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☆７月度例会～一心同体となり
唯一無二の高みを目指せ！～開催☆
７月１９日（木）に７月度例会を開催させて頂きました。当初は７月６日（金）に執
り行う予定をしておりましたが、大雨のため開催予定の会場が避難場所に指定
されたため中止となりましたが、例会を担当します橋本委員長の熱い想いもあ
り１９日にあらためて開催することが出来ました。本例会では、彦根青年会議所
が唯一無二の組織として輝き、存在感を発揮するためにメンバー同士の友情を
育み、互いを思いやり支えあうためメンバー同士の交流を促進し、結束力を構
築する契機として開催されました。いつもの例会とは違い動きやすい服装と体
育館での開催でしたのですごく新鮮な雰囲気の中、橋本委員長の開会宣
言で始まりました。委員会タイム中はクジで選ばれた二人一組のペアで二人三脚状態で休憩も含めて行動する決
まりがあり、何をするにしてもペアの相手は道連れです・・・(ﾟдﾟlll)汗だくの男同士が密着して行う二人三脚は、異
様な光景でした（笑）ただ二人三脚の練習を重ねる度にペアとの一体感も生まれ、メンバーの笑顔が多く見られま
した。そして最後に参加メンバー全員で二人三脚２５ｍ走を行いました。なかなか全体の掛け声、歩幅、ペースが
合わず何度も転倒していたのですが、何度もトライするたびにメンバーそれぞれが走りぬくには何が必要かを考え、
他のメンバーのことを考え、掛け声も一つになり２５ｍ走を完走することが出来ました。参加メンバー全員で体を動
かし、一つのことを成し遂げられ、いつもと違う達成感がありました。日頃あまりコミュニケーションをとれていないメ
ンバー間の交流も多く見られ、彦根青年会議所としてさらなる結束力が生まれたと思います。橋本委員長を中心
に７月度例会を設営いただきました組織活性委員会の皆様お疲れ様でした。
参加者全員で２５ｍ走クリアするまで帰れまテン！！

準備体操

☆サマーコンファレンス２０１８☆
７月２１日（土）７月２２日（日）に横浜で開催されたサマーコンファレンス２０１８ことについて書きたいと思います。今年のサマ
コンは私事で行けませんでしたので今回はサマコンに参加されたメンバーの川口副理事長と今年初参加された総務広報委
員会の青木君にサマコンに参加して印象的な事をインタビューしました。
Ｑ．川口副理事長がサマコンで１番印象に残っておられることは何ですか？
A．『価値創造フォーラム』にて（株）一柳アソシエイツ代表取締役社長&CEOの
一柳良雄氏と青山学院大学陸上競技部長距離ブロック監督の原晋氏の対談
が印象に残ってます。『覚悟を持って挑戦する』この言葉を私自身も大切にして
いき、改めてJC運動に邁進したいと感じました。
Ｑ．青木君がサマコンで１番強く印象に残っておられることは何ですか？
A．受講したセミナーでは、滋賀県から株式会社たねやの山本晶仁先輩が講談されていまし
た。全国の舞台に立たれる先輩の話は、身近に感じながらも遠い存在に思う程のお話しで
した。ＬＯＭナイトでロイヤルウィングでの横浜クルージングはとても有意義なものになりまし
た。先輩方の思い出話は、経歴の浅い私にとって貴重な体験談として聞くことが出来たと感
じます。ＬＯＭの活動だけでは体験できないことに参加する機会があり幸せに思います。
感想：一方的なインタビューになってしまいました( ﾟ∀ﾟ;)お二人にインタビューをしていて思ったことが様々なセミナーがあ
り、多くの学べる場があることを知り来年は自分の学ぶ場としてセミナーなど行けたらなと思いました！！！そして写真を
見た感想が７月２１日の夜に船で懇親会を行われ写真に写っている皆様が凄く楽しく話しているのを見てそれだけでサマ
コンがどれだけ楽しかったのかが伝わりました！！！来年は絶対に参加します！！（大澤）
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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？！は公益社団法人高島青年会議所の５０周年記念式典に突撃取材をさせて頂きま
した（＾＾）／杉橋理事長率いられます、公益社団法人高島青年会議所が一丸となり６月９日今津サンブリッジホテルにて
盛大に開催されました。メンバーそんな式典と祝賀会の様子をお届けします！！

