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☆４月度事業例会☆
～ＨＩＫＯＮＥ ＣＨＡＲＭ ＱＵＥＳＴ～

４月度事業例会閉会後、彦根JC２０１８年度前期仮入会会員の９君を正会員として迎えるために新入会会員式が
執り行われました。それぞれの思いでこの日を待ち望んでいた新入会会員は嬉しい反面、緊張と今後の活躍を期待
され身の引き締まる思いです。そして、新入会会員として楽しみなのが配属先委員会発表。一年目の配属先が今後
のJC活動を左右すると言っても過言ではありません。配属先委員会発表の際には、各委員長が暖かく迎え入れら
れ新入会会員も３信条を胸に気持ちが高まっている様子でした。
(北村委員長) 入会してよかったと思えるように、少しでも何かを得れるよう頑張ってください。
(橋本委員長) JCを舞台に、人の輪を広げ、己を磨いて欲しい。今後の活躍を期待しています。
(中島委員長) 人との関わりを大切にし、協力する姿勢を忘れずに。
(塚越委員長) まずは行動すること。例会だけでなく、様々な会に参加することが大事。
最後に、５月号の表紙を担当させて頂きました新入会会員の青木克実です。新入会会員一同、微力ではございま

すが更なる彦根JCの発展のために尽くしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いたします。

☆新入会会員入会式☆

魅力再発見！中山道の旅！

参加者の方々と記念撮影

入会証授与 理事長から歓迎の挨拶 新入会会員自己紹介

徳川家康公腰掛石のある円照寺

旧豊郷小学校校舎郡出発

例年よりも暖かい日が続く４月上旬。本例会は彦根JC６５年の歴史で初めての
試みとなる事業例会になります。通常、例会は毎月６日に開催されますが、事業
例会ということもあり一般の方も参加しやすいようにと７日（土）に開催されました。
当日の参加者は、彦根JCメンバーを含め５０名となり、地域の子どもたちにも参
加して頂くことが出来ました。しかし、残念ながら当日の天気は雨。其れも其の筈、
本例会を取り仕切るは雨男の名を冠する塚越秀治委員長なのです。先日、「俺、
結構晴れ男やのに」「ゴッシーの担当する事業はいつも雨やな」杉原理事長、北
村監事と交わされた会話。内心、大丈夫だと思い携帯を開く塚越委員長でしたが
予報は雨。「思い出はいつの日も雨～」と頭の中で流れるミュージック。迎えた当
日に玄関を開けたらやはり雨。期待を裏切らない委員長であります。
本事業例会は、江戸時代に栄えた五街道の一つ中山道にスポットを充て、高宮

～豊郷～愛知までの約１０ｋｍ間に設定されたチェックポイントを回る中で歴史遺
産や物語を感じ、伝統産業を体験して頂く流れとなっています。車等で通ったこと
がある場所でも、歩けばまた違う景色が見えてきます。まるで江戸時代にタイム
スリップしたかのような面影を残す町並みが、ただ歩くだけではなく考える力を与
えてくれる気がします。昼食休憩の後は、旧豊郷小学校舎群で伝統産業の近江
上布や湖東焼を制作体験しました。それぞれ思いの詰まった作品が出来たよう
に思います。午後からは悪天候の為、大幅に計画を変更しましたので全ての
チェックポイントを回ることは叶いませんでしたが、彦根JCメンバーが参加者の為
に臨機応変に動いて頂いた事で無事に終えることが出来ました。参加者や彦根
JCメンバーにも本例会を通して私たちの住む地域の魅力を再認識し、新たな発
見をして頂けたのではないでしょうか。
(塚越委員長) 次は第３１回カロム日本選手権大会です。４月度事業例会以上に
ご協力の程よろしくお願いたします。愛知川で「雹降った～」と口を揃えて言った
彦根JCメンバーの顔を思い出しつつ・・・
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☆出向者リアルガチ情報☆

栗東青年会議所、草津青年会議所、守山青年会議所、野洲青年会議所
２０１８年度４月合同例会

☆突撃隣りのＬＯＭ何してる？！☆
今月の突撃隣りのＬＯＭ何してる？！は、栗東青年会議所、草津青年会議所、守山青年会議所、野洲青年会議所、の４月
度合同例会に突撃取材をさせて頂きました。草津市立総合体育館にて開催されます合同例会は、４ＬＯＭ合同ということも
あり、１００人以上の参加者で異様な光景でした。取材中は顔なじみの方が多数おられ僕自身も楽しんでました。例会を楽
しむってどゆこと？って感じですが・・・ま、簡単に言いますと「４ＬＯＭで運動会」してました（笑）皆さんめちゃめちゃ楽しんで
おられたので正直羨ましかった・・・彦根青年会議所もそうゆうことしたいよね～～ｍ（＿＿）ｍ

今月の「出向者リアルガチ情報」は、直前会長として、全国城下町青年会議所連絡協議会に出向しておられます、杉原理事
長にインタビューしてきました。第３５回全国城下町シンポジウム彦根大会実行特別委員長、そして全国城下町青年会議所
連絡協議会会長を歴任されました杉原理事長はスペシャリストです！！（北村忠）

