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☆１０月度例会～ＦＩＥＬＤ ＯＦ ＶＩＥＷ～☆
１０月９日文教スタヂオにて１０月度例会～ＦＩＥＬＤ ＯＦ ＶＩＥＷ～が開催さ
れました。本例会はひこねオリジナルを進化させるためには、地域資源の

可能性を考え、活動されている関係諸団体と
連携し、このまちの地域資源に新たな価値を
見出せないかと考え、魅力あるひこね創出委
員会担当のもと開催されました。

まずは彦根シティマラソンを行政、市民へ移管するために設立された、
実行委員会立ち上げに御尽力されました、田中由一先輩の講演から
スタートしました。カロム大会実行委員会設立の実現にむけてもある
ので、皆さん真剣な面持ちでした＞＿＜

田中由一先輩の講演は、１９８７年「気分のいいまちづくり
の演出」というじぎょう方針の中、企画運営された彦根シ
ティマラソンの実行委員会を立ち上げられた経緯や当時
の想いをお聞きすることが出来ました。また、実行委員会
の立ち上げだけではなく、後に行政、市民へ事業を移管し
更なる発展を遂げた当時の体験を踏まえた講演は、今私
たちが行っている“継続事業”の方向性を参加したメン
バーで共有することが出来た講演でした。

その後、日本カロム協会の赤井会長と大須賀事務局長より、日本カロム協会立ち上げの経緯、そして、
カロム日本選手権大会への熱い想いをお聞きすることが出来ました。彦根青年会議所として、カロム日
本選手権大会をやるべきこと、継続事業の大切さを感じ取ることが出来たとともに、改めて、彦根青年
会議所の先輩諸兄が創り上げてきた素晴らしい大会にもっともっとたくさんの人に参画頂くことが、これ
からの彦根青年会議所のやるべきことだと強く感じることが出来ました。その後カロム大会実行委員会
設立に向け意見交換をする、ブレインストーミングが行われました！ブレインストーミングではカロム協
会の赤井先輩、大須賀先輩にもご参加頂き実り多き有意義な時間となりました！>_<設営されました、

魅力あるひこね創出委員会委員会メンバーの皆さん、汗だくで頑張っておられた塚越委員長！！お疲
れ様でした！！いい例会でしたね＾ ＾例会終了後に塚越委員長より、コメントを頂きました。
先日、開催させていただきました１０月度例会～ＦＩＥＬＤ ＯＦ ＶＩＥＷ～にご参加いただき誠にありがとう

ございました。メンバーと協力団体が想いを共有し彦根青年会議所が継続的に行ってきたひこねオリジ
ナルというべきカロム大会の新たな可能性を見出す第一歩を踏み出す機会になったと考えております。
至らぬ点も多々ございましたが、きっちりと検証し次年度に繋げていきたいと思います。

まだまだ多くの事業が残っておりますので今後ともご参加、ご協力のほど宜しくお願い致します。お忙し
い中、私たち現役メンバーのためにお話を頂きました、田中先輩、赤井先輩、大須賀先輩、誠にありが
とうございました。



Page 2/8

2018年11月11日 彦根ＪＣ月報 No.６５９

☆２０１８年度全国城下町青年会議所連絡協議会第４回役員会☆
２０１８年度全国城下町青年会議所連絡協議会に直前会長として出向されている、
杉原理事長の雄姿を見に、第４回役員会にオブザーブ参加してきました。２０１７
年に全国城下町青年会議所連絡協議会の事務局を預からせて頂いた際に、２０
１９年度の主管を受けて頂いた大きなご恩のある豊橋の地にて、現地視察を兼ね
て開催されました。この噂をどこで聞きつけたのか、２０１７年に運営専務と言う大
役を担われた増田先輩にもご参加頂き、岩本会長はじめとする本年度の事務局
メンバーも驚きと喜びを隠せない表情をされていました。増田先輩のご卒業され
ても変わらぬ想いに現役メンバーの私たちも負けぬように頑張ります！！

