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青年会議所とは 
青年会議所（JC）は、“明るい豊かな社会”の実現を同じ理想とし、次代の担い手た

る責任感を持った20歳から40歳までの指導者たらんとする青年の団体です。 
青年は人種、国籍、性別、職業、宗教の別なく、自由な個人の意志により、その居住す

る各都市の青年会議所に入会できます。 
50年の歴史をもつ日本の青年会議所運動は、めざましい発展を続けておりますが、現

在700余の地域に4万余名の会員を擁し、全国的運営の総合調整機関として日本青年会議
所が東京にあります。 
全世界に及ぶこの青年運動の中枢は、国際青年会議所ですが、114カ所の国及び地域

に101NOM（国家青年会議所）があり、約２２万人が国際的な連携をもって活動していま
す。 
日本青年会議所の事業目標は、“社会と人間の開発”です。その具体的事業としてわれ

われは市民社会の一員として、市民の共感を求め社会開発計画による日常活動を展開し、
「自由」を基盤とした民主的指導能力の開発を押し進めています。 
さらに日本の独立と民主主義を守り、自由経済体制の確立による豊かな社会を創りだす

ため、市民運動の先頭に立って進む団体、それが青年会議所です。 
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ご購読のお申し込みは（社）松山青年会議所まで 
TEL（089）941-0194　　無料 
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（社）松山青年会議所 
第５６代理事長 

郷田　明史 

理事長便り 理事長便り 理事長便り 
 

毎年のことながら、誰彼なく慌ただし

く動き回る１２月。節目節目を大切にして

きた日本人として、１年の間で一番大き

な節目の晦日正月を迎えるためには、１

年間の『仕舞い』をきっちりつけておき、

新たな気持ちで新年を迎えなければなら

ないという気持ちの表れではないでしょ

うか。我が家でもこころなしか子どもた

ちの動きまで、バタバタしているような

気がいたします。私自身も今年一年間、

理事長という役職を松山青年会議所から

お預かりをし、微力ながら一年間務めさ

せて頂きましたが、多くのメンバーと、

ＪＣ運動にご理解を頂きました皆様のお

支えをもちまして、何とか『仕舞い』を

つけられそうな所まで漕ぎ付けて来まし

た。本当にありがとうございます。 

今年を振り返って考えてみますと、政

治や経済の環境においても激動の一年で

あったかと思います。２代に亘っての首

相中途退陣や、リーマンブラザーズの破

綻など、本当にこのままで大丈夫なのか

という不安感を一層煽るようなニュース

に終始しました。 

そんな中、財団法人日本漢字能力検定

協会が今年の世相を反映する漢字『今年

の漢字』として発表したのは『変』。『お

かしい』といった意味だけではなく、時

代を変えてきた『変や乱』の変えるとい

う意味にも取れます。 

そんな中、私たち松山青年会議所とし

ても、俳句甲子園の主催者から共催への

移行や、日本青年会議所からの褒賞受賞、

愛媛ブロック会員大会主管など多くの節

目を迎えて来ました。その他諸々のこと

まで合わせると、書き切れない程色々な

ことが起こった一年でした。その激動の

一年間を共に過ごした仲間のうち、２３名

が、組織としてのＪＣを卒業していきま

す。ＪＣに在籍した年数はそれぞれ違え

ど、同期卒業生としてこれから『生涯一

ＪＡＹＣＥＥ』として、さらにご活躍を

されることを期待してやみません。 

晦日が過ぎ、正月を迎えればまた新し

い一年が始まります。２００８年度に理事長

職を務める間に頂いたご厚情やご協力に、

小泉啓典理事長率いる２００９年度の松山青

年会議所へお返しが出来るよう今後も努

めてまいります。一年間本当にありがと

うございました。 

理
事
長
便
り 
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　１１月例会は『２０１０年まちづくりビジョ

