本番と本当にご設営お疲れ様でした。僕たち委員長
連も見習って今後の事業を成功させて行きます！（＾＾）！（北村忠）

☆１月度仮入会会員入会式☆
２０１７年１０月頃から橋本組織活性委員長筆頭に全メンバーで拡大活動に取り組んだ結果、本年度は９名の仮入会会員と
共に、スタートを切る事が出来ました。新年交流例会前には、仮入会会員入会式が行われ、仮入会会員は緊張の面持ちで
した。これから活動を共にする仲間との顔合わせは新鮮で改めて気合いの入る仮入会会員入会式となりました。仮入会会
員の皆さん！これから様々な経験をされるかと思います。山あり谷ありですが、心を一つに頑張って行きましょう～！（＾＾）！
そして、一人でも多くの仲間を増やすために、メンバー全員で拡大活動に取り組みましょう！！
２０１８年度初の会員大会として、１月１９日から開催され
ました京都会議に多くのメンバーで参加してきました。
１月２０日には、全国城下町青年会議所連絡協議会加盟ＬＯＭとして杉原直前会長をはじめ数名で役員会、通常総会に参
加しました。２０１７年度増田運営専務上程により、役員会、総会で２０１７年度事業報告並びに収支決算書が無事承認され
ました。増田先輩ご卒業後にも関わらずお疲れさまでした！総会の最後には、第３７回全国城下町シンポジウム松江大会
のＰＲも行われ、松江青年会議所の迫力に圧倒されました。５月１８日から２０日の松江大会は多くのメンバーで参加しま
しょう！また、国立京都国際会館では、様々なセミナーが開催される中、西崎直前理事長が出向しておられる、国家戦略グ
ループ教育再生会議に参加し、ＪＡＹＣＥＥとして多くの事を得られました。西崎直前理事長お疲れさまでした！！
そして、組織活性委員会によるＬＯＭナイトでは、昨年ご卒業されました増田先輩にも引き続きご参加頂きました。
各地青年会議所がＰＲに来られる中、互いに刺激があり仮入会会員やメンバーの
意外な一面が現れ、大盛況で終えることができました。組織活性委員会の皆さん
設営お疲れ様でした。さすがですね～設営しっかりされてたので楽しむことが出来
ました。１月２１日は、国立京都国際会館にて新年式典が行われ、早朝より多くの
メンバーで、日本青年会議所第６６代青木照護直前会頭より、２０１７年度のお礼
を受取り、２０１８年度は「和」の精神性を大切に「感謝の心を似て誠を尽くそう」を
テーマとされておられる第６７代池田祥護会頭より、想い溢れたお話を多くのメン
バーで聞くことができ、大変身に残る京都会議でした。参加できなかった方々は、
日本青年会議所のホームページに会頭所信を掲載されておられますので、一読を
おすすめします。（福澤）

☆２０１８年度京都会議☆
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☆突撃隣りのＬＯＭ何してる？！☆
さあスタートしました、「突撃隣りのＬＯＭ何してる？！」。なぜ、彦根青年会議所の月報に他ＬＯＭのこと書いてるん？って
思ってます？いやいやいやいや違いますよ。青年会議所として活動する同志の想いや志はひとつ！彦根だけではなく、滋
賀県内で活躍される他ＬＯＭの情報を知ることは、私たちの活動の幅を広げるチャンスです。活動地域は違えど、どのＬＯ
Ｍも新年例会を１年のスタートとし、心ひとつに青年らしく２０１８年を突っ走ります。月報２月号では、お隣の長浜青年会議
所さんの新年例会・新年祝賀会に潜入して感じた事をお伝えいたします！！

