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☆２０１８年２月度例会

☆仮入会会員研修☆

～我ら、ひこねの町並み保存し隊～☆

☆２０１８年度２月通常総会☆

２月６日(火)愛郷心に満ち溢れた『ひこねびと』の育成を目指すべく、メンバーが地域資源
を実際に肌で感じながら、“ひこね”の魅力を再認識するため、築240年で彦根市の景観重
要構造物に指定されている『納屋七』にて、NPO法人彦根景観フォーラムの濱崎一志氏、
戸所岩雄氏をお招きし、２月度例会を開催致しました。地域資源の一つであるひこねの古
い町並みや町家の活用事例や魅力を紹介して頂き、実際に町並みを散策し歴史的価値
や魅力を感じ、メンバーもひこねの魅力を再認識しました。散策後、旧石橋邸(築150年程)
を題材にメンバーでブレインストーミングを行い、古い町家の活用方法を話し合いました。

事業活用の意見が多く、彦根ＪＣ内でも事業活用出来ないかと言う意見もでました。
キャバクラにしたら？と言う意見も多くはなかったですが、個人的には大賛成です。
（笑）古い建物なので修繕費等を考えると問題は多くありますが、魅力あるものにはそ
れ以上の価値があるので、多くの方へこの古い町屋の魅力を伝えていくのも彦根ＪＣ
の役目だと感じました。私たちだからこそ出来る活用方法で実際に活用してみたら、面
白いかもしれませんねぇ！例会の冒頭には、松江青年会議所さんが第３７回全国城下
町シンポジウム松江大会のＰＲに来られました。５分間のＰＲのためだけに松江市から
遠路遥々彦根まで来られる想いを肌で感じることが出来ました。私たちが主管したの
は、そう２年前のこと！！今でも当時の熱い想いはまだまだ燃え滾っています。今回Ｐ
Ｒにお越し頂いた松江青年会議所さんの気持ちに答えるためにも、彦根ＪＣ全員で参
加させて頂きます。 ２月例会に参加して、ひこねに私たちの知らない魅力がこんなにもあるなんて正直驚きました。

２月通常総会にて２０１７年度の事業報告を承認頂きありがとうございました。１年間、本
当にお世話になりました。また、ご多用の中、報告書作成に携わって頂いたメンバーに感
謝申し上げます。完成した報告書を見ると感慨深いものがあります。月報、Ｗｅ Ｂｅｌｉｅｖｅ
とともに大事に保管しておきます！自分にとって何事にも代え難い貴重な経験をさせて
頂きました。２０１７年度の運動にご尽力頂きました全ての方に心から感謝申し上げます。
本当にありがとうございました！（西崎直前理事長）

仮入会研修にて橋本委員長よりＪＣＩの歴史や会員の在り方を学ばせて頂きました
彦根ＪＣは全国６９５ＬＯＭある中の承認番号５２番と歴史あるＬＯＭだということを教
えて頂きました。その歴史ある彦根ＪＣの一員として三信条を忘れることなく、自分自
身の成長とともに社会貢献をしていきます。（飛松）

２月９日（金）２０１８年度２月通常総会を龍麟にて開催致しました。２月通常総会
では、２０１７年度の事業報告や２０１８年度収支予算、そして、第３７回全国城下
町シンポジウム松江大会全員登録の件が上程され、全ての議案が審議可決され
ました。２０１７年度私たちの先頭に立って、メンバーを引っ張って頂きました西崎
理事長。２０１７年度事業報告書が承認された際には、安堵の表情を浮かべてお
られました。一年間本当にお疲れさまでした！！２０１８年度も理事会で委員長が
協議事項を上程する時のように叱咤激励よろしくお願いします（笑）（北村）

２０１８年度前期入会９名に対して、仮入会会員研修を２度に分けて開催致しました。
本年度は橋本委員長率いる組織活性委員会が担当です。この９名は彦根ＪＣの未
来を担う同志だと言う橋本委員長。ＪＡＹＣＥＥと成長出来るよう、事前に委員会で
何度も資料の確認を行っている橋本委員長は真面目そのものでした。そして、ＪＣ
の成り立ちや歴史を聞く仮入会会員も橋本委員長が説明する時の勢いに何かを
感じ、真剣そのものでした。（北村）