ンの検証』という題目で１１月１８日定時総

会の後に開催されました。当日は定時総

会の時間が押した為、予定の時間の半分

しかなく当委員会で考えていた内容を若

干変更して例会を開催いたしました。 

〝２０１０年まちづくりビジョンとは〟か

ら始まり、山本先輩・三原先輩・そして

郷田理事長をパネリストして迎え、当時

の思いや考え方、どのようにしてこのま

ちづくりビジョンができたのかなど詳し

く説明していただきました。非常に短い

時間で本来であれば先輩にもっともっと

いろいろなお話を聞いたあとに現役メン

バーとの意見交換ができる場所なども考

えていましたが、結局委員会で考えてい

た質問等ができなかったのが非常に残念

です。 



出席優秀委員会　広報委員会 

２０１０年まつやままちづくりビジョンを作った先輩方と検証 

松山創造委員会　寺川委員長 
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しかしながら先輩の熱い思いは今の現

役メンバー全員に伝えられたのではない

かなと思います。 

この例会をきっかけにして今後２０２０年

まちづくりビジョンを立派に作成できる

よう、次年度につなげれたのではないか

なと思います。 

（松山創造委員会 委員長　寺川　洋史） 



青年会議所活動を振り返って 
2008年度 

2008年度卒業生に聞く 
青年会議所活動を振り返って 
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あっという間の７年間、
入会の面接、見た目青年
とは言い硬い先輩たちを
目の前にし、４０歳までは
随分先、そう思っていた
のがついこの間のように
思えます。もともと松山
出身でない私にＪＣを通
じて、先輩、後輩、友人
を短い期間で作ることが

でき、あらためて入会して良かったと思
っています。涙を流すようなＪＣ活動は
していませんでしたが、ＪＣマンでなけ
ればできない貴重な経験をさせてもらい
大きな財産になりました。これからもず
っと背負って歩むことも誇りに思います。
ひとつ心残りと言えば、このＪＣの中で、
ビジネスの勉強会やセミナーなどのリー
ダーとして人間力を磨く会などを月１回
くらいもち、もっと積極的にビジネスの
会話がしたかったです。ボランティア活
動する前に、会社が強くなくてはならな
い。人を助ける前に、自分が強くなけれ
ばならない、人に優しくでき強いリーダ
ーになる為の勉強会、明るい豊かな社会
にするためにも、積極的にやりたかった
ですね。最後になりますが、触れ合うこ
とのできた皆さん、いろいろとお世話に
なりました。有難うございました。本当
に感謝感謝です。 

青年会議所の基本理念
「修練・奉仕・友情」 
まさに、青年会議所活
動の中で培われた言葉で
した。 
事業の中で短時間で効
率良く成果を上げる為に
知恵を絞り苦しんだ事も
自己研鑽で有り基本理念
で言う「修練」を学びま

した。 
また、活動の中で地域に貢献しまた、
「奉仕」を身をもって汗を流して経験も
出来ました。 
企業の社会的貢献（ＣＳＲ）が盛んに
叫ばれている中、青年会議所活動をもっ
てその精神も学び、感じ取りました。 
そして、かけがえのない財産である「
友情」も青年会議所活動を通じて得る事
ができました。 
私にとって、（社）松山青年会議所に在
籍できた事で自分を磨き、進化し、かけ
がえのない友情も出来た事は、「感謝」と
しか言いようがありません。 
この、（社）松山青年会議所での良き友
との活動経験は、一生の宝でありかけが
えのない経験と思っています。 
今後の人生においてこの４０歳までのさ

まざまな経験が自分の今後の人生に必ず
や厚みと深さと豊かさを加えると信じて
います。 
　（社）松山青年会議所の皆さん今まであ
りがとうございました。 

当時少しでも自分が変
われるきっかけになれば、
とＪＣに入会したのが４
年前。まず最初に驚いた
のがＪＣソング。みんな
が歌詞も見ないで声高ら
かにＪＣＪＣＪＣ～と歌
い上げられているのを見
て『なんか分からんけど
スゴイなー』とただただ

圧倒されました。今もクリードは言えま
せんが、ソングは楽しく歌っている自分
がいて、時の流れを感じずにはいられま
せん。 
今までを振り返ると楽しかった事ばか

りです。一年目に島のキャンプで同期の
みんなとヨーヨー釣りのお世話をした事、
親守歌のバンドの勧誘活動、わんぱく相
撲で呼び出し手伝いやちゃんこを作った
りした事…。委員会旅行ではたくさん食
べてたくさん笑いました。本当にたくさ
んのステキなＪＣの仲間達が支えてくれ
たおかげで沢山の貴重な経験が出来たの
だと思います。この出逢いで得られた縁
を大切に、自分の人生や仕事に生かしつ
つ、これからも成長していきたいです。
今後ともどうぞよろしくお願いします！ 