「４ＬＯＭ大運動会で一つになり」
生まれる友情と絆草津市立総合体育館にて開催されました

合同例会は参加者１００人以上とまさに異
様な光景でありました。本例会は湖南地
域近辺で運動を展開される、栗東青年会
議所、草津青年会議所、守山青年会議所、
野洲青年会議所が友情と絆を深め、ひと
つの大きな力で一丸となり地域を盛り上
げていくことを目的として開催されました。
実際に取材に行き率直に感じた事・・・・・・

それは・・・・・・めちゃくちゃいいことしてる
やんっ！なんでもっとはよゆうてくれんかっ
たん！彦根青年会議所もご一緒させて頂
けませんか？って思いました。

大の大人が、がむしゃらに競技を楽しみ、少年少女のような表情でこのときを過ご
されていました。そこには青年会議所での役職や社会人としての立場は関係なく、
また普段は別の地域で活動してるんです！といった境界線は全くありませんでした。

これだけ、多くのメンバーがひとつとなり展開する地域づくりは強大で不可能
をも可能にする！！でしょう！！私たちが住む地域が少しでも明るく豊かに
なることを、活気ある地域になることを目指し私たちは日々活動しています。
それは今回取材させて頂いた４ＬＯＭだけの想いではありません。各地域で
活動する青年会議所メンバーの想いです。空に浮かぶ雲をつかむような感
覚で、なかなかうまくいかず、あ～でもないこ～でもない言いながら・・・
これからも必死のパッチで活動して参ります＼（＾ｏ＾）／
いつかやろう・・・・ぜったい！！

４月１４、１５日に高岡の地で開催された、第２回役員会に出席して参りました。
第３９回大会を主管立候補に名乗りを上げられた事での現地視察及び本年度
の松江大会の現状報告がされました。彦根ＪＣは全員登録して頂いており、実
際に松江に行くメンバーも多いと聞いていますが、全城シンは他の会員大会と
は一味違い、その土地の歴史や文化に触れることのできる大会です。今から
でも是非多くのメンバーで来て欲しいと思います。私は５月１８日早朝の成功
祈願祭から参加するため木曜日から松江に入って皆様をお待ちしております。
（杉原直前会長）

「県内１１LOM
大運動会」（北村忠）



名前 村田 佳嗣（むらた けいし）

⦿勤 め 先⦿ 村健

⦿生年月日⦿ 昭和６１年 ３月 ３１日
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☆新入会会員紹介しちゃいます☆

☆会員拡大状況～未来の同志～☆

⦿総務広報委員会からご紹介⦿
月報５月号のこのコーナーは、新たに総務広報委員会に配属されました飛松が紹介させていただきます。よろしく
お願い致します。では早速ですが、彦根ＪＣのムードメーカーが入会しました。人との距離を縮めるのが本当にうま
い村田君。誰とでもすぐに仲良くなってしまう、人として一番の魅力を持ってます。ちょっと、んっ❔とナイスなボケを

かましてくれる所もありますが、それも村田君の魅力です（笑）事務局長の園君と公私共に交流があるようで、園
君からの紹介で入会されました。以前お話ししていた時に、入会の動機をお聞きすることがあったのですが、ＪＣに
入会し自分を変えたいと強く思われてます。そのままでも魅力ある村田君ですが、高い志しを持っておられ、僕も
同じく一年目でＪＣについてわからないことが多いですが、同期メンバーで一緒に彦根ＪＣと地域を盛り上げていき
たいで！！※ただし、お酒は物凄く弱いようなので交流がある場合は程々にお願いします（笑）こんな村田君を皆
様どうぞよろしくお願い致します。

皆さんこんにちは！さっそく朗報です！！
後期入会第一号メンバーが決まりそうで
す♪
これで前期メンバーを含めて１０名、目標
の１５名拡大まで全力で突っ走ります💦💦
引き続き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。
やったらんかい彦根ＪＣ！！

☆メンバー情報コーナー☆

Ｓ５３．５．３１ 北村 喜史君

Ｓ６１．５．１６ 福沢 和喜君

お誕生日 Ｓ５６．５． ８ 福澤 俊治君

Ｈ ４．５．１８ 西川 隼世君

Ｈ ３．５． ８ 藤野 達也君

Ｓ６３．５．２７ 山田 雅崇君

彦根城写生大会２０１８
～我ら、ひこね描き隊・写し隊！～

第３１回カロム日本選手権大会
～カロムをやらない理由がみつからない！

そだね～！開催

⦿業務内容⦿
主に一般住宅の大工工事を行なっています。『お客様の大
切な家』『これからいろいろな家族の思い出を作っていく家』
のため、一生懸命思いを込めて工事を行なってます。その
中でお客様が現場を見に来られた時に笑顔になってもらえ
る事にやりがいを感じてます。ＪＣ活動を通して、自分の働
きで地域活性化に繋がるように頑張って行きますので皆様
宜しくお願い致します。今年一年は村田色全開でいきます。

