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画像は8月22日（日）開催　心一つにみんなで和っしょい！つやま魂「徳守神社（神輿）編」
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■Topic

October
Vol.03 月号10

TSUYAMA JC NEWS ASHITA 20152015年 一般社団法人 津山青年会議所　対内誌

事業の詳細や
津山JCの今がわかる！
ホームページも更新中！

　そこには感動と達成そして、悔しさと寂しさがあったと
思います。始まりは２月の野球をするには早すぎる季節。
須江監督のもとに集まったメンバーは『地区大会出場』と
いう目標を掲げ、練習をスタートさせました。広島遠征、津
山商工会議所青年部、津山市役所、津山信用金庫と
練習試合を重ねるたびに生まれてくる勝利への貪欲さと
一体感。迎えた５月２４日に行われた第６４回岡山ブロック
会員懇親野球大会では何とか滑り込んだ三位での地区
大会出場という結果。そこでは、目標達成に対する感動
と達成感がありました。そして、８月２３日に行われた第４４
回中国地区球技大会（福山大会）では下関ＪＣに惜敗と
いう悔しさと寂しさが残る結果ではありましたが、津山ＪＣ

のメンバーがひとつの目標に向かって一丸になれたことに
大会の大きな意義を感じることができました。また、当日は
福山の地まで応援に駆け付けていただいたメンバーの皆
様には大変感謝しております。ありがとうございました。

栄光の野球部「地区大会出場」

キャプテン 河 野 雅 樹
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　１０月３日に西大寺の地で開催されました岡山ブ
ロック懇親サッカー大会で見事優勝することができま
した。５試合を戦いPK戦を３度戦い抜き、失点０で
優勝することができました。日程の都合もあり、練習
もままならない状況でしたが、試合を重ねるにつれメ
ンバーの心がひとつになっていくのを実感することが
でき、まさに、これこそが優勝することができた一番
の要因だと感じております。なかでも決勝、岡山ＪＣ
との対戦では岡山ＪＣ・津山ＪＣ交歓会が控えている
にも拘らず、メンバー全員が勝ちたい一心で試合に
取り組んだおかげで勝つことができました。
　全くの準備不足のなか、ご参加、そしてご協力して

いただいたメンバーに改めて感謝申し上げます。
　感謝の言葉しかありません。皆様本当にありがとう
ございました。

岡山ブロック懇親サッカー大会 優勝のご報告

津山ＪＣ
http://tsuyamajc.or.jp/

編 集
後 記

今回は事業報告をメインに据え、部活動にスポットを当てた誌面となっております。対内誌「あし
た」を編集していると、あの暑かった数々の事業を思い出し、現在の涼しさに時間の経過を感ぜざ
るを得ません。しかしながら、本年度はまだまだ残っております。弛まず道を歩んでいきましょう。

津山城馬倶楽部  部長 土 井 康 徳
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　昨年2014年4月に津山JCバイク部を設立いたしま
した。と言いましても、以前先輩方が作られていたク
ラブには遠く及ばず、バイクに乗っているメンバーに
声をかけて何となく出来上がったような感じで、ゆる
くやっております。名称も当初津山JC野球部に対し
バイク部となり、現在は、津山城馬倶楽部（略称：
津山ＪＣまたは、ＴＪＣ）となっております。
　2015年現在部員は、現役・特別会員等含めまして
12名在籍しております。車種は様々で、活動は、月1
回程度のツーリングと年1回程度の宿泊ツーリングで
す。バイク部の鉄則として、ツーリング先では、温泉
若しくは銭湯に入ること及びソフトクリームを食べる
ことになっております。ツーリングでは、バイクが故障
したり色 あ々りますが、非常に楽しいツーリングです。
　現役中は、週末も事業等でバイクに乗る機会も少
なく、バイクから離れていきがちですが、メンバー同

士であれば、日程も合わせやすく、毎月日程を決め
てツーリングをしていれば、バイクを放置することな
く仲間と一緒に一生楽しい趣味として続けられます。
　①バイクを持っている、②バイクの免許を持ってい
る、③バイクの免許を取ろうと思っている、④バイクに
興味はない、以上①～④のいずれかに当てはまるメ
ンバーは、是非、津山城馬倶楽部に入部して一緒に
楽しいツーリングに行きましょう！

一緒に楽しいツーリングに行きましょう！

一般社団法人 津山青年会議所
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事業報告
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末 澤 秀 昌
サマーキャンプｉｎ白石島

　７月２４日～７月２６日に実施されました「サマー
キャンプｉｎ白石島かなでよう！素直な感謝のメロ
ディー」には多くの皆様にご参加いただきまして誠に
ありがとうございました。このキャンプ事業３日間では、
我々の未来の希望でもある子どもたちが、日常とは異
なる環境のもと、ひととこころの交流を通じて、互いに
助け合い、当たり前のことが当たり前ではなく、有難い
ことだと気づいていただき、感謝の心を持っていただ
きました。また、素直に感謝の気持ちを伝えることが
でるようになったと思います。また、ボランティアスタッ
フでもあるすなおサポーターには、子どもたちと心の
交流を通じて、子どもたちを健全に導いていくのが大

人にとっても役目であると再認識していただきました。
保護者教室では、保護者の方々に家庭での心の交流
を通じ、素直な感謝の気持ちを伝え合う大切さをご理
解いただきました。お忙しい中多くのメンバーにご参加
いただきました事、本当に嬉しく感動しました。
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1 0 0％例会・納涼会 ２０２０年の森活性化会議