☆２０１９年度模擬理事会☆

本役員会は一年通して最後の役員会です。本役員会では、第３７回全国城下町シンポ
ジウム松江大会の事業報告と決算、そして、２０１９年度全国城下町連絡協議会会長の
承認議案が上程され、全会一致をもって可決承認されました。松江大会の報告では、
古藤理事長から松江大会参加への御礼と豊橋大会に参加する熱い言葉をお聞きする
ことが出来ました。松江大会にも参加させて頂いた私には、感慨深いものがありました。
本当にお疲れさまでした。そして、松江大会実行委員長でおられた、内部高志（うちべ
たかし）君が ２０１９年度の会長予定者として承認され、会長バッヂ伝達式が無事執り
行われました。杉原直前会長から、岩本会長へ直前会長バッヂの伝達も行われ、直前
会長としての大きな担いも無事終えることが出来、安堵の表情を浮かべておられました。

杉原直前会長、お疲れさまでした。２０１９年度は豊橋
の地にて第３８回全国城下町シンポジウム豊橋大会が
６月２８、２９、３０日に開催されます。主管を受けて頂い
たご恩を返すためにも、多くのメンバーで参加して、豊
橋大会を盛り上げたいと考えます。多くの先輩、そして、
増田先輩も参加して頂けることでしょう。（笑）

本年度ご卒業されます、卒業生の皆さんから、２０１９年度委
員長候補者の４名に愛のムチを送って頂く、「模擬理事会」が
１０月２９日に開催されました。委員長一人に対し、与えられた
時間は２０分と短い時間の中、卒業生は間髪入れることなく、
質問と言う愛の言葉を委員長の皆さんに投げかけておられま
した。８月に２０１９年度の組織が発表され、短いようで長い時
間をかけ、自身の想いを表現した方針に真摯に向き合ってき
た成果が出た場面も多くありました。が、そこはたくさんの役
職経験をお持ちの卒業生、方針の核心に迫った質問に委員
長連もタジタジになっていました。その後の懇親会でも熱く熱く
残るメンバーに向けて語って頂けた時間は、本当に有意義な
時間でありました。ありがとうございました。
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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

残すところあと２ヶ月となりました。公式Ｗｅｂサイトや月報
での情報発信最後まで頑張ります！！
集大成となる月報１２月号！乞うご期待！！

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

☆委員会ゲキアツ情報☆

組織活性委員会では、１２月度例会に向けて着々と準備を
進めております。１年の締めくくりになる例会になるよう全力
で頑張ります！！皆さん１２度月例会をお楽しみに～（＾＾）／

「七転八倒 つまづいたり ころんだりするほうが 自然なん
だなぁ だって 人間だもの」担当する担いは１０月度例会
で終わりましたが、２０１９年度にしっかりと引き継ぐ報告書
を作成いたします！！

今年度の計画議案も全て終了し、残すは決算のみとなりま
した。２０１８年度がしっかりと締めくくれるよう、改めて気を
引き締めて取り組んで参ります！！

☆理事会通信☆
第１２回理事会

２０１８年１０月２３日（火）
１９：００ ～ ２２：４３

審議事項

１号議案 事業報告 ８月度例会～輝かしいひこねの未来を想う～開催
の件 全会一致

２号議案 事業報告 ８月臨時総会開催の件 全会一致

３号議案 事業報告 第５６回彦根ばやし総おどり大会参加の件
取り下げ

４号議案 事業計画 １１月度（家族）例会～我ら、ひこねの魅力を感じた
い、伝え隊！～開催の件 全会一致

５号議案 事業計画 新入会会員承認の件
１君の正会員としての入会が全会一致

６号議案 事業計画 例会皆出席記念品贈呈 全会一致

７号議案 事業計画 １２月度例会～最高の仲間と共に 最高の時間を
過ごそう～開催の件 全会一致

８号議案 事業計画 １２月通常総会開催の件 全会一致

９号議案 事業計画 ２０１８年度事業及び会計報告書作成の件
全会一致

☆会員拡大状況～未来の同志～☆

皆さんこんにちは！
本年度の後期入会は終わっていますが、来
年の１月度新年交流例会には、１２人の仮入
会会員の方がいるように全員であと２か月頑
張ろう！！
橋本か熊谷まで拡大情報、ジャンジャンお待
ちしてます！！

