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☆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～☆
組織活性委員会橋本委員長の想いの詰まった公式訪問例会。滋賀ブロック協議
会役員皆さまの歓喜の声が上がったおもてなしムービーでは、ご家族、社員、ＪＣ
の先輩と身近な方から、役員の皆さまへ向けたメッセージをご覧頂きました。全員
分メッセージを集めに回ったのかどうかはわかりませんが、橋本委員長が必死
だったのは僕が一番知っていますよ。（笑）喜んで頂けてよかったですね！！
会員系の委員会が担当する例会として、例年の公式訪問例会と違った設えに苦
慮したと聞いていましたが、さすが橋本委員長！！委員長だけではなく、全員を巻
き込んだしっかりとした設えを見事やり遂げられました。
本例会のメインは、「グループ討議」です。ここに橋本委員長の想いが込められて
いました。グループ討議では、ブロックとＬＯＭで担いの似通った委員会毎に分かれ、
各テーマに沿った討議が開始されました。事前に委員長連で勉強会を行った甲斐
もあり、各テーブルでは、活発な意見が繰り広げられていました。中でも木村会長、
清水直前会長、進藤監査、西崎監査と滋賀ブロック役員団の錚々たるメンバーと杉
原理事長、宮川専務、両監事と仮入会会員９君で構成されたＡグループ。橋本委
員長が入会時初めて参加した公式訪問例会で感じた「今何をしているんだろう？」
を仮入会会員に感じて欲しくないと言う想いから、このグループ分けとなりました。
このＡグループでは、青年会議所活動の魅力や失敗談について、年数や経験、役
職を重ねて来られた人だからこそ語れることを仮入会会員に向けてお話を頂きま
した。仮入会会員も聞いているだけではなく、滋賀ブロックの長である会長に色々
と質問を投げかけており、非常に有意義な時間になったと聞いております。緊張も
ハンパなかったようですが（笑）。Ｂグループは広報系で「地域（まち）とＬｉｎｋするた
めのＳＮＳ活用法」について、広報はスピードが大事だと認識を持っていますが、
それ以外に有効なＳＮＳの活用方法について討議が行われていました。Ｃグルー
プは、会員系で「会員拡大戦略」、年々会員数が減っている中、同志を増やすため
に滋賀ブロックとＬＯＭが連携を取るために何が出来るか、どのようにアプローチ
をすれば青年会議所の魅力が伝わるのかについて討議が行われていました。Ｄグループは「新たな価値の創造」をテーマ
にまちづくりを担う委員会が新たな価値を創造していくためには何をすべきかについて討議が行われていました。そして、も
う一つの事業系こころづくりを担いとするＥグループでは、地域を想う気持ちの形は様々だが、より拡く伝播させるための取
り組みについて討議が行われていました。滋賀ブロック、ＬＯＭの財政を取り仕切る委員会のＦグループでは、複雑化する
「コンプライアンス」について、このコンプライアンスをどのようにメンバーに落とし込むかについて、討議が行われていました。
そして、各グループの発表タイムでは、Ｂ～Ｆは滋賀ブロックとＬＯＭがＬｉｎｋするには、討議を行った委員長同士が今後も繋
がりを持って活動するには何が出来るのかについて発表がありました。そして、Ａグループで錚々たるメンバーからお話を
聞いた仮入会会員９君のこれからの目標が強く発せられた時の橋本委員長の嬉しそうな笑顔は今でも忘れることが出来ま
せん。グループ討議では、真剣な討議が行われた勢いそのまま、その後の懇親会でも交流が深められ、真の友情を育むこ
とが出来たのではないでしょうか。例会、懇親会と設営されました、橋本委員長率いる組織活性委員会の皆さん、本当にお
疲れさまでした。私北村忠征がブロック委員長をさせて頂いた時の委員会メンバーである木村会長に無理を言って、コメント
を頂戴しました。（以下木村会長のコメントです）杉原理事長を始めとする彦根青年会議所の皆様、公式訪問では例会、
懇親会まで滋賀ブロック協議会役員一同が大変お世話になりました。当日は控え室でのおもてなしや活動ムービーの上映、
特に例会時のおもてなしムービー上映では役員一同、驚きと感動を致しました。私は、委員会タイムにおいて仮入会会員
の方とグループ討議をさせて頂き、滋賀ブロック協議会の魅力についてと私が「長」が付く役職を経験してきた中での自分
の意識の変化についてお話をさせて頂きました。是非とも皆様には「長」を付く役職を自分からつかみ取り、大きな成長を経
験して頂きたいと思っています。結びに、 この度例会を計画準備並びに設営頂きました組織活性委員会の橋本委員長を
始め、委員メンバーの皆様、そして彦根青年会議所の全てのメンバーの皆様から頂
いた感動に心から感謝申し上げ、お礼とさせて頂きます。本当にお世話になり、あり
がとうございました。（滋賀ブロック協議会木村会長より）
例会設営の大変さや想いを形にする難しさを肌身に感じることが出来たとともに、彦
根青年会議所の底力を改めて感じることが出来ました。お手伝い頂いた委員長連、
例会に参加してくれたメンバーの皆さん、本当にありがとうございました！！（橋本）
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☆突撃隣りのＬＯＭ何してる？！☆
今月の突撃隣りのＬＯＭ何してる？！は、東近江青年会議所３月講師例会に突撃取材をさせて頂きました。滋賀県では、
長浜青年会議所さんに次ぐメンバー数を誇る東近江青年会議所さん。人数もさることながら、例会の内容に興味を持った
のか、他ＬＯＭの拡大担当者が多く来られていました。その辺りも侮れない東近江ＪＣ。本例会にも拡大対象者が９名も来
られており、やはり拡大に力を入れているのだと感じました。橋本組織活性委員長も負けじと例会に参加するところは本気
（マジ）ですね！！（笑）