知ったつもりになっていたように思います。私たちの活動を自己満足で終わらせないた
めにも、柔軟な広い視野でひこねに目を向け今後の活動を展開していく必要がありま
すね！講師としてご参加頂きました濱崎様、戸所様お忙しい中、ありがとうございまし
た。最後に一言・・・仮入会会員メンバー９名全員が参加されていたのがすごく頼もし
かったです！！仮入会会員には負けてられませんよぉ～！！（北村）
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☆出向者リアルガチ情報☆

一般社団法人野洲青年会議所２０１８年度２月定例会

☆突撃隣りのＬＯＭ何してる？！☆
今月の突撃隣りのＬＯＭ何してる？！は、野洲青年会議所２月定例会「今こそ見つめよう 野洲青年会議所のかっこいい
心を」に突撃取材をさせて頂きました。本年度野洲青年会議所さんは滋賀ブロック協議会事務局を預かられていることもあ
り、メンバー全員が気が引き締まった表情をされておられました！・・・・か、本例会で野洲青年会議所歴代理事長でありま
す、宇田歴代が講師としてご参加されることもあり皆さん緊張されていたのかもしれません！いや多分そうでしょう。笑

皆さん緊張された面持ちの中、例会開会の時刻となりました。何故か私も便乗して緊張しておりま
した。まずは野洲青年会議所第３４代理事長を務められます、中野強理事長のご挨拶からスター
トです。新年例会や京都会議での設営において、メンバーへの御礼をされました。また２月定例会
を担当されました会員力向上委員会堀井委員長や委員会メンバーに対しての御礼を申し上げて
おられました。野洲青年会議所さんが本年の会員大会や例会、事業等にかけられる熱意を感じら
れる想いのこもったご挨拶でした。中野理事長を男にするべく、 ２０１８年度野洲青年会議所は一
丸となった力強いチームワークで最高のスタートを切られております。

また一丸となった力強いチームワークを象徴するのが２月定例会への出席率です！！！見てくださ
い！！メンバー全員が出席されておられます。見た瞬間びっくりして気を失いかけました。１月定例会
も高い出席率であり、２月定例会に限らずだと感じました。私も入会してから１度も例会を欠席したこと
はございません・・・？が全メンバーが出席頂くことの凄さ、大変さは重々分かっております。彦根青年
会議所も例会や会員大会、事業等にメンバーが積極的に参加頂けるようメンバー一人ひとりの士気を
高め一丸となった力強いチームワークで運動して行けるように、私が率先して動きます！！第３４代中
野理事長のもと、２０１８年度滋賀ブロック協議会事務局を預かり、そして、第４８代木村会長が所属さ
れます野洲青年会議所はまさに脅威でございます。ますます目が離せませんね！！（＞＿＜）

「今こそみつめよう野洲青年会議所のかっこいい心を」

野洲青年会議所の現役メンバーは、活動意欲が多く一致団結した活
動・運動を展開している一方で、私たちは日々の生活で何を優先すべ
きか考える意識が希薄し物事を進めることに行き詰まってしまいがちで
す。それは野洲青年会議所での活動・運動に対しても言えることであり
ますと、堀井委員長は仰っておられました。近年の野洲青年会議所は
例会を行うまでの過程を軽視しがちで、物事に取り組む姿勢や意欲が
希薄化している現状があるため今一度、組織として取り組んでいくため
に、最も必要な要素である歴史について学び、また先輩諸兄が築いて
こられた伝統を受け継いでいくことが組織としての前進へと繋がると考
え本例会を開催されました。先輩諸兄が活動・運動されたＶＴＲを拝見

し、当時の理事長であります宇田歴代が講師として参加され、熱意溢れる講演をされておられました。講演中はメンバー全
員が真剣な面持ちでまさに組織が前進へと繋がる契機であったと感じました。さすが歴代のお言葉には重みがあります
ねぇ！！グループディスカッションでは様々な意見が飛び交い、改めて意見交換する大切さを感じ、私自身も実りある取材
となりました。３月度公式訪問例会のグループ討議はお任せください！！この取材で得た学びを私たちの活動に活かせる
よう引き続き取材して参りたいと思います。今回ご協力頂きました野洲青年会議所の皆様ありがとうございました。彦根青
年会議所も負けじと熱い想いを持ち、最高の仲間と共に笑顔で邁進致します（北村）