☆メンバー情報コーナー☆

Ｓ５３．１１．１２ 西川 英喜君

お誕生日 １１． ６ 岡田 君江さん

今後５年のひこねの未来を想い浮かべながら、想いのこ
もった運動指針に進化中！！こうご期待ください！！

担当する最後の例会に本日はご参加頂きありがとうござい
ます。自分の想いを精一杯表現させて頂きました。残り２ヶ
月更に精進出来るよう活動を行って参ります！！

☆天下一 彦根こどもカロム大会２０１８
～彦根で１番強いやつ～☆

１１月４日に日本カロム協会主催の「天下一 彦根こどもカロム大会２０１８～
彦根で１番強いやつ～」に協力団体として参加させて頂きました。彦根市内の
小学生を対象とし、定員３２名のところになんと１００名以上の応募があったと
お聞きしました。さすがカロムの聖地と言われるだけあり、圧倒的な人気があ
りますね。今年から開催された本大会は、私たちが毎年６月に開催している
「カロム日本選手権大会」の上位に入賞してもらいたいと言う想いから開催を
実現されました。会場は、彦根城玄宮園内の楽々園、普段入ることが出来な
いお屋敷とあって、最高の雰囲気でした。更に、準決勝からは、着物に袴姿と
日常では味わえないシチュエーションで大会は大いに盛り上がりました。彦根
青年会議所は、理事長が来賓として、その他のメンバーは審判として大会運
営にご協力させて頂きながら、白熱した試合を間近で観戦させて頂きました。
ちなみに、優勝したのは、川口副理事長のお子さん、琥太郎君でした。おめで
とうございます！！
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月報１１月号・１２月号で、卒業生会員紹介をさせていただきます。
卒業会員６名の内３名を今月号ではご紹介させていただきます。

２０１８年度卒業会員紹介 のその前に…
いよいよあと２ヶ月で終わりを迎える２０１８年度。メンバーが減少している今だからこそ、メンバーが一丸となり、組織内の

強化を図るために、今までにない組織編成に挑戦し続けてきました。そんな記念すべきこの１年を２回に分けて振り返りま
す。題して「あんなこと、こんなことあったね～そだね～」 想い出を胸に残りの期間、そして未来へと繋げていきましょう！

年末特別企画！「あんなこと、こんなことあったね～
そだね～」 ～上半期編～

１月

２月

３月

４月

５月

６月

杉原理事長の想いを各所や先輩に発信させて頂き、

そして、９名の新たな仲間を迎えてスタートした２０１８
年１月度新年交流例会。

ひこねにも多くある“空き家問題”を課題と捉え、その活
用方法を学んだ２月度例会～我ら、ひこねの町並み保
存し隊！～。そして、西崎直前２０１７年度お疲れ様でし
た！！をサプライズした２月通常総会。

今年入会のメンバーに滋賀ブロック協議会の魅力を
知って頂くために、滋賀ブロック協議会木村会長との意
見交換を実行した３月度（公式訪問）例会～喧々諤々
の議論で真の友情を育め！！～。

ＨＩＫＯＮＥ ＣＨＡＲＭ ＱＵＥＳＴと題し、中仙道に点在す
る魅力を体験すべく、一日中中仙道を歩いた、４月度
（事業）例会～ＨＩＫＯＮＥ ＣＨＡＲＭ ＱＵＥＳＴ～魅力再
発見、中仙道の旅。

５年後の７０周年を見据えた運動指針に進化すべく開
催した、５月度例会～夢ある未来を想い描こう～。そし
て、絵画教室と写真部門を併設し開催した、彦根城写
生大会２０１８～ひこね描き隊・写し隊！。