公益社団法人東近江青年会議所２０１８年度３月講師例会
第１２代理事長 田中彦嗣君が掲げておられる「まあいっぺん、やってみなはれ」～相互尊重
の精神で冒険の一歩を踏み出そう～力強いスローガンとは裏腹に、田中理事長は聞きやすく
穏やかな声でお話を始められました。「いっぺん」「やってみなはれ」の言葉を、青年会議所の
在り方の象徴として、２０１８年度は、一つ一つの活動を、リスクを恐れない積極性と斬新さを
以って紡いで行きたい。２０１８年度の東近江青年会議所は、我々の活動を積極的に伝播さ
せることによって、同じ志を持った仲間を増やし、大きな運動へと変化させ、5ヶ年ビジョンを達
成するために、ひとづくり・まちづくり・夢づくりの三本柱で活動をして行くと、多くのオブザー
バーに向けて、そして、東近江ＪＣのメンバーに向けて改めて発信をされました。
本例会は、その田中理事長の想いの一つである同じ志を持った仲間を増やすことを目的とし
て、日本青年会議所シニア・クラブ拡大支援委員会最高顧問でおられます、上田博和先輩を
講師に迎えて、会員拡大と意識向上に対する講演を２部制で開催されました。第一部は、英
知と勇気と情熱が盛り込まれた拡大セミナー「拡大と資質向上に向けた講演」と題して、メン
バーに向けた内容で開催されました。上田先輩がＪＣに入った経緯や経験などを踏まえた拡
大の重要性、ＪＣの必要性について熱く熱く語られる話を聞いていると、上田先輩の熱に圧倒
され２０分の時間があっという間に過ぎました。その熱は本物だと感じることが出来ました。ＪＣ
だけではなく、仕事でも通じることですが、必死でやることが大事だと何度も仰られていました。
二部では、これからの地元地域の主役は君たちだ！「拡大候補者への青年会議所活動のい
ろは」と題して、拡大候補者９名も参加され、ＪＣの魅力やここでもＪＣの必要性について熱く熱
く語っておられました。メンバーが聞いていても圧倒されるＪＣの話しに拡大対象者がついてこ
れるのかと心配しましたが、そこは日本の専務まで努められた上田先輩の巧みな話術に、笑
いあり、感動して涙が出そうなぐらいの熱さありでこれもまた、３０分があっという間でした。
この例会には、滋賀ブロック協議会の黄瀬委員長や近江八幡ＪＣの拡大担当委員長も参加し
ており、上田先輩をお呼びして、ＬＯＭに喝を入れたいと例会後に橋本委員長と話をしていま
した。橋本委員長が担当する７月度例会が楽しみでなりません＼（＾ｏ＾）／
余談ではありますが、東近江ＪＣの例会グッズで気になったのがこれ。国歌、ＪＣソング、クリー
ド、ミッション、ビジョンが一つずつのパネルに記載されていました。少し背が低かったのが気
になりましたが、ステージ横においてあるため、メンバーは前を向いてしっかりと発声すること
が出来るグッズだと思いました。突撃隣のＬＯＭも今月で４ヶ所目。他ＬＯＭの例会に参加する
と様々な気付きがあります。そんな気付きを月報を通して発信して行きたいと思います！！来
月号もお楽しみに！！（北村忠）