小澤真奈美 

小野　修一 

太田　清孝 

㈱アイ・アイ・エー 
社員 

手芸センタードリーム 
取締役 

㈲Sonic JAPAN  
代表取締役 
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金子　昌幸 
(株)パドス 
常務取締役 

今年卒業を迎える事に
なりました「６０億分の１
の男」金子でございます。
社会に役立つ存在価値を
求め２００２年に青年会議所
に入会し、斬新な発想と
独創的な挑戦を通じて、
自分自身成長と開花が出
来たと思います。 
諸先輩方、同期のみん

な、そして後輩達「チョ～気持ちイイ！
！」ＪＣライフありがとう…。もう「何
も言えねぇ」 

平成１０年に入会をさせ
ていただいて、約１１年。
振り返ってみるとあっと
いう間であったと感じま
す。ＪＣの事業を通して
いろいろ勉強をさせてい
ただき、お金では買う事
のできない沢山の財産を
得ることができました。
その中の一番は、やはり

人との出会い。そもそもＪＣに入会をし
ている人は、個性も強いが志も高い。あ
くが強いけれども基本的にはまじめで、
情があって、利他の精神を持っている。
ＪＣが面白いのは理事会や委員会のなか
で、メンバーのそういう所がわかってく
るところではないのでしょうか。その出
会いを通じて先輩・同期・後輩を問わず、
モノの考え方、ひたむきさ、おもいやりな
ど多くの事を勉強させていただきました。
ＪＣメンバーのひとりひとりが成長する
ことは、結果的にＪＣの目的である世界
の平和と繁栄に寄与することです。混沌
という時代はまだまだ続きそうですが、
頑張ってください。私もこの財産を宝に
新たな人生のスタートを切って参ります。 

　在籍させていただいた
１０年間を簡単に振り返っ
てみます。 
　９９年 総務委員会 所属
某会計事務所Ｔ先輩をは
じめ、偉大な先輩たちの
間で右往左往でした。 
　００年 総務委員会 幹事 
はっきり言って、不真面
目な幹事でした。当時の

皆さん、本当にごめんなさい。 
　０１年 産業活性化委員会 所属 
　ほとんどスリープ状態。なにせ年の瀬
に始末書を書きましたし。この時期にお
世話になった諸先輩には、本当にご迷惑
をおかけしました。今でもお会いした際
には恥じ入る思いでいっぱいです。 
　０２年 まつやま再発見委員会 幹事 
　Ｋ光委員長のもと、２度目の幹事。５０周
年記念事業に関わりましたが、ＪＣ活動
にまだ面白さが見出せず中途半端でした。
黒ちゃんごめんね。 
　０３年 まつやまの夢委員会 所属 
　「まつやま市民シンポジウム」の運営を。
事業の楽しさを知り始めた時期でした。
キャメリアホールで司会をした時の大変
な緊張感が忘れられません。 
　０４年 地域共生委員会 副委員長 
　Ｋ村委員長のもと「市民シンポ」の変革
を目指しました。ＪＣが好きになるきっ
かけとなりました。北ちゃんありがとう！ 
　０５年 地域共生委員会 委員長 
　本当に大変だけど楽しい１年間でした。
「第２１回まつやま市民シンポジウム」で
流した涙は一生忘れられません。Ｋ九副
委員長、Ｙ本幹事、メンバーの皆さん、
お世話になりました！ 
　０６年 観光文化室 室長 
　「春まつり」と「俳句甲子園」に関わ
らせてもらいました。キャラバンで殿様
役をさせてもらったこと、恥ずかしいけ
ど忘れられません。Ｏ川委員長、Ｏ本先
輩、ありがとうございました！ 
　０７年 まちづくり委員会 所属 
　また「市民シンポ」に戻り「Ｑ－１グ
ランプリ」の運営を。中途半端に口を出
してしまい、ごめんね、Ｋ野委員長、Ｋ
瀬副委員長、Ｎばちゃん！ 
　０８年　監事　 
　職務を果たせたのかとても疑問ですが、
卒業の年にスタッフを始め皆さんに甘え
させてもらいました。ここに名前は出し
切れないけど、本当に多くの方々にお世
話になりました。心からお礼申し上げま
す。ありがとうございました。 