公益社団法人高島青年会議所 創立５０周年式典・祝賀会
６月９日今津サンブリッジにて開催されました、公益財団法人高島青年会議所、創立５０周
年式典、祝賀会は他ＬＯＭメンバーはもとより多くの来賓の方々が御臨席され盛大に開催さ
れました。先輩諸兄、市民、行政、関係諸団体の方々に感謝するとともに、未来の「たかし
ま」を描き、多くの方々と語り合う時間、場を設営したいと考え、節目の年として、５年間を振
り返り、青年会議所と地域、関係者各位との結束を再確認する場にしたいと言っておられま
した。式典では行政、特別会員の皆様、県内青年会議所の皆様がお越しになられ、厳粛な
雰囲気での式典となりました！
杉橋理事長挨拶では今後の活動への想いを話され決意の
強さを感じるものでありました。高島青年会議所はメンバー
が２０名弱と少数ではあるんですが、メンバー同士の結束力
があり、このような大きな事業でも完璧にこなされる勢いあ
る青年会議所です。彦根青年会議所も７０周年に向けて、
高島青年会議所さんのような結束力が必要ですね（＾＾）／
式典終了後は、同会場にて５０周年祝賀会が開かれました。まずは高島高校ブラスバ
ンド部の迫力ある演奏でスタートし会場が一瞬にして祝福のムードに包まれました。そ
の後は久々にお会いする方々との歓談を楽しまれ会場全体が盛り上がり活気溢れる
場でありました。今回の突撃取材で７０周年を迎える彦根青年会議所として非常にいい
刺激を受けました。７０周年に向けてメンバー一丸となり日々邁進して参ります＼（＾ｏ＾）
／高島青年会議所さん！５０周年おめでとうございます！！！

☆２０１８年

近畿地区大会 葛城大会
近畿ブランドが創り出す魅力と活力に
２０１８年７月１４日近畿地区大会葛城大会が 溢れる近畿の実現☆

開催されました。式典はモナミホールにて開
催され近畿から多くのメンバーが参加され、
盛大に開催されてました。彦根青年会議所か
らも、多くのメンバーが参加し有意義な時間
を過ごすことができました。
また、たからいちブースでは滋賀ブロック協議会や滋賀県内ＬＯＭのブース出
店があり、出向されておられるメンバーで設営されておられました。一般の
方々も多く来られており大繫盛でありました。活気溢れ県外からも来場頂ける
近畿地区大会！彦根大会！ぜひやらせてください（笑）

☆出向者リアルガチ情報☆
今月号の出向者リアルガチ情報は、グローバル人材育成委員会に出向されてます山田君にインタビューしてきました。
グローバル・・・どんなことをされているのか興味津々です。（飛松）
GTS事業 (Global Training School)では将来、海外進出を考えてる近畿圏内の企業家
が海外を視察しながら海外への事業進出について考え、海外との交流を育む事業と
なっています。２０１８年度のGTS事業では、８月１日から４日の間、ベトナムのホーチ
ミンにて実施されます。今回、海外への事業展開を深く考えて貰うためにサービス、小
売、製造の3グループに分かれて行動します。先日行われた国内プログラムでは、こ
のグループの中から10名程度のチームに分かれてもらい交流を育んで貰いました。
各チームにはグローバル人材育成委員会メンバーの担当者と近畿地区協議会役員
の皆様が国内プログラムから海外プログラムを通してサポートしていきます。
昨日の朝に日本に帰ってきました。海外大好きな私ですが、ベトナムもすごく楽しかっ
たです。ＧＴＳ事業を通じて、近畿圏内のメンバーと交流が出来、繋がりを持つことが
出来ました。これを絶対に仕事に活かしていきたいと思います！！
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☆仮入会会員紹介しちゃいます☆
名前 大野 勝輝（おおの かつき）
⦿勤 め 先⦿ 株式会社雅コーポレーション

⦿生年月日⦿ 平成 ３年 １２月 ２９日

⦿業務内容⦿
主に道路工事や河川工事等の公共工事をしております。
自身は施工管理や重機オペレーターなどをしています。
ＪＣ活動を通して地域の建設業が活性化していくよう
取り組んでいきたいと思っております。
また、自己の成長もしていけるよう一生懸命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⦿
今月号では後期入会したばかりの大野君を紹介させていただきます。
５人目の平成生まれのメンバーとなり、少しずつ平成生まれのメン
バーが増えてきました♪今後の彦根ＪＣを担っていくであろう大野君
は、若い時から建設業に携わり、現在はデスクワークから重機まで
こなす会社のエースとして活躍しています！
見た目は男らしく、性格は優しく温厚です！まだまだ表情が固い部
分がありますので、積極的に交流を深めてもらいたいと思います。
これからのＪＣ活動が楽しみですね！！

☆会員拡大状況～未来の同志～☆
新メンバーの後期入会もありましたが、ま
だまだ彦根ＪＣを盛り上げていきたいと考
えます。引き続きOBの皆さんも含めて皆
様のご協力が必要不可欠です。興味の
ある方は勿論、興味のない方にも興味を
持っていただけるよう伺いますので、拡大
情報がございましたら橋本までご連絡を
よろしくお願い致します（＾Ｏ＾）
やったらんかい彦根ＪＣ！！

☆メンバー情報コーナー☆
お誕生日

Ｈ ３．８． ６
Ｓ５９．８． ７
Ｓ６１．８．１２
Ｓ５４．８．１７
Ｓ５９．８．３０

土田
澤井
木村
松尾
中西

浩史君
雄一君
佳史君
直樹君
雄也君

☆７月度入会 仮入会会員入会式☆
７月度例会開催の前に後期入会メンバーの仮入
会会員入会式が執り行われました。後期入会のメ
ンバーは・・・そう！大野勝輝君です♪８月号の３
ページ目は大野君尽くしになりました（笑）
開会前になると緊張した様子でしたが、半年前は
自分もすごく緊張したなーと思い返し、これから共
に活動する仲間が増えたことに喜びを感じました。
司会は友人でもある藤野達也君です。
初めての司会に藤野君も緊張していた様子です
が、無事に仮入会会員入会式を終え二人とも安
堵していたように思います。拡大に尽力されてい
ます組織活性委員会橋本委員長も「これからだ
ぞ！」と激励の言葉をかけられていました。
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☆委員会ゲキアツ情報☆
総務広報委員会
９月度例会は滋賀ブロック大会八幡大会での移動例会
となります（＾＾）／
メンバー全員で参加し実りある有意義な時間にしましょ
う＼（＾ｏ＾）／

組織活性委員会
皆さん８月１０日は、新入会会員と卒業生が中心に進めてきた
山車を披露する時です！頑張って製作をしてくれたメンバーの
皆様ありがとうございます。メンバー全員で総おどり大会を盛
り上げよう！親睦会もあるのでよろしくね～♪

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
１１月度（事業）例会に向けて、日々準備を進めておりま
常に良い目標を見失わずに努力を続ける限り最後は必
す。内容については、まだ公に出来ませんが、あの伝説
ず報われる。
の２０１６年お寺事業のような事業を夢見て！！
１０月度例会にむけて・・・・
想いを紡ぐＲｅｖｉｓｉｏｎ特別委員会
財政規則特別委員会
５月度例会でのメンバーからの意見を反映した運動指針を まだまだ今年はこれからです。緩みがないよう厳しくチェック。
この８月度例会にて提案させて頂きます。皆様の想いや意 予算！決算！コンプライアンス！議案の隅々まで見ますの
見を沢山頂くことで、運動指針を更に進化させることが出
で、気を緩めないようお願い致します。
来ると考えておりますので宜しくお願い致します。

☆第５６回彦根ばやし総おどり大会☆
８月１０日（金）に彦根観光協会が主催する、第５６回彦根ば
やし総おどり大会が開催されます。彦根市内商店街で昭和
３５年に作られた新作民謡「彦根ばやし」に合わせて商店街
を踊り、練り歩きます。彦根青年会議所では、毎年、卒業生
と新入会会員が共に出し物を製作しているのですが、６月か
ら山車の製作を行っております。組織活性委員会の村田君
（リーダー）を中心に製作も大詰めです。当日の完成品を楽
しみにしていてください♪メンバー全員で彦根ばやし総おど
り大会を盛り上げていきましょう！（大澤）

☆８月度例会〜輝かしい未来のひこねを想う～開催☆
５月度例会にて、検証お題に対してメンバーから頂いた意見を参考に、運動
指針を進化させるために委員会にて検討を重ねてきました。本例会を通して、
私たちがこのまちの将来の構想や展望を明確にした目指すべき運動の方向
性をメンバーに提案し共有を図り、ひこねの未来が活氣に満ち溢れ更なる発
展に繋がる運動が行える一助になると考えています。また、本例会では理事
長鼎談（ていだん）と致しまして、杉原理事長、西崎直前理事長、そして私（２
０１９年度理事長予定者）と新たな運動指針に対しての意見や想いを話し合っ
て頂く中で、新たな運動指針に対してメンバーにより理解をして頂ける例会に
したいと考えます。
（想いを紡ぐＲｅｖｉｓｉｏｎ特別委員会川口委員長）
第９回理事会 ２０１８年 ７月２４日（火） ２０：３６ ～ ２３：５４

☆理事会通信☆
第８回理事会 ２０１８年 ７月１０日（火）
１９：００ ～ １９：３8
審議事項
１号議案

事業計画書
７月度例会～一心同体となり唯一
無二の高みを目指せ！！～開催
日予算書変更
全会一致

審議事項
１号議案

事業報告書 ４月度（事業）例会～ＨＩＫＯＮＥ ＣＨＡＲＭ ＱＵＥＳＴ～開催

全会一致

２号議案

事業報告書 ５月度例会～夢ある未来を想い描こう～開催

全会一致

３号議案

事業報告書 ５月臨時総会開催

全会一致

４号議案

事業計画書 第４８回滋賀ブロック大会近江八幡大会全員登録

全会一致

５号議案

事業計画書 公益社団法人彦根青年会議所 定款一部変

全会一致

６号議案

事業計画書 ８月臨時総会議案追加及びアジェンダ一部変更

全会一致

７号議案

事業計画書 ９月度例会開催～この瞬間（とき）を共に、築け更なる絆を～開催の件
全会一致

◆◆◆編集後記◆◆◆
サマコン、地区大会と会員大会も残すところわずかとなって参りました。多くのメンバーで参加しその魅力をお
伝え致します。９月号以降もよろしくお願い致します。（北村忠）
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