２０１８年度滋賀ブロック協議会ＪＣ運動連携委員会に出向されております、我らが林
俊哉委員長の情報をお送りいたします。林委員長は平成２１年７月に入会されました。
と言うことは９年前です・・・生年月日、Ｓ５９．４．１２です！・・・ゾッとします（＞＿＜）
笑。林俊哉委員長からのお言葉頂きました。ＪＣ連携委員会では木村会長の方針の
下、滋賀県内の１１青年会議所を繋ぎ、よりよく活動が出来るよう運動を展開しており
ます。当委員会では各ＬＯＭより専務の皆様にご出向

頂いており、情報の交換や共有を行って頂いているとともに、滋賀ブロックとしての活動とし
て、行政や関係諸団体と協働し、県民の皆さんにより良い参画意識の醸成を目指して取り
組んでおります。滋賀ブロック協議会に出向させて頂く魅力とは、滋賀県内という身近な各
青年会議所の活動を知ることが出来るとともに、多くの新しい出会いを通すことで普段では
知り合うことができないメンバーたちと友情を育くめることではないかと思います。皆様も
チャンスがあればぜひ、ご出向されてはいかがでしょうか。（林委員長）
ブロック委員長経験者の私からも是非ともお勧め致します。（北村）



☆メンバー情報コーナー☆

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７日

⦿業務内容⦿
賃貸アパートを拠点に会社を設立。いくつかのコテ、道具だけで始めた会社も今では、
事務所を構え年間１００件以上の依頼が来るようになりました。 技術のいる仕事「左

官」に惚れ、いつの間にか、趣味が特技に、特技が仕事になりました。何百年も引き
継がれてきた伝統の技で仕事を出来る事に誇りを持ち、新しい技術でお客様に提供
出来る事に幸せを感じています。勇ましく活躍する「雄飛左官店」仕事もＪＣ活動も、
もっと大きな羽で、もっともっと上を羽ばたいていけるよう日々精進してまいります。
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☆仮入会会員紹介しちゃいます☆

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⦿ 昭和６３年 ７月２９日

⦿業務内容⦿
滋賀中央信用金庫 平田支店で得意先係という彦根市内

を中心に営業活動を行ってます！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出来る
手助けをしたいと思います！また私自身もＪＣ活動により
多くのことを学び、成長出来るように頑張っていきたいと
思っています！休みの日は、フットサルや旅行などでリフ
レッシュしています！まだまだ不慣れでご迷惑をおかけし
ますが、今後とも宜しくお願いします！

☆会員拡大状況～未来の同志～☆

⦿総務広報委員会からご紹介⦿
頼もしい男が入会しました！（＾＾）！仕事にもＪＣ活動にも高い志をもった澤井雄一君！
ここでの経験を活かして更なる飛躍を目指します！！ただＪＣ活動はぼちぼちでお願い
します（＞＿＜）あまり飛ばし過ぎるとバテますので（汗）これから益々ご活躍されます澤
井君を皆様よろしくお願い致します。

⦿総務広報委員会からご紹介⦿
滋賀中央信用金庫に勤めておられる土田浩史君！以前在籍しておられました疋田君の引継ぎとして入会頂きました。入会
頂きありがとうございます＼（＾ｏ＾）／銀行員さんなのでさすがでね！数字に強い！頭切れます！賢いです！・・・・本当に勝
手なイメージですが、真面目で硬いのかな？って思ってましたが、すみません全然違います。話すと気さくで掘れば掘るほど
面白い一面が出てくるそんなやつです！今年３０歳と若く、これからどんどん付き合いして絆を深められたらと思います＼（＾
ｏ＾）／旅行が趣味と聞いてます。会員大会などいろいろ活動をともに出来ることを楽しみにしてます！伸びしろ満載、彼女募
集中の土田くんを皆さんよろしく～っ！ いい子おられましたらましたら連絡ください（ｂｙ土田）＼（＾ｏ＾）／

お誕生日

Ｓ６１．３．３１ 村田 佳嗣君

皆さんこんにちは！２月も引継ぎ拡大活動
必死のパッチで頑張っております。３月で
前期入会が終わります。このままでは２桁
に届きません。それはだめです！何とか２
桁にしたいので、メンバーの皆さん、些細
なことでも結構です！私に情報をお願い致
します。全員でメンバーを増やすぞ～！行
くぞ～１５名拡大！！やったらんかい彦根
ＪＣ！