木本　幸治 

権名津隆治 

㈲コンパス 
取締役 

㈱明朗社 
常務取締役 

小森　誠史 
誠実ビジネスファーム（合同） 

営業部長 

３年間という短い間で
したが、ＪＣの皆様には
大変お世話になりありが
とうございました。ＪＣ
の殆どの方が、在籍年数
から言えば先輩になるの
に、若輩者の私が先に卒
業するというのは大変申
し訳ない気持ちでいっぱ
いです。しかし、規則と

いうことなので気持ち良く卒業させてい
ただきます。私も職業柄、規則に則って
仕事をしています関係上、今年度は様々
な事で社会的に違反をされた方が多かっ
たように思います。これからも在籍され
ている多くのＪＣの皆様には特に気を付
けていただきたいと思います。最後にな

りましたが、松山ＪＣの更なる飛躍を願
いまして終りにしたいと思います。３年
間本当にありがとうございました。 
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自分が青年会議所に入

会させていただき、卒業

を迎えることができまし

た。これも青年会議所に

ご縁のある皆様のお陰だ

と感謝いたします。自分

は何一つ皆様のお役に立てなかったと反

省しております。それでも皆様に出会え

たことは人生の中でもっとも素晴らしい

ことです。ありがとうございます。いつ

までもいつまでもこの青年会議所の縁を

大事にしていきます。 

平成１１年１月に入会し

て早いもので１０年間。先

輩の方々から事業やじゃ

がいもクラブを通じて様

々なご指導を頂いたおか

げで現在の私があり、何

とか卒業できることになりました。とて

も充実し楽しくＪＣ活動ができました。

ありがとうございました。これからも多

くの若者がＪＣに入会し多くの経験を重

ね己を磨き社会に貢献してくれることを

祈っています。 

入会してはや３年、早

いものです。最後に入っ

て先に卒業する妙な感覚

です。飛び級でもないも

のですから。私のように

３年あるいは４年で卒業

するような会員も以前と比べ多いと聞き

ます。理由はともかく、私はもう少し長

く在籍したかったかな。 

この１２月は、先月アメリカの次期大統

領オバマの就任が決まり来月２０日に就任

式を迎える前にあり、また世界は１００年

に一度と言われる米国発金融恐慌に見舞

われています。世界環境は大きく変化し

ます。世界を変えることは困難でも、地

域に限って考えると、仲間で知恵を出せ

ば乗り切れることも多くあるでしょう。

今この青年会議所を離れることはさみし

いものです。 

これからは、シニアクラブ会員として

楽しみに生きることになります。まず一

年間幹事という役が務まるか不安もあり

ますが、楽しく過ごしていきたいと考え

ております。今後ともかわらずよろしく

お願いします。 

佐保　元彦 

汐入　弘一 

上甲　　泰 

佐保開発㈱ 
代表取締役 

(有)okias 
代表取締役 

ソニー生命保険㈱ 

清水　栄治 
㈱清水屋 
代表取締役 

平成１８年２月に入会し

短い間でしたが皆さんに

お世話になりました。青

年会議所活動に余り参加

できなかったことはメン

バーに申し訳なくて残念なことでしたが、

後輩の方には私のように悔いを残さない

ように精一杯頑張って活動をして頂きた

いと思っています。本当にありがとうご

ざいました。 
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青年会議所に入会する
まで、過去にあまり愛媛
県民・松山市民というこ
とを意識したことはなか
ったですけども、今回入
会にあたり改めて愛媛県
民であり松山市民である
ことを強く認識すること