総務広報委員会唯一の表舞台であった、彦根ＪＣの歴
史を知り、もっと彦根ＪＣを好きになろうぜ～として開催
した６月度例会～アゲアゲ Ｅｎｇａｇｅｍｅｎｔ 彦根ＪＣと
しての誇りを胸に～。そして、米原で初開催した第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～。
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☆２０１８年度卒業会員紹介☆
西崎 匠君 ２００８年入会
勤務先 （株）ニシザキ
２００８年 ７月入会・輝くＪＡＹＣＥＥ開発委員会 委員
２００９年 ＬＯＭ まちの宝創造委員会 副委員長
２０１０年 ＬＯＭ 会員活性委員会 委員長
２０１１年 ＬＯＭ 地域連携委員会 理事

会員拡大交流特別委員会 委員
ＢＯＭ ＪＣ運動推進委員会

２０１２年 ＬＯＭ 財政特別委員会 委員・組織活性室 室長
２０１３年 ＬＯＭ 財政特別委員会 委員長・広報渉外委員会 理事

ＢＯＭ 財政・規則特別委員会 委員
２０１４年 ＬＯＭ 専務理事・財政特別委員会 委員

ＢＯＭ ＪＣ運動推進委員会
２０１５年 ＬＯＭ 広報渉外委員会 理事

第３５回全国城下町シンポジウム準備特別委員会 委員
ＤＯＭ 地域活力推進委員会 統括幹事

２０１６年 ＬＯＭ アメイジングひこね創造委員会 理事
第３５回全国城下町シンポジウム彦根大会 事業部会

ＢＯＭ ブロック大会運営委員会 委員長

２０１７年 ＬＯＭ 第６４代理事長
２０１８年 ＬＯＭ 直前理事長

ＢＯＭ 監査担当役員
ＤＯＭ グローバル人財育成委員会 委員
ＮＯＭ 国家戦略グループ教育再生会議 委員

Ｑ１ 入会のキッカケは？
滋賀に戻ってきたのが２５歳の時でした。当初から
誘われていましたし、父親もＯＢなので、入会に反
対はされませんでした。しかし、結婚し、子どもも生
まれ、週３ペースで趣味のテニスをしていたことも
あり、入会することが億劫でしたが、もともと同じ町
内で近所だった北川豊先輩や木村浩一郎先輩に、
自分たちが卒業するまでに入会するように言われ、
丁度節目の３０歳を迎えるタイミングで入会しまし
た。

Ｑ２ ＪＣで思い出に残っていることは？
某先輩が屋形船の中のカラオケで、やきそばパンを狂ったように熱唱
していたこと。全城シン弘前大会でアップルパイの食べ歩きをしたこと。
事業のＰＲで委員会訪問をしたら、委員会の雰囲気がとても暗く、誰も
一言も話をしていなかったこと（聞けば、何時間もずーっと無言だった
そうな…）。専務理事の翌年に執行部数名で全城シン開催地だった熊

本へ打ち上げ旅行したこと。本当に気分が悪くなり、憂鬱だった理事
会や会員会議所会議での議案上程など。枚挙に暇がないですね。

ここでは書けないようなことがたくさんありましたので個
別に聞きに来てください。

Ｑ４ 卒業後ＪＣで使っていた時間
をどう使われますか？

最近ＪＣ終わって暇になるでしょ？とか、次何するの？とか、どこの団体入るの？と言われますが、今ま
で以上に仕事に精を出すことと、睡眠時間をたっぷりとることを一番に考えています。あとは、読書と英
会話、ジム通い、ここ数年あまり出来ていないテニスを再開すること。することたくさんありますね。また、
ゴルフも始めようと思っていますので、誘ってください！

Ｑ５ 現役メンバーへメッセージをお願いします。
しっかりと取り組みときと、大いに楽しむときのメリハリをつけること。何でも前向きに、真摯に取り組むこ
と。（そうしないと誰も共感してくれません）謙虚な姿勢を忘れないこと。（そうしないと誰も協力してくれま
せん）家族、会社のスタッフ、その他自分に関わってくれた人たちに感謝の気持ちを伝えること。（感謝は
自分が思うだけでは相手に伝わりません。しっかりと言葉にしてください）。JC活動が出来ることは本当に
ありがたいことです。限られた時間、後悔の無いように！