☆出向者リアルガチ情報☆
さて、今月の「出向者リアルガチ情報」は、滋賀ブロック協議会広報ネットワーク委員会に出向しておられる、北村監事にイン
タビューしてきました。滋賀ブロック広報の発信スピードの速さと言ったら驚くほど！！僕も負けないようにたくさんの情報を
スピーディーに発信していきます！！（北村忠）
滋賀ブロック協議会の広報ネットワーク委員会に出向させて頂いています、北村喜です。
水口ＪＣより出向されています黄瀬委員長を中心に、ホームページやＦａｃｅｂｏｏｋ、Instagram
を通し滋賀ブロック協議会の運動を発信しております。北村総務広報委員長と同様の活動
ですね。また、近畿地区大会において滋賀の魅力を感じてもらうブースを設営すべく、現在
委員会で様々なアイディアを協議しておるところです。委員会では各ＬＯＭの出向メンバーが
活発に発言し、とてもいい雰囲気で委員会が開催されています。委員会後の懇親会も兄弟
委員会であるまちの人財育成委員会と合同で開催され、アカデミーメンバーの若い勢いに
便乗して毎回楽しく親睦を深めております。
滋賀ブロック協議会への出向は今回が初めてですが、昨年のブロック大会実行特別委員長
の際に滋賀の各ＬＯＭの方々と様々な交流を図らせて頂けたこともあってお世話になった
方々とご一緒することも多く、本当に楽しく出向させて頂いています。
委員会で鏡開き？！
出向することによってＬＯＭにはない交流や、ビジネスチャンスにも出会えることがたくさんあ
ぶっ飛んでます（笑）
りますので皆さんも次年度以降積極的に出向されることを強くお勧めします！
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☆仮入会会員紹介しちゃいます☆
名前

飛松

龍（とびまつ りゅう）

⦿勤 め 先⦿ マニュライフ生命保険株式会社
⦿生年月日⦿ 昭和５９年１２月１０日

⦿業務内容⦿
プランライトアドバイザーとして生活設計からいろいろな役立つ情報提供をさせて頂
き、その中でお客様のリスクをできる限り軽減できるような保険の提案をさせて頂い
ています。ＪＣ活動を通して、人との繋がりの大切さを学び、地域への貢献と自分自
身が人と人とを繋ぐ架け橋になれるよう成長します。まだＪＣについてわからないこと
だらけですが、何事も率先して取り組んでいきますので宜しくお願い致します。
⦿総務広報委員会からご紹介⦿
実は私（北村忠）と高校の同級生で以前から彦根青年会議所への入会を進めていました。仕
事や家庭の事情もありこのタイミングになりましたが、満を持しての入会です。まぁ～熱い男で
す、暑苦しいくらいです！が、彦根青年会議所は熱い男嫌いじゃないですよぉ＼（＾ｏ＾）／
彼のことはよく知ってますが、男気がありグイグイ引っ張るリーダー的存在です。ＪＣにもってこ
いの男なんです。どんなことに対しても熱い想いをもち行動し、誠実で義理人情に厚い飛松龍
を皆様よろしくお願い・・・・飛松って珍しい名字ですよね？出身は九州みたいです！しかも名前
が龍！垢抜けてますよね～一度聴いたら忘れない、九州男児、飛っ松っ龍！を皆様何卒宜しく
お願い致します！（＾＾）！
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

⦿業務内容⦿
運送業をしており、主に建設現場の建設機材や土砂を運搬しています。現場を行き
来するたびに建設現場が出来上がっていくにつれ、自分の仕事に対する達成感やや
りがいを感じます。ＪＣ活動を通して地域の建設業が活性化していくよう、一生懸命取
り組んでいきたいと思います。その中で自己の成長もしていけるよう取り組んでいき
ますので宜しくお願い致します。
⦿総務広報委員会からご紹介⦿
平成生まれのイケイケ兄ちゃんが入会しました。組織活性委員会橋本委員長と仕事のお付き合いがあることもあり、
入会を決断頂きました。ありがとうございます。達也君は写真をご覧の通り建設現場への土砂を運搬する業務を行っ
ておられます。これだけ大きなダンプ車を乗りこなされてるので、車の運転は抜群にうまいです！！写真ではわかり
にくいですが、車体の色はなんとピンクッ！目立つっ（＞＿＜）忙しく走り回られてますのでお見かけされた方是非とも
声をかけてください。職業柄どうしてもいかつく、ちょっと怖～～いイメージ持たれるかと思いますが、意外や意外！め
ちゃくちゃ好青年！まだまだ若く今後の彦根青年会議所のエースとなる逸材です。期待してます！！伸びしろ満載の
達也を皆様何卒宜しくお願い致します！＼（＾ｏ＾）／

☆会員拡大状況～未来の同志～☆
皆さんこんにちは！前期入会は９名と目標の
１０名に1人足らず。。。。後期なんとか６名を
必死のパッチで入会してもらって、年間通して、
１５名の拡大を目指していますので、ＯＢの皆
さんも含めて拡大情報があれば私までお願
いいたします！！どこにでもすぐに駆けつけ
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！