ができました。 
ある一定の年齢を超えると、色々な意
味で知人は増えるけれども、友人と呼べ
る方にはなかなか巡り会うことがありま
せんでした。青年会議所に入会すること
で、友人と呼べる方に沢山出会うことが
できたことを非常に感謝しています。 
今後は青年会議所での経験を生かし、
これからの人生に役立てていきたいと思
っております。青年会議所を通して出会
うことのできたすべての方々とのご縁に
感謝するとともに、青年会議所のさらな
るご発展を心よりお祈り申し上げます。 
有意義な５年間を過ごさせて頂きまし
た。どうもありがとうございました。 

私は、平成１６年５月に
松山青年会議所に入会し
ました。今までの約５年
間、ＪＣ活動を全てにお
いてやり切った訳ではあ
りませんが、僅かながら
でも充実感を感じて卒業
できるのは、自分の人生
の中でも大きな収穫だっ

たと思います。 
私は元々松山出身ではない為、昔から
の友人という人は松山に多くはおりませ
ん。しかし、ＪＣ活動を通して多くの人
と知り合う機会に恵まれ、友人、そして
尊敬できる方々に出会えたのは、とても
幸運でした。また、俳句甲子園や松山春
まつり等の事業を通して「地域の活性化」
に微力ではありますが関わることができ
たのも貴重な経験でした。将来、自分の
子供たちに胸を張って伝える事のできる
活動だと思っております。青年会議所卒
業後も、松山をより住みやすく、そして
「楽しい町」にしていけるように、小さ
い力ではありますが尽力して参りたいと
思います。 

平成１５年に入会してか
ら、あっという間の６年
間でした。その間に理事
を２年、そして卒業年で
ある今年は、じゃがいも
クラブの会長を務めさせ
て頂きました。所属委員
会は事業系だったため、
一緒に事業を成功させる

目的で委員会メンバーの結束が高く、成
功したときの達成感などは学生時代を思
い出し本当に楽しい委員会活動でした。 
この青年会議所活動を通して得たこと
に、理事会や委員会に参加することによ
り、きちんとした議事の進行手順を学ぶ
ことができました。また、普段接点のな
い業種・年代の皆さんと知り合えて、意
見を交わし、共に活動できたことは自分
にとってかけがえのない経験として貴重
な財産になったと思います。 
現役の皆さんには、卒業までの限られ
た時間を、少しでも無駄のないように過
ごし、青年会議所で知り合った仲間と失
敗も成功も、さまざまな経験を積んでい
ってください。６年間お世話になり、あ
りがとうございました。 

入会以来４年間、総務
委員会にて活動させてい
ただきました。入会の第
一印象ですが、ずいぶん
まじめに地域の為に各委
員会が活動されているな
あと感心いたしました。
入会する前のイメージと
しては、飲み会サークル

としか思わなかったもので、先行するイ
メージとはいえ、大変失礼いたしました。
松山の為にこれだけ骨を折って活動する
団体がいるなんて、これから松山の将来
は明るいかも？？もう少し早く入会して
いればよかったなんて、今になって思い
ます。ただ最後の年は日程がなかなか都
合つかず、参加できないイベントが多く
て、総務のメンバーに大変ご迷惑をおか
けしました。この場をお借りしてお詫び
したいと思います。松山ＪＣの皆様、こ
れからも松山の為にがんばってください。
陰ながら応援していますよ！ 

白石　光永 

白木　秀幸 

武智　光成 

種植　圭司 

プルデンシャル生命保険㈱ 
部長 

㈲Tong Poo 
代表取締役 

明星印刷工業（株） 
常務取締役 

㈱国際旅行 
専務取締役 
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　１４年。 
本当に早かった。 
皆との出会い。 
数々の経験。 
多くの学び。 
感謝の一言に尽きる。 
現役の皆さん、青年会