Ｑ３ ＪＣ活動でのおもしろ話！
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Ｑ１ 入会のキッカケは？
江頭君からの紹介で拡大の話を聞いて、
ちょうど工場の移転とともに従業員の拡充
も行ったのでＪＣで新しい繋がりの中で事業
の拡大につながればと思って入会しました。

Ｑ２ ＪＣで思い出に残っていることは？
２０１６年に第３５回全国城下町シンポジウム彦根大会の
部会長をさせてもらって、本当に連日遅くまで大変だった。
私の式典部会は最終日が山場だったので大会中はずっと
気が張っていたけど、全てが終わった時に緊張から開放
されたのと、一緒にやってきた仲間の顔が浮かんできて、
号泣してしまったこと。

Ｑ３ ＪＣ活動でのおもしろ話！
卒業式に使われた骨付き鶏を食べる写真が、いつ撮ら
れていたのか気付かなかったのに上手に編集されてた
こと。樋田監事すごい（笑）

Ｑ４ 卒業後ＪＣで使っていた時間を
どう使われますか？

新しい事業をどんどんクリエイトしていく！ＪＣでは時間の作り方もひと
つ自分のスキルアップの要素。だからその時間は新しいことにどんど
んチャレンジしていく。ＪＣをやっている時は自分を磨く時。その能力を
持って仕事に取り組めば社業の発展につながるとわかったので。

Ｑ５ 現役メンバーへメッセージをお願いします。
私は入会した時は自分の社業に繋
がればと思い入会しましたが、ＪＣを
頑張ってきた時はあまり繋がりませ
んでした。周りの人たちからも散々
苦言を言われました。でも今ＪＣが
終わろうとしている時期にＪＣでの
繋がりから目が出ようとしています。
一生懸命やってきた自分をしっかり
見ていてくれた人はちゃんと評価し
てくれます。理不尽なことだらけのＪ
Ｃ活動はそれを乗り越えてきてこそ
花開きます。だから理不尽なことば
かりでも腐らずやりきってください。

北村 喜史君 ２０１３年入会
勤務先 雷弩
２０１３年 １０月入会・会員開発委員会 委員
２０１４年 ＬＯＭ 総務委員会 副委員長

ＤＯＭ 近畿地区 総務広報委員会 副委員長
２０１５年 ＬＯＭ 豊かなこころ醸成委員会 委員長

第３５回全国城下町シンポジウム準備特別委員会 委員
２０１６年 ＬＯＭ 組織づくり室 室長

第３５回全国城下町シンポジウム彦根大会 式典部会長
２０１７年 ＬＯＭ 副理事長

ブロック大会実行特別委員会 委員長
全国城下町青年会議所連絡協議会 会長特別補佐

２０１８年 ＬＯＭ 監事
ＢＯＭ 広報ネットワーク委員会 委員



Page 7/8

2018年11月11日 彦根ＪＣ月報 No.６５９

Ｑ１ 入会のキッカケは？
ＪＣとは、どのような活動を行っているのか興味があったため。と、２０１５年度の会員拡大委員長の真摯
な姿勢に感動して入会を決意いたしました。

Ｑ２ ＪＣで思い出に残っていることは？
２０１７年度の委員長時代です。訳も分からず委員長職をさせていただきましたがその時の出会いに
よって何事も楽しく前向きに考えれるように、大きく人生を変えていただいたように思います。また、２０
１７年度は大変厳しくご指導いただき、あっという間の１年でしたが今となっては良い思い出です。なに
はともあれ、様々な活動の中で地域との密接な関わりを持って生活することは今迄の社会人として味
わうことのない貴重な経験で財産であり最大の思い出です。

Ｑ３ ＪＣ活動でのおもしろ話！

先輩「ちょっとは自分で考えて行動しろよ！」
私「すみません…」

後日…
先輩「何勝手なことをやってんだよ、

そんなこと指示してないだろう！」
私「すみません…」

Ｑ４ 卒業後ＪＣで使っていた時間をどう使われますか？

地域のために活動できればと考えています。

Ｑ５ 現役メンバーへメッセージを
お願いします。

ＪＣは先輩方、メンバーと様々な活動を通じ人を知る、自分を客観的
に知ることができる場所であり、自分を成長させてくれる場所だと思
います。卒業される時に多くの成長、充実感を得てもらえればと思い
ます。