一般社団法人長浜青年会議所２０１８年度新年例会
どこのＬＯＭも例会一番のアジェンダは、やはり事長挨拶ですね。松宮理事長のご挨拶
では、新年一発目の事業と言うこともあり、新春を迎えたお言葉から始まりました。そして、
２０１８年は湖北都市圏創造構想４年目を迎えるに辺り、これまでの運動で創造し育って
きた芽を、実へと成長させる年にしたいと、力強いお言葉を発せられました。そして、今ま
で培ってきた青年会議所の歴史と伝統をしっかりと継承し、地域の継続的な発展に資す
一般社団法人 長浜青年会議所
るべく、理事長として全身全霊を懸けて取り組む一年にすると言う、想いのこもったお言
第６３代理事長 松宮誠也君
葉ばかりで、メンバーでない私も心を打たれる言葉が多々ありました。
続いて、藤井勇治長浜市長、平尾道雄米原市長のご挨拶があり、やはりここでも同じく、長浜青年会議所の活動に期
待していると言うお言葉と、共に活動をして行こうと言うお言葉を拝聴することが出来、改めて青年会議所の偉大さを感
じることが出来ました。そして、８名の新入会会員入会式が執り行われ、県内１の在籍メンバー数を誇る長浜青年会議
所さんもメンバー拡大に力を入れているのだと感じました。担当委員長に拡大の秘話をお聞きすることが出来ましたの
で、こっそり橋本委員長にお伝えしますね。（ニヤリ）
新年例会の後には、会員交流委員会さんご設営の「新年祝賀会」にも参加させて頂き
ました。オープニングでは、躍動感溢れる和太鼓演奏から始まり、鏡開きなど華やか
なスタートを切られました！在籍メンバー数県内１の長浜青年会議所さんらしい手作
り感溢れる、そして、迫力のある新年例会並びに新年祝賀会だと感じました。様々な
活動をされ、活発で勢いある長浜青年会議所さんの活動に今後も注目するとともに、
私たち彦根も負けてられません！！（北村忠）

☆出向者リアルガチ情報☆
今月の出向者リアルガチ情報は昨年理事長を務められました、西崎直前理事長が出向されておられます、公益社団法人
日本青年会議所 国家戦略グループ教育再生会議の情報をお伝え致します。国家戦略？なんのこっちゃ？て思われるの
が正直なところだと思います。国家戦略グループ教育再生会議とは・・・ん～と・・・え～・・・私くしからご説明するのもなんで
すので、ここは西崎直前理事長より情報をお伝え頂きたいと思います（＾＿＾）／

⦿教育再生会議とは？
第１～３小会議まであり、メンバー５０名で構成される会議体です。主に①国家観
を高める教育政策を発信するとともに、国柄や日本人としての精神性を学び、愛
国心を育むこと ②それらを学ぶプログラムを実施し、日本人としてのアイデンティ
ティを高めること ③報道に惑わされないために情報を的確に判断するプログラム
（メディアリテラシー）を実施し、広い視点で物事を捉えることの出来る能力を身に
付けること 以上３つの担いがあります。手段としては、京都会議、サマコンでの
フォーラムや出前授業を開催する予定です。ちなみに私は大阪ブロック柏原ＪＣか
ら出向の谷口副議長のもと③の小会議に配属されました。

⦿実際に出向して感じた事をお聞かせください。
京都会議から初めて参加しました。議長はじめスタッフ同士は顔合わせ回数も多く仲良くされていますし、同じＬＯＭや知り合
い同士で出向されるメンバーが多い中で、当初は一人ぼっちでしたが、リハーサル、懇親会などを経て馴染むことが出来ま
した。あと、日本出向は同じ内容の委員会に何年も出向されている方が多い印象です。京都会議ではメインフォーラムとして
の開催が出来ませんでしたが、サマコンでのメインフォーラム奪取に向けて盛り上がっていますので、非常に楽しみです！

⦿今後どのように取り組んで行きたいですか？
とりあえず知識を身に付ける必要がありますので、資料や書籍を読んでいます。古事記を神話として読むとなかなか面白
かったりします。所属する第２小会議はメディアリテラシーの出前事業がありますので、可能な限り同行したいと考えてい
ます。近場では草津の立命館大学で学生相手に開催できるかもしれません。開催数の目標がありますので、もしかしたら
ＬＯＭでもご協力をお願いするかもしれませんので、そのときは宜しくお願いします！
ブロック委員長経験がある私、北村忠征ですが、日本への出向は未知でございます。が、何にでも前向きに取り組まれて
いる、西崎直前理事長から刺激を頂きましたので、私も来年はニッポンへ出向したいとスコシ感じました！！今後の西崎直
前理事長からの情報は要チェックですよ～！！（北村忠）
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☆仮入会会員紹介しちゃいます☆
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