議所の活動を楽しんでや
っていますか？ 

ある先輩から教えていただきました。 
「自分が楽しくなければ、まわりは楽し
く思えない。同じやるなら楽しくやろう。」 
私は、この言葉にいろいろな意味で気
付かされました。 
同じやるなら、自分が楽しいと思える
活動をしていってください。そして楽し
いと思え、チャンスがあれば、是非、委
員長をやってみてください。 
やっているときは大変でも、終わった
時に本当にやって良かったと思えます。
そして松山ＪＣがわかります。松山ＪＣ
が分かれば、視点が変わります。 
松山ＪＣは松山という街の為、人の為
に何か出来ないだろうか？から始まった
と記憶しています。 
根本はここにあると思います。 
地に足をつけて、がんばっていってく
ださい。 
松山から全国のロムに発信するくらい
の街づくりを！！ 
最後に…数々のチャンスを下さった先輩
方、メンバーに心から感謝申し上げます。 
本当にありがとうございました。 

平成７年に入会させて
頂きまして、約１３年間の
長い間でしたが、大変お
世話になりました。過ぎ
てみますと公私共にいろ
いろなことがありました
が、やはりあっという間
でした。入会当時は２６、
７歳と本当に未熟で（今

でもですが）若かったと思います。 
ＪＣは、先輩方、後輩の皆さんと多く
の方に出会えて、大変響きの良い言葉で
すが「ＪＣの仲間」という純粋で、そし
て一体感を感じる良い関係だと思います。 
大変お世話になりました。卒業後も皆
様と変わりないお付き合いを頂けますよ
うよろしくお願いします。 

平成１６年の２月に入会
し短い間でしたが青年会
議所の運動に参加するこ
とができて本当に良かっ
たと思っています。この
会での経験やここで出会
った多くの仲間たちが私
の一生の財産になりまし

た。私が卒業した後には後輩の方に青年
としての英知と勇気と情熱をもって青年
会議所運動を続けて頂くことを願ってい
ます。私は卒業します。今までお世話に
なりました。ありがとうございました。 

藤川　佳美 

向井　忠彰 
山内　　純 

Les halles(レ・アール)

㈱向井酒店 
専務取締役 

入会して１０年！！早い
もので私も卒業を迎える
ことになりました。入会
当時は、すごい集まりだ
なぁと思い、圧倒された
のを思い出します。 
松山の街づくりの大切
さ、街づくりとは何か、
気づかなかったことがた

くさんありました。 
いろいろな課題をメンバーと一緒に考
え、活動できたことは、私の人生において、
非常に意義のあることと感じています。 
青年会議所を通して、私自身、貴重な
体験や経験ができたことは、本当によか
ったと思います。 
時間の使い方、健康管理、人とのかか
わり方、すべてが勉強でした。 
今、４０歳になって、年相応の人間にな

っているか分かりませんが、少し大人の
自分を見つけることができたような気が
します。 
ＪＣ活動を通じて、すばらしいメンバ
ーと知り合えたことは、一生忘れません。
私の財産です！！ 
これからはもっと高い意識を持って、
新しい自分に挑戦していきたいと思いま
す。 
現役メンバーのみなさん、これからも
たくさんの人と出会い、いろいろな体験・
経験をしてください。そしてＪＣマンで
あることに、誇りを持ちすばらしい活動
をしてください。長い間、本当にありが
とうございました。 

向井　　康 
㈲新栄食品 
取締役専務 

ジャングルバーライオン 
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あっという間の５年間
でした。平成１６年５月、
縁あって松山青年会議所
に入会し、入会時から５
つの委員会（福祉実践、
地域共生、俳句甲子園、
まちづくり、文化発信）
を毎年渡り歩き、いろん
な方々と巡り合うことが
できました。学校に通っ

ているようで楽しかったです。委員会旅
行も、国内もあれば海外も、何故か道後
でも？また、「まちづくり」にまさか自分
が関わるとは。真剣に議論する姿が想像
できませんでした。事業に取り組んでも、
お酒を飲んでも、勝手に楽しんでいる自
分がいて、その分いろんな方に迷惑を掛
けました。いつも介抱してくれた○○さ
ん、お世話になりました。これからも…。 
卒業しても、私は（職場と家庭が許す
限り）松山ＪＣが産み育てた「俳句甲子
園」に携わって行くつもりです。是非、
興味のある方は、松山で唯一行われる全
国大会を、一緒に育てていきましょう。 
「継続は力なり」５年間お世話になり
ました。ありがとう！ 

会社勤めを終え、松山
へ帰って以来の１４年間ず
っと生活の一部にＪＣが
あった。若い頃はもちろ
んだが、年を重ねてもう
まくできなかったことの
ほうが多い。人とのコミ
ュニケーション、事業の
運営、リーダーシップの
とり方などなど自己修練

の連続。お酒もたくさん飲んだが、辛い
お酒の方が多かったかもしれない。そん
な中での思い出は３回の委員長を経験さ
せていただいたこと。前の失敗を糧に自
分なりに創意工夫してみて、少しずつつ
かめるものがあった。そんなときの達成
感は格別であった。この経験を今後は家
庭に、会社に、そして次のステージへとい
かいていきたい。 
ＪＣ１４年間の財産はやはり友人である。
はらを割って話ができる先輩、同士、後
輩がたくさんできた。年齢関係なく何か
しら得られるものがあり、人はみな違う
んだというところから入ることができる
ようになった。そして１４年間会費を納め
続けてくれた会社、あきらめ半分別れず
にいてくれた妻、家族に心から感謝する。 

平成１１年に入会して１０
年目となる今年、何とか
卒業を迎えることが出来
ました。この１０年間、時
には自分はＪＣ活動に向
いてないのではないかと
感じ、退会届をしたため
たこともありました。会
社の方針により、三役・
出向等をお引き受けでき

なかったことも理由の一つです。しかし
２年ほど前より、学生時代から趣味とし
ていたピアノと歌を生かして、とある老
人保健施設で月２回演奏ボランティアを
引き受けてやるようになり、このボラン
ティアを通じて、それまで今ひとつピン
とこなかったＪＣ活動の意義が少しずつ
わかるようになりました。三役・スタッ
フとして活動の中心となって動くのは、
苦労も多い反面とてもやりがいのある事
と思われますが、周辺でそれを支える存
在もまた不可欠です。それぞれの立場に
応じて、思いやりの気持ちを持ちながら
ＪＣを続けていくことが大切だと思いま
す。最後になりましたが、これまで私を
支えて下さった全ての方に「ありがとう」
の言葉を贈りたいと思います。 

私は平成１７年度に入会
させていただき、３年間
観光開発に所属させてい
ただきました。観光開発
では、最大の行事として
春まつりがあり、マスコ
ミ関係の仕事をしている
のもありまして、そちら
の作業を主にさせていた

だきました。ただＪＣに入会していなけ
れば、あれほどの行事に参加していなか
ったと思います。改めて松山市のお祭り
を身近に感じさせていただきました。い
い経験でした。後は、一人で会社をやっ
ているという理由でなかなか参加できず、
みなさんにご迷惑をかけたのも事実です。
最後の年はなるべく参加できるようにし
て参加をすれば楽しかったのも事実です。
もっとちゃんと時間を調整するべきだと
反省しております。 
一つお願いがあります。入会をする前
に今後入ってくる後輩達には、よく説明
をしてあげてください。わけがわからず
入会するといろんな葛藤ができてます。
お願いします。今後の松山ＪＣの活動の
発展をお祈りいたします。 

山本　修嗣 

結城　　旬 

吉田　元明 

和田　保志 

五洋建設㈱ 
課長 

㈱結城屋/㈱ムラタ 
常務取締役/取締役 

南宇和宅建㈱ 
常務取締役 

㈲創通アド 
代表取締役 
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委員会活動を振り返って 
2008年度 

委員長より挨拶  
委員会活動を振り返って 

委員長 

宮谷　圭一 

松山創造委員会 

委員長 

寺川　洋史 

全国大会誘致推進委員会 松 山 創 造 委 員 会  
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今年１年を振り返り、
委員会としては波瀾万
丈であったと感じてお
ります。全国大会を誘
致していくことを事業
目的として立ち上がっ
た委員会でしたが、結
果として当年度も次年
度も全国大会誘致を松
山青年会議所として断
念という結末でした。

しかしながら、私達の委員会メンバーは
松山に留まらず、積極的に愛媛・四国・
日本へと活動と交流を広げられたと自負
しています。全国大会誘致という目標は
達成できませんでしたが、各々メンバー
は充実した様々な出来事を体験し、多く
の事を学べたと思います。 
私自身としては、今年度下半期は、東
京在住という形になってしまい、委員会
委員長としてどうだったかと反省してい
るところではありますが、委員会メンバ
ーに助けていただきました。頼もしい委
員会メンバーで幸せな委員長ＬＩＦＥを
過ごさせていただきました。ありがとう
！来年は私自身、今年の経験を糧に、仕
事やプライベートに頑張っていきます。
今年味わった、苦しい時、腹が立つ時、
楽しい時、悲しい時を忘れずに邁進して
いきます。 
最後に来年は、この全国大会誘致推進
委員会からは３人のメンバーが委員長に
なります。また、１人は副委員長。皆で
４名の理事メンバーが誕生します。今年
の経験を生かして頑張ってください。今
年の松山ＪＣより来年のＪＣ，また再来
年の松山ＪＣが発展していく一助の活躍
を祈念します。それでは、また！See 
You Again。。。。。。。 

　２００８年度松山創造委
員会の委員長を勤めさ
せていただきました、
寺川です。 
当委員会は５月に開
催されました日本青年
会議所四国地区愛媛ブ
ロック協議会・ブロッ
ク会員大会の企画・運
営と２０１０年まつやまま
ちづくりビジョンの検
証という大きな事業が

２つありました。 
まず、ブロック会員大会は『万緑へア
ルリズムの息吹かな』のスローガンの下、
各地青年会議所の皆さんに多くの参加を
求めるべく、１月よりキャバン隊を結成
し、各地青年会議所に御邪魔しＬＯＭを
あげてＰＲを行ないました。当日は雨の
中、沢山のメンバーの皆さんが参加して
いただき、式典を開催したのちに金　美
齢氏をお呼びし、一般の方も参加できる
講演会を開催いたしました。その後は、
愛媛ブロックの各委員会の事業が開催さ
れ、懇親会も開催されました。 
また、２０１０年まつやままちづくりビジ

ョンの検証は、〝まちづくりビジョンっ
てなんなの〟からはじめ、最終的に今の
現状何ができていないのかまで委員会で
考え、それを１１月例会にて発表いたしま
した。当日は山本先輩・三原先輩をお招
きし、当時の思いを皆に伝えられたので
はないかなと思います。 
委員会メンバー１０名という少数の委員
会ではございましたが、例会・委員会ほ
ぼ出席で自分がしなければならないこと
を各自が責任をもって行い、どんな事態
になろうともすぐに修正し、新しい方向
に進めるメンバーだったと思います。１
年間メンバー皆に助けられこの委員会で
事業をできたことを感謝しております。 
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委員長 

坪内　洋輔 
委員長 

寺田　　明 
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　２００８年度、２回目の
総務委員長を拝命しま
した。「（１回目の）０６総
務は超える」ことを目
標に、ひとつひとつの
事業に取り組んできま
した。 
特に印象に残ってい
る事業は「定款改定」
です。過去１０年間誰も

できなかったことをやったわけですので、
ある意味「歴史に残る事業」であったと
思います。当初の目標であった公益社団
法人格取得までは行けませんでしたが、
向こう５年間のうちには必ず対応しなけ
ればなりません。その際再度定款改定は
避けて通れませんので、今回の経験は近
い将来必ずやＬＯＭ益につながることと
確信しています。 
それから今年特筆すべきは、例会・委
員会への出席率の高さです。１００％出席
委員会を２回、年間例会出席優秀委員会
の栄誉に浴することができました。委員
長としては特段何も変わったことはして
いないので、幹事の呼びかけがすばらし
かったこと、また総務は例会で出席を取
る委員会ですので、われわれがある意味
模範とならなくてはならない、という意
識を皆さん持ってくださっているのだと
思います。 
私自身が四国地区事務局長を兼任して
いたこともあり、あまり松山に居ない総
務委員長のため、委員会メンバーには大
変ご迷惑をおかけしましたが、毎月のシ
ニア例会はじめ各種地元での事業にはメ
ンバーが積極的に参加してフォローして
くれました。 
今年の総務委員会では大変色々な経験
をさせていただきました。これも担当ス
タッフの皆さん、そして委員会メンバー
の皆さんのおかげと感謝しