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事業報告

２ Junior Chamber International TSUYAMA

平 井 伸 明新年懇親会
　１月１９日（月）、津山国際ホテルにて新年懇親会を
開催しました。新年懇親会では、現役メンバーが一丸
となって、ご来賓、特別会員の皆様をお迎えしなけれ
ばならないと考え、ともに歩む「道」を意識した設営にこ
だわりました。事業当日には私の力不足により指示が
行き渡らない状況もございましたが、理事・役員をは
じめ、現役メンバーの皆様に率先して動いていただき、
しっかりと私たちの一歩を発信することができました。こ
のことで、今後のＪＣ運動・活動へのご支援・ご協力
に拡げてゆくことが出来る会となり、本当に感謝してお
ります。今事業を経ることで、歴史・伝統・信頼を継
承する一翼を担えたのではないかと感じております。事
業をひとつ乗り越える毎に絆が結ばれ、拡がってゆき、

この積み重ねが王道を踏破する力になる。そう確信し
ています。新年懇親会並びに二次会に参加していた
だきましたご来賓、特別会員の皆様に心よりお礼申し
上げます。

   LOM Topic 01

事業報告 会員広報委員会 委員長

河 野 雅 樹ＬＯＭ新会員研修会
　２月１５日の研修会ですが、全メンバーを対象とした
研修を行いました。近年の会員減少により、新会員に
は即戦力として例年以上に運動・活動に邁進しても
らいたいとの想いで研修会を開催しました。そのため、
新会員には（一社）津山青年会議所の歴史、伝統を
知り、青年会議所運動・活動を行う為の基礎知識を
学び、心構え、三信条を理解する事でＬＯＭメンバーと
しての自覚を持ってもらい、それ以外の現役メンバーに
もＬＯＭメンバーとしての自覚を再認識してもらえるよう
な設営を心がけました。研修会では座学や課題発表
等、新会員はプログラムに積極的に取り組みました。そ
れは導入編から特別会員や現役メンバーの心遣いや
サポートに感謝する事で、しっかりと絆を感じる事がで

きていたからだと思います。設営面に関しては、研修会
当日は至らぬ点が多々ありましたが、多くのメンバーに
ご協力いただきやり遂げることができました。本当にあり
がとうございました。

   LOM Topic 02
事業報告 指導力開発委員会 委員長

山 本 俊 輔２０２０年の森管理・育成事業
　本年度で３８年目を迎えた２０２０年の森では、４月１２
日（日）に２０２０年の森管理・育成事業を行いました。当
日は、それまでの荒天候から一転し、快晴に恵まれ、良い
日差しの中、事業を開催することができました。主な作業
としては、傷んでしまっていた管理小屋の柱の補強や水
路の修繕、管理小屋広場から丘に通ずる斜面の手すり
の取り付け等を行いました。前 日々までの雨の影響で山
水が多く、メンバーはドロドロになりながらも、知恵を出し合
い、汗を拭いながらの作業の中で、これまで先輩方が築
き上げてこられた（一社）津山青年会議所の礎となる連
帯感が育まれた事業となりました。第３０代理事長を務め
られました秋田健仁先輩から、まもなく２０２０年を迎える
我々現役メンバーへの期待を込めたメッセージをいただく

ことができ、２０２０年の森への想いを深めることで、先輩
方の想いと共に、２０２０年へ邁進していきます。最後に、
多くの先輩方や現役メンバーに支えられ、無事事業を終え
ることが出来たと思います。本当にありがとうございました。

   LOM Topic 03
事業報告 2020年の森活性化委員会 委員長
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出向報告

岡山ブロック協議会 国家憲法確立委員会 委員

福 田 邦 夫

　憲法記念日を前日に控えた5月2日（土）に岡山国際交流セ
ンターにて、『全国一斉！国民の主権者意識醸成プロジェクト
～自分たちの未来を考え語り合い描く～』が開催され、JCメン
バー１１５名、一般参加者１３８名に来場していただきました。
元航空幕僚長の田母神俊雄氏の「これからの日本に必要な
憲法とは」というテーマによる講演会から始まり、パネルディス
カッションでは同氏に加え、作家で女優の吉木誉絵さん、岡
山JC所属でもある柴田収弁護士に２名の岡山大学の学生を
パネリストに迎え、「これからの日本に必要な憲法とは」という
テーマで議論しました。岡山ブロック協議会国家憲法確立委
員会は美作JCの石川委員長が務められており、津山青年会
議所からは私を含め福島委員、西村委員の３名が出向して
おりました。さらに、この委員会の担当副会長は土居副会長と
いうこともあり、この事業が多くの参加者に恵まれ、多くの方に
とって憲法を身近に感じ、また国家の根源である憲法につい
て考える機会になったことは大変嬉しく感じることができました。

副理事長

まつりプロジェクト キャプテン

須 江 庸 司

　８月１日と２日に開催される第３７回津山納涼ごんごまつ
りに向けて、おどり分科会チーフ秋田義徳君、環境分科会
チーフ西村明秀君、イベント・ステージ分科会サブチーフ
石原雅志君、資金分科会サブチーフ黒瀬光康君を中心
に、ＰＲ・ロケーション分科会を含めた５つの分科会で、“い
いね！”と思える市民参加型のまつりを企画しています。そし
て、「和っしょい！津山２０１５」の実施に向けて本年より実行
委員会が立ち上がり、つやま魂和っしょい醸成委員会がサ
ポートし、おどり分科会に参画していただいております。
　また、津山さくらまつりなど各地でのＰＲが始まっており、
宮坂流「春の舞」では数団体の皆様と共に「和っしょい！津
山」の演舞を行いました。今後はつやま魂和っしょい醸成
委員会と共に小学校への普及も進めていきます。
　本年度はごんごＴシャツのデザインを一新しており、新鮮
な気持ちで１８名のプロジェクトメンバー一丸となって王道
を踏破すべく邁進して参ります。