特別養護老人ホームサニープレス彦根

⦿業務内容⦿
法人内では総務を担当しています。株式会社から社会福祉法人を設立し、平成３０
年３月末に「特別養護老人ホームサニープレイス彦根」を開所いたします。高齢者の
生活を支える事業として、地域に根差した活動を行う青年会議所には通ずるものが
あるかと思います。《待っていても始まらない》トライアンドエラーを繰り返し、組織の
飛躍を実現するために不撓不屈の精神で試練の山を越えていきます！
⦿総務広報委員会からご紹介⦿

青木君は彦根ＪＣをご卒業されました丸山博樹先輩の会社に勤めておられます。入会を決断
頂き本っ当にありがとうございます！また京都会議ではそんなに飲めへんお酒を、席が僕（北
村忠）の前やったんで飲ませすぎてすんまへん！（笑）その後ダウンしていたとはつゆ知らず。
実は名字に青がつくだけに青色のめっちゃしぶいＪＥＥＰ乗ってます！これまじでカッコイイ！
多分滋賀県で１台だけです！！見かけた方～それ青木君乗ってるで～！

名前 安藤 広輝（あんどう ひろき）
⦿勤 め 先⦿
近江鉄道株式会社 総合企画部 経理課
⦿生年月日⦿ 昭和６３年 ７月２９日

近江鉄道株式会社 本社ビル
⦿業務内容⦿
会社では経理業務を担当しています。お金の流れを管理する仕事で、預金管理や売上
確認、経費の精算などをして、事業の収支などを作成しています。仕事を進める上では
自分一人で達成出来ることじゃなく、関係する人たちの協力があってからこその仕事だと
感じています。中々目立ちにくい仕事とは思いますが、経営材料である数字を作ってい
るという意味では、影で会社を支えるような仕事が出来て達成感を感じます。彦根青年
会議所でもたくさんの協力に感謝しながら、人と人のつながりを大切にして頑張りたいと
思います。

⦿総務広報委員会からご紹介⦿
安藤君は昨年まで所属しておられました、小野君の引継ぎとして入会をして頂きました。入会をし
て頂き日も浅くお話をさせて頂いたのは少しですが、礼儀正しい好青年で、年も若く青年会議所に
うってつけの男です。写真をご覧ください、仕事モードに入ると周りが見えないほど没頭する現役
バリバリのできる男！！ただ電話中の写真は間違いなく演技です。（笑）パソコンも電源入ってま
せんが、この真っ直ぐな男と共に彦根青年会議所活動を盛り上げて参ります！！

☆会員拡大状況～未来の同志～☆
組織活性委員会から大事なお知らせです！！会員拡大は現在９名となっ
ております。前期入会で何とか２桁の大台にしたいと、思っています。私た
ちに出来る取り組みはなんでしょうか？理事長も常々言っておられますが
全員拡大です！ 全員拡大とはまず情報提供をメンバー全員、そして先
輩方にして頂く事だと思います。そしてその紹介して頂
いた方にお話しする機会を設けて頂く事だと思います。
（これ大事）そうする事で有力な情報がたくさん集まると
思いますし、紹介者についてきて頂く事で拡大候補者も
入会して頂く確率も上がると思います。最後になります
がこの記事を読んで頂いてる一般の皆様、先輩諸兄の
皆様、そしてメンバーの方、どんな些細な情報でも結構
です。何か情報ございましたら組織活性委員会橋本、も
しくは、彦根ＪＣ事務局までお知らせ下さい。宜しくお願
いします。 全員拡大頑張るぞ～！！

☆メンバー情報コーナー☆
お誕生日 Ｓ５８．２．２ 伊藤 義孝君
Ｓ５８．２．１４ 澤田 晃人君
Ｓ５６．２．２２ 熊谷 茂政君 西崎 匠君
Ｓ５９．２．２６ 福原 悠平君
２月生まれのメンバーおめでとうございます。
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☆メンバー情報コーナー～特別枠～☆
２０１６年彦根青年会議所に入会されました橋本一幾君からおめでたいお知らせです（＾ｏ＾）

Congratulation

ご結婚おめでとうございます＼(^o^)／

２０１８年１月１日１１時１１分。この男に等々この日がやって参りました。２年間の交際を経て晴
れてご結婚されました！！！外ではバリバリ働き、役職柄ドンっと構え社員さんを引っ張ってお
られる一幾君！彦根青年会議所でもバリバリ活躍されイケイケな一幾君なんですが～一度家
に帰られると大好きな奥様に心安らぐのか、「寝顔から仕草から何から何まで赤ちゃんのように
かわいい～」みたいです・・・・・・？(-_-) ⇐家でどないなってんの？笑 言うときはズバッと！
気さくで優しい肝の据わった奥様！！一幾君！！末永くお幸せに！

☆委員会ゲキアツ情報☆
組織活性委員会
組織活性委員会では、二桁の拡大を目指して頑張ってま
すので、皆さんの紹介お待ちしてます（＾０＾）
みんなで目指せ１５名！！

総務広報委員会
月報での連載記事「突撃隣りのＬＯＭ何してる？」いよい
よスタート致します。情報をしっかりとお届けできるように
取材して参ります。
魅力あるひこね創出委員会
毎年恒例のカロム大会！！２０１８年カロム大会は例年
にないスペシャルな大会してみせます！乞うご期待！

笑顔溢れるひこね創造委員会
写生大会２０１８に向け、いつも以上に委員会メンバーと協
力し最高の写生大会になるよう頑張って参ります！！

想いを紡ぐＲｅｖｉｓｉｏｎ特別委員会
６０周年時に運動指針を策定された林先輩から当時の想いや
経緯をお聞きすることが出来ました。運動指針とＶｉｓｉｏｎの違
いとは？から少しずつお伝えして行きます！！

財政規則特別委員会
今年の財特は委員長はもちろん、副委員長も厳しいと
いう声を聞きますが、まだまだ始まったばかりですよ。
これから更に厳しくして行きます！！

☆３月度公式訪問例会

～喧々諤々の議論でＬｉｎｋして
滋賀ブロック協議会役員団をお迎えし、彦根青年会議所と運動の方向性を確か 真の友情を育め～開催☆
め合うことで、思いを分かち合い友情を育む例会を設営していきたいと考えます。
委員会タイムでは、グループ討議をメインとし、担いの似通った委員会に分かれ、議論を交わすことで滋賀ブロック協議会
と交流を図れると共に今後の連携を取れる内容にしています。皆さん是非参加して頂きますよう、宜しくお願いします。
仮入会会員の方へ！！滋賀ブロック協議会会長から直々に滋賀ブロック協議会と青年会議所の魅力や学びについてお話
して頂きます。たくさんの学びがあると思いますので、全員参加でお願いします。例会後は組織活性委員会が設営する懇
親会も行いますので、そちらの方もご参加頂き交流を深めて行きましょう！（橋本組織活性委員長）

☆理事会通信☆

第１回理事会
２０１８年 １月 ５日（金） ２０：００ ～ ２０：３３

協議事項

審議事項
１号議案
２号議案
３号議案

４号議案
５号議案

第２回理事会
２０１８年 １月２３日（火） １９：００ ～ ２２：２２

１号議案

４月度（事業）例会～ＨＩＫＯＮＥ ＣＨＡＲＭ ＱＵＥＳＴ～開催

公益社団法人彦根青年会議所
２０１８年度理事長（代表理事）選任の件

全会一致

審議事項

公益社団法人彦根青年会議所
２０１８年度副理事長・専務理事・室長専任の件

全会一致

１号議案

２０１７年度事業及び会計報告書承認の件

全会一致

２号議案

２０１７年度剰余金処分（案）承認の件

全会一致

３号議案

２０１８年度修正収支予算（案）承認の件

全会一致

４号議案

第３７回全国城下町シンポジウム松江大会全員登録の件

全会一致

５号議案

３月度（公式訪問）例会
～喧々諤々の議論でＬｉｎｋして真の友情を育め！！～開催の件

賛成多数

公益社団法人彦根青年会議所
２０１８年度委員長・特別委員長・会計任命の件

全会一致

公益社団法人彦根青年会議所
２０１８年度事務局長・事務局次長・事務局員任命の件

全会一致

公益社団法人彦根青年会議所
２０１８年度副委員長及び委員任命の件

全会一致

◆◆◆編集後記◆◆◆
１月度新年交流例会を皮切りに、彦根青年会議所２０１８年度の運動がスタート致しました。１月１９、２０、２
１日には京都の地にて、全国の青年会議所メンバーが集い華やかに２０１８年度京都会議が開催されました。彦根
からも多くのメンバーが参加し学びや交流を図ることが出来ました。今後も毎月の事業や例会、会員大会などを記
載して参ります。３月度月報もよろしくお願い致します。（北村忠征）

Page 4/4