会員広報委員会 委員長

平 井 伸 明

　８月例会にて皆様とともに１００％例会を達成すること
ができました。その後に開催いたしました納涼会では、そ
の勢いと一体感をもって特別会員の皆様をお出迎えする
ことができました。納涼会を設営するにあたり、特別会員
の皆様が何故ご参加いただけるかを考え、特別会員と現
役とのつながり、絆であると結論し、そのことを念頭に会
員広報委員会メンバー一丸となって、納涼会を設営させ
ていただきました。しかし準備、設営面で至らぬ部分も
あったかとは思いますが、皆様のご協力のもと、大過なく
進める事ができたことを感謝いたします。本年度この後も
現役会員一同、河原理事長のもと弛まず歩んでゆきます。
お忙しい中、ご参加いただきました特別会員の皆様、大
変ありがとうございました。

事業報告

2020年の森活性化委員会 委員長

山 本 俊 輔

　２０２０年の森は創立２０周年特別事業として２１世紀の
つやまを指向し、本年度で３８年目を迎えました。その時代の
移り変わりと共に、２０２０年の森を取り巻く環境は変化してき
ましたが、（一社）津山青年会議所メンバーにとっての２０２０
年の森の存在意義は揺らぐことはありません。この継続事業
で育まれてきた「連帯」は、（一社）津山青年会議所独自の
力であり、これからも「まち」へと発揮されていくことでしょう。し
かしながら、この森の名に由来する２０２０年をまもなく迎え、
その後には本格的な伐採期が控えています。本事業ではメ
ンバーに継続事業としての２０２０年の森の本質と現状を把
握していただきました。本質を忘れることなく、志を高く持ち、
一体となって取り組んでいかなければなりません。その礎とな
る事業とすることができたと思います。

事業報告

事業報告
心の教育推進委員会 委員長

　本年度つやま魂和っしょい醸成委員会では、つや
まに住む者としての誇り、自信、そして愛着をもって行
動する人を増やすことを目的に、２０１２年に地元つ
やまへの想いをもって創られた総踊り「和っしょい！
津山」が、今後市民の手によって継続的に普及・推進
していけるようにすることを目的に「心一つにみんな
で和っしょい！つやま魂」の事業を開催させていただ
きました。事業のメインとなる、和っしょい！津山イ
メージＰＶの作成では、８月２２日に徳守神社（神輿）
編、９月１３日には津山城（鶴山公園）編を行い、両日
１００名を超える方にご参加いただき、大規模な撮
影が出来ました。徳守神社編では徳守神社関係者の
皆様の多大なるお力添えのおかげで、当日神輿を声
高らか担ぎ上げ、盛大に踊りや神輿の撮影を行いま

した。両日晴天の中、無事怪我もなく記憶にも記録に
も残る事業となり、参加者の皆様にはつやまの魅力
を再認識していただくことが出来ました。本事業にご
協力いただいた和っしょい！津山実行委員会の皆様
や徳守神社関係者の皆様、ＬＯＭメンバーや諸先輩
方に心より感謝申し上げます。

   LOM Topic 02

事業報告

　２０１４年度つやま活性化委員会より、全国城下町
青年会議所連絡協議会褒賞において、「夢灯り～い
いね！みんなのまち～」が最優秀賞を受賞した事を
報告いたします。
　本事業はつやまの“いいね！”に気づき郷土愛を醸
成する事を目的として、津山圏域の学童保育所を訪
問し１，０００人以上の児童に地域のたからの魅力
を伝え、「自分のまちの好きなところ」を横野和紙に
描いてもらいました。その和紙をキャンドルナイト形

式で津山城に展示すると共に、備中櫓と石垣のライト
アップ、作成した津山城の歴史と魅力や夢が感じら
れる映像を鶴山館に投影しました。
　今回の受賞で先輩方が築かれてきた歴史と信頼
の偉大さと、協力していただいた多くの皆様に改めて
感謝させていただく機会をいただきました。そして、
日本一の事業を成し遂げられる日本一の津山ＪＣメ
ンバーに心より感謝申し上げます。本当にありがとう
ございました。
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褒賞事業紹介
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かなでよう！素直な感謝のメロディー

須 江 庸 司夢灯り ～いいね！みんなのまち～ ２０１4年度つやま活性化委員会 委員長（当時）

廣 田 　 勤
心一つにみんなで和っしょい！つやま魂
「徳守神社（神輿）編」「津山城（鶴山公園）編」 つやま魂和っしょい醸成委員会 委員長

　城下町つやま未来創造委員会では、まちのひとが
地域のたからである津山城の魅力を再認識すること
で、「城下町つやま」に可能性を感じ、まちに愛着と誇
りを持つことを目的に事業を開催いたしました。６月
２日の拡大委員会で現役メンバーの皆様にかるたの
読み句を考えていただき、６月７日に説明会を開催し、
ボランティアスタッフの皆様に津山城について学んで
いただき、その後約２週間をかけて自ら勉強し絵札
を作画していただきました。出来上がったかるたは

城熱！！津山城かるたと名づけましたが皆様の想い
がこもった本当に良いものが出来ました。そして８月
３０日に小学１～６年生を対象にした事業を津山城
で開催し、城熱！！津山城かるたを通じて津山城の魅
力を再認識し、まちに愛着と誇りを持っていただくこ
とが出来きました。最後になりますが事業開催にあた
り携わっていただいた皆様にお支えいただき本事業
を無事全う出来たことに心より感謝申し上げます。

小笠原翔太
城下町つやま未来創造委員会 委員長

事業報告

城熱！！ 津山城かるた
～かるたで学ぶ地域のたから～

事業報告
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全国城下町青年会議所連絡協議会褒賞　最優秀賞受賞報告

じょうねつ

じょうねつ