毎年開催させて頂いております写生大会は今年で４９
回目となりました。本年は写生大会を通して参加して頂
いた皆さんにまちの魅力を体感して頂き、まちへの愛情
と誇りを育む事業として開催させて頂きます。

日時 ５月１３日（日） ９：００ ～ １６：００
予備日 ６月 ３日（日） ９：００ ～ １６：００
場所 彦根城城山一帯

※絵画教室ご希望の方は、５月７日（月）までに彦根青
年会議所までＦＡＸまたはメール下さい。 ご参加お待ち
しております。

毎年、熱戦が繰り広げられる
カロム日本選手権大会も今年の開催で３１回目と
なります。彦根市民体育センターが建て替えのた
め会場を米原にあります、滋賀県立文化産業交
流会館にて開催いたします。場所が変更となって
いますので、ご注意ください。

日程 ６月１０日（日）
時間 ９時～ ダブルス受付開始

１１時３０分～ シングルス受付開始

皆さんのご参加お待ちしております。



５月度例会では、彦根青年会議所の夢ある未来を想い
描き、青年会議所運動にメンバー全員が邁進出来る例
会にします！！必ずご参加ください！！

☆６月度例会〜アゲアゲ Ｅｎｇａｇｅｍｅｎｔ
彦根ＪＣとしての誇りを胸に～開催☆
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◆◆◆編集後記◆◆◆
最近は過ごしやすい日が続きますね～ポカポカで毎日睡魔との闘いのなか、うっかり月報作成忘れるところでし・・・いやい
やいやいや、今回は！いや今回も！順調に取材をかさね総務広報委員会の熱い想い込めてます！！新入会員も各委員
会に配属され、勢い出てきました。新入会員が担当した記事もありますよ。勢いそのままに月報６月号も頑張ります。
（北村忠征）

☆理事会通信☆第５回理事会 ２０１８年４月２３日（月）
１９：０９ ～ ２２：００

財政規則特別委員会想いを紡ぐＲｅｖｉｓｉｏｎ特別委員会

総務広報委員会 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
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！！

☆委員会ゲキアツ情報☆

６月度例会 ～アゲアゲ Ｅｎｇａｇｅｍｅｎｔ 彦根ＪＣとしての誇りを胸に～は当委員

会が設営させて頂きます。やっと俺らの出番きたっ！！小出英樹先輩にお越し頂
き、現役メンバーの知らない彦根青年会議所の偉大な歴史、過去と現在との違
いは？過去と現在を行き来するっ歴代理事長と次年度理事長候補者との

Ｔａｌｋ ｌｉｋｅ ａ ドリ～～ム！…あっ、夢のような対談！この日を境に
彦根青年会議所は生まれ変わります！！
熱い、熱い、熱い、6月度例会（帰属意識を高める例会）
皆様心よりお待ちしております。（総務広報委員会）

☆第３７回全国城下町シンポジウム松江大会の案内☆

５月といえば全国城下町シンポジウム！参加よろしくお
願いします！皆さんで盛り上がっていきましょう！！！
全員で１台のバスで行きますよ～！！

第３１回カロム日本選手権大会まであと３６日！！

５月２１日（月）に文教スタヂオ５Ｆでカロム事前説明会
がありますのでご参加よろしくお願い致します！！

☆２０１８年度６月臨時総会☆
６月度例会前に２０１８年度６月臨時総会を文教ス
タヂオ５階にて開催いたします。６月臨時総会では、
２０１９年度理事長候補者、監事候補者の発表でご
ざいます。次年度の顔の理事長候補者と全体を見
据えまとめ上げる監事候補者が決まる大事な６月
臨時総会です。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）

６月度例会を開催いたします。帰属意識を高める例会な
のでメンバーの皆さんにはご参加頂きたいです。やっと
事業らしい事業ができます！！！

第３７回全国城下町シンポジウム松江大会が５月１８日（金）、５月１９日（土）、５月２０日（日）
であります。開催場所は松江城地域（島根県松江市殿町１ー５）にて開催されます。本大会
のスローガンは「叡智～古今城下町、次代への継承～」の下開催されます。私が注目してい
るのは１９日（土）の記念シンポジウムのかまいたちさんのトークライブと第２分科会は今流行
りの「甦れ！松江城の隠れた観光地」ですね。松江城にある馬洗い池の水を抜き、池に生息
している生物を捕まえて観察する事業の２事業が楽しそうです。参加される方は大いに盛り
上がりましょう。（大澤）

審議事項

１号議案 彦根青年会議所新聞新年号発行の件 全会一致

２号議案 ２月度例会〜我ら、ひこねの町並み保存し隊！〜開催の件
全会一致

３号議案 ２月通常総会開催の件 全会一致

４号議案 ６月臨時総会開催の件 全会一致

５号議案 ６月度例会〜アゲアゲ Ｅｎｇａｇｅｍｅｎｔ 彦根ＪＣとしての誇
りを胸に〜開催の件 全会一致

コンプライアンスを司る財特から一言、個人情報には、写真
も含まれます。いよいよ彦根ＪＣ二大事業が開催されます。
メンバーの皆さん、写真の取り扱いには十分注意してくださ
いね！！特に総務広報委員長の忠征くんはね！笑
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