☆メンバー情報コーナー☆
お誕生日

Ｓ５９．４． ５
Ｓ５９．４．１２
Ｓ５４．４．２６
Ｓ５６．４．２８

北村
林
尾本
木田

忠征君
俊哉君
和洋君
乃輔君

Ｓ５６．４．２９ 青木 克実君
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☆総務広報委員会からちょっといい話☆
総務広報委員会からちょっといい話を楽しみにしている読者の皆さまこん
にちは。総務広報委員長の北村忠です。４月号のちょっといい話は、メン
バーに焦点をあててみたいと思います！！今年入会の青木くんが務める
「社会福祉法人 心暖まる会」の新施設「サニープレイス彦根」が４月１日に
開所いたしました。パチパチパチ～！！入居希望の方は青木くんまで～笑
バリバリ仕事が出来る青木くんなので、心配していませんが、ＪＣもこれから
更に忙しくなるので、共に頑張りましょうね～＼（＾ｏ＾）／（北村）

☆委員会ゲキアツ情報☆
総務広報委員会
やっと、事業計画の準備が出来ます。まだ内容はお伝え
出来ませんが、帰属意識を高める６月度例会お楽しみ
に！！帰属意識とは？！

組織活性委員会
前期入会９名ご協力頂きました皆さまありがとうございま
した。ですが、目標に届いていませんので、引き続き情
報をよろしくお願いします！！

魅力あるひこね創出委員会
華の事業系らしく忙しいＪＣを楽しんでおります！！本
日の４月度事業例会に引き続き、第３１回カロム日本選
手権大会もお楽しみに！！

笑顔溢れるひこね創造委員会
写生大会の時期がやってきました。天候に恵まれる事を
祈って委員会メンバー一同、準備して参ります。チラシ分け
等皆さんのご協力お願いします！！

想いを紡ぐＲｅｖｉｓｉｏｎ特別委員会

財政規則特別委員会
４月に開催した財特委員会で１０回目を迎えました。二大
５月度例会で彦根青年会議所の夢ある未来を想い描き、
継続事業もなんとか通過しましたが、気を緩めることなく、
青年会議所運動にメンバー全員が邁進出来る例会にし
細目までしっかりと見ていきますよ！！
ますので、必ずご参加ください！！

☆５月度例会

～夢ある未来を想い描こう～開催☆

公益社団法人彦根青年会議所運動指針『Ｎｅｗ Ｖａｌｕｅ ｆｏｒ Ｏｕｒ Ｆｕｔｕ
ｒｅ～夢ある未来へつなぐ新たな価値の創造～』が策定されて約５年が経
とうしています。１０年先或いは５年先を見据えてその期間どのようなまち
づくりをしたいのかを運動指針に沿って事業を展開していくことで、１つの
価値を持った「まち」になると考え策定されました。本例会では運動指針に
ついて改めて理解を深めて頂き、そしてこの５年間の私たちの運動が本
当にまちのため市民のためになっていたのかを問い正し、これからの彦
根青年会議所運動をより良い方向にしていくために、５月度例会～夢ある
未来を想い描こう～を開催させて頂きます。

☆２０１８年度５月臨時総会☆
５月度例会終了後に２０１８年度５月臨時総会を文教スタ
ヂオ５階にて開催いたします。５月臨時総会では、まだ２
０１８年度半ばではありますが、２０１９年度の足音が聞こ
えだします。そう、２０１９年度理事長候補者・監事候補者
選考委員会が発足するのです。選考委員会のメンバーを
選ぶのは、もちろん選挙ですよね。メンバー一人ひとりの
意見が重要となる、組織の最高意思決定の場である総
会に奮ってご参加よろしくお願いいたします。
（事務局一同）

☆理事会通信☆ 第４回理事会 ２０１８年３月２３日（金）
１９：３０ ～ ２３：０３
審議事項
１号議案

１月度新年交流例会～開催の件

全会一致

２号議案

月報発行事業計画収支予算一部変更の件

全会一致

３号議案

新入会会員承認の件

全会一致

４号議案

５月度例会～夢ある未来を想い描こう～開催の件

全会一致

５号議案

５月臨時総会開催の件

全会一致

６号議案

彦根城写生大会２０１８～ひこね描き隊・写し隊～開催の件

全会一致

７号議案

第３１回カロム日本選手権大会～カロムをやらない理由が見つからない！そだ
ね～！～開催の件
全会一致

８号議案

第３２回彦根シティマラソン実行委員会参加の件

全会一致

◆◆◆編集後記◆◆◆
３月６日公式訪問例会が行われました。例会を担当されました、組織活性委員会橋本委員長をはじめとします委員
会メンバーの皆様！素晴らしい設えでした。彦根青年会議所のやる気スイッチを押された３月度公式訪問例会後は
どの委員会も負けてたまるか！と活気溢れてます。総務広報委員会も負けじと、５月号月報をど派手に行きます。
（北村忠征）
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