Ｓ５５．３．１７ 森 公亮君



総務広報委員会

☆４月度（事業）例会 ～ＨＩＫＯＮＥ
ＣＨＡＲＭ ＱＵＥＳＴ～開催☆
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◆◆◆編集後記◆◆◆
3月度「突撃隣りのＬＯＭ何してる？」は野洲青年会議所さんの取材をさせて頂きました。他ＬＯＭの取材をさせ
て頂くことで自分自身もＪＣ運動に対する意識が変わりいい刺激を頂いております。今後も他ＬＯＭの取材をさせ
て頂き情報をお伝えできればと思います。4月度月報もよろしくお願いいたします。（北村忠征）

☆理事会通信☆
第３回理事会
２０１８年 ２月２３日（金） １９：００ ～ ２２：３９

協議事項

１号議案 彦根城写生大会２０１８～ひこね描き隊・写し隊～開催の件

２号議案 第３１回カロム日本選手権大会開催の件

審議事項

１号議案 ４月度（事業）例会～ＨＩＫＯＮＥ ＣＨＡＲＭ ＱＵＥＳＴ～開催の件 全会一致

財特も回を重ねるごとに厳しくなります。でも、厳しいの
は各委員長が立てた計画をより良い計画にしたいがた
めのことだと言うことをお伝えしておきますね！！

財政規則特別委員会想いを紡ぐＲｅｖｉｓｉｏｎ特別委員会

組織活性委員会

笑顔溢れるひこね創造委員会魅力あるひこね創出委員会

３月１０日ＪＣだらけの～ＨＩＫＯＮＥ ＣＨＡＲＭ ＱＵＥＳＴ～
４月７日４月度（事業）例会～ＨＩＫＯＮＥ ＣＨＡＲＭ ＱＵＥ
ＳＴ～皆さんご参加よろしくお願いいたします！！

３月度例会にご参加して頂いたメンバーの皆様ありがとうご
ざいました。次は５月に写生大会がございます。委員会メン
バー一同頑張っていきますのでよろしくお願いします！！

運動指針とは、事業を計画する際に、どのようなことに気を付
けて計画するのかを定めており、「まち」づくり・「ひと」づくり・
「こころ」づくり・「組織」づくりの四本柱から成ります。詳しくは
次回のお楽しみ！！ハンドブックＰ９～１８必読！！

☆委員会ゲキアツ情報☆

今日は、組織活性委員会１発目の例会です。メンバー全員
でブロック役員団が驚く、活気のある例会にしましょう！！

４月度（事業）例会 ＨＩＫＯＮＥ ＣＨＡＲＭ ＱＵＥＳＴを４月７日に開催させて頂き

ます。本事業は、江戸時代からの古い街並みを残した中山道にスポットをあて、
高宮宿から愛知川宿までを実際に歩いてもらい、参加者に直接、目で、手で、
そして足で、その魅力を感じて頂くための事業です。ひこねに住む私たちが、
普段何気なく車で通る中山道、普段生活する中では見落としてしまっているよ
うな魅力や歴史的なスポットが多数存在します。私たち魅力あるひこね創出委
員会では実際に９キロの道のりを歩き、この古き良き街並みの中山道にはたく
さんの魅力が詰まってることを再発見しました。今回、周って頂く１０箇所のス
ポット以外にも、参加者には思い思いの感動を感じて頂き、魅力が溢れる私た
ちのまちを参加できなかった人にも伝えて頂くことにより、魅力あるひこねの創
出の一助になると考えます。皆さまのご参加お待ちしています。
（塚越委員長＋熊谷理事）

４月号月報「突撃隣りのＬＯＭ何してる？」は東近江青
年会議所の取材になっております！乞うご期待！！

☆総務広報委員会からちょっといい話☆
冬季五輪過去最多となる１３個のメダルを獲得した日本、その中でも女子団

体パシュートについて少し触れさせて頂きます。団体パシュートは、チームワー
クが重要になる競技です。そのチームワークを磨くため選手は、３年間共同生
活をおこないました。その共同生活は想像以上に大変で、良い部分以上にお
互いの嫌な部分も浮き彫りになりました。しかしそれを受入ることで、個々では
独走的な力をもつカナダにチームワークで勝利しました。彦根ＪＣもそのチーム
ワークを見習い！お互いを尊重しあえるより良い集団を目指します。

☆総会通信☆
２０１８年度２月通常総会
２０１８年 ２月 ９日（金） １９：００ ～ １９：５２

審議事項

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年度修正収支予算書（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
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