交流・情報室　副室長

　３月２８日（土）に岡山プラザホテルにて、「岡山ブロック
協議会 ２０１５年度 新会員研修会」を開催し、第１部セミ
ナーに１６０名、第２部講演会に２２７名、懇親会に３６４名
のご登録をいただきました。本年度は、ＪＣＩ公認国家トレー
ナーである田中有美子先輩をお招きし、ＪＣの基礎講座と
して、またＪＣをもう一度見直すためにも有効プログラムで
あるＶＭＶセミナーを開催しました。また、講演会の講師に
２０１０年度（公社）日本青年会議所第５９代会頭を務め
られました相澤弥一郎先輩をお招きし、「地域の可能性
創出こそＪＣの役割」というテーマで講演していただきまし

た。岡山ブロック協議会 真のリーダー育成委員会には、
津山青年会議所から菅田拓平君、脇優太君、平井伸明
君の３名に委員として出向していただいております。そして、
中川洋平君、小林諭卓君、村上卓也君の３名に委員長
幹事を務めていただいております。会員研修系の委員会
ということで、日々 のＬＯＭの活動に加えて、ブロックの委員
会運営と本当に多忙な日々 を過ごしておりますが、委員と
して、また委員長幹事として、委員会を盛り上げてくれてい
る姿勢は、委員長として誇らしく思いますし、この素晴らし
いメンバーと一緒に一年間活動できることを改めて感謝
いたします。相澤先輩の講演の中でありました「我々青年
はあらゆる機会をとらえて互いに団結し自らの修養に努め
ねばならぬと信ずる」（１９４９年東京商工青年会議所設
立趣意書より引用）という言葉を心に刻み、今後の事業に
取り組み、委員会を盛り上げていきたいと思います。

Bloc Topic 02

橋 本 安 弘

岡山ブロック協議会
真のリーダー育成委員会 委員長

常任理事 事務局長

Bloc Topic 01 GonGo Topic
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心の教育推進委員会　幹事 村 上 卓 也

津山ＪＣニュース「あした」　平成27年5月19日
（一社）津山青年会議所　会員広報委員会 委員長  平井 伸明
津山市山下30－9　電話（0868）22－6713
E-mail info@tsuyamajc.or.jp

発行責任者/

Topic 01

　３月例会におきまして、長谷川監事から市役所ロビー
にある「あした」のブロンズ像について調査の課題をい
ただきましたので結果を報告します。
　「あした」ブロンズ像は市役所の正面玄関を入り、中
国銀行出張所、市民課前のロビーにあります。この像
は津山青年会議所創立２５周年の年、１９８２年に津山
市に寄贈されたものです。この年は中国地区会員大会
が津山の主管で行われ須江英典理事長、菅田茂直
前理事長という体制で運動・活動を展開しておりました。
ブロンズ像の台座には第３１回中国地区会員大会記
念・８２年９月５日と明記され、前面に「あした」と書か
れています。この文字は津山市ゆかりの作家で代表作
「拝啓天皇陛下様」などの小説がある棟田博さんにより
書かれたものです。作成は日原康さんという方で身近な
ところでは津山城入口の森忠正像などを作成した方の
作品です。また、寄贈に当たり津山市から感謝状が贈
られ、新庁舎建設の記念に贈られたと記載されています。

　今回、ＪＣルームの過去の「あした」などを見てみまし
たが良く判りませんでしたので当時の理事長であります
須江OB会長への取材を須江副室長にお願いしました。
２５周年の記念誌にもこの像に関する記載は無いそう
ですが、当時のメンバーには記念としてこのミニチュア
が配られたとの事でした。
　皆様も、住民票など取りに市役所に来られた際は見
ていただき、津山JCの歴史を感じてみては如何でしょう
か。

市役所とのつながり

Topic 02

Schedule

　他にも津山ＪＣの由来として、
津山文化センター正面玄関の
脇にブロンズ像がございます。
　台座には「第15回中国地区
会員大会記 1966年5月8日
制作 本郷新　題字 美土路昌
一」と刻印されています。

スケジュール

津山ＪＣ
http://tsuyamajc.or.jp/

編 集
後 記

今号は出向など、他団体とのつながりをピックアップした構成となっております。そこで得た経験、そこで

得たつながりをLOMで共有することは、勢いのある運動・活動につがると考えます。日増しに暑くなって

まいりますが、この後も情熱的な事業が目白押しです。暑さに負けず勢いよく歩を進めましょうしょう！

5月22日～24日 第34回全国城下町シンポジウム會津大会

5月24日 第６４回岡山ブロック会員懇親野球大会（玉島）

6月7日  ボランティアスタッフ説明（城熱！！津山城かるた）

6月11日～14日 ＡＳＰＡＣ（マレーシア）　

6月28日 岡山ブロック会員大会（総社）

６月３０日 サポーター研修会①（サマーキャンプｉｎ白石島）

７月７日 サポーター研修会②（サマーキャンプｉｎ白石島）

7月12日 団結式（サマーキャンプｉｎ白石島）

7月18日～19日 サマーコンファレンス（横浜）

7月24日～26日 サマーキャンプｉｎ白石島

8月1日～2日 第36回津山納涼ごんごまつり

8月9日 地区コンファレンス

８月３０日 城熱！！津山城かるた

▶25周年記念
　記念ミニチュア
 （上記記事）

▲市役所の正面玄関「あした」ブロンズ像

▲津山文化センター正面玄関脇「朝」ブロンズ像