澤 明紀君 ２０１５年入会
勤務先 (株)エスウィン
２０１５年 ４月入会・人材育成委員会 委員
２０１６年 ＬＯＭ アメイジングひこね創造委員会 副委員長

第３５回全国城下町シンポジウム彦根大会 事業部会
ＢＯＭ まちのロールモデル育成委員会

２０１７年 ＬＯＭ ソーシャルネットワーク推進委員会 委員長
２０１８年 ＬＯＭ 魅力あるひこね創出委員会 理事・会計

ＢＯＭ 湖国ブランド創造委員会
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◆◆◆編集後記◆◆◆

☆１２月度例会～最高の仲間と共に、 最高の時間を過ごそう～☆

日時：１２月１０日（月）１９：００～２０：１７（受付１９：００）
場所：株式会社文教スタヂオ ５階

日時：１２月６日（木）１８：００～２０：３３（受付１７：３０）
場所：鳥居本地区公民館 大会議室

１２月通常総会は、公益社団法人彦根青年会議所定款第３章第２３条の定めにより、１２月通常総会を開
催いたします。また、総会内で公益社団法人彦根青年会議所定款第４章３２条の定めに従い、監事および
理事の選任、本年度の決算や次年度の予算案、次年度の役員の方々の方針をはじめとする事業計画をメ
ンバーの皆様にてご審議いただきます。次年度の組織運営にとって非常に重要な意味をもつ総会となりま
すので、万障お繰り合わせのうえご出席をお願いいたします。※ 総会中の入退室は禁止です。

いよいよ、２０１８年度最後の例会が近づいて参りました。１２月度例会では、一年間最高の仲間と共に切磋琢
磨してきた活動を振り返る中で互いを称え合い、本年度でご卒業される６名を称えるために、全員参加型の卒
業式の要素を取り入れた設えをさせて頂きます。そして、２０１９年度川口理事長予定者にバトンを渡して行きた
いと考えます。最後の例会です。全メンバー出席し卒業生を見送りたいと思いますので、メンバーの皆さんは必
ずご参加お願いします！！会場の装飾は全メンバーで行いますので、ご協力よろしくお願いします！！

【アジェンダ】
開会セレモニー １８：００
第１部 オープニング １８：３２
第２部 理事長タイム「最高の仲間と共に・・・・・」 １８：３７
第３部 委員長タイム「感謝の気持ちを込めて・・・・・」 １８：４７
第４部 卒業会員タイム「夢ある未来へ・・・・・」 １９：１８
第５部 次年度継承タイム「新たな未来２０１９年・・・・・」 ２０：１０
閉会セレモニー ２０：１８

☆１２月通常総会☆

１１月に入り肌寒くなって参りました。この時期になると長きにわたり活動されてきました本年度卒業会員
の皆様との別れが近づき、寂しさや感謝の想いなど複雑な感情になります。この１１月号でも卒業会員
のご紹介をしました。１ページでは収まりきらない活動をされてこられた先輩ばかりです。編集を行うにあ
たり数々の活躍を目の当たりにし今後の活動への活力となりました。１２月号でも卒業会員特集を記載
しますが、メンバーの皆さんはしっかりと観覧頂き今後の活動への活力にして頂きたいと思います。

２０１８年度活動も残すところあとわずかとなりました。数々の例会や事業、会員大会などを振り返ると多
くの学びや気づきがあり、実りある１年だったかと思います。私の担いはまだまだ終わってませんが。。。
心の中に刻まれた想い出や、頭の中に叩き込んだ学びを糧に来年度も邁進できたらと思います。

また、１年間を通して発行して参りました月報を今一度振り返って頂き、我々が行ってきました活動に対
して今後も末永いお付き合い、ご協力何卒宜しくお願い致します。
１２月には卒業例会、家族会もございます。
１２月号では集大成となる月報記事で
熱い想いを伝えられるよう記載できたらと思います。
何卒宜しくお願い致します。（北村 忠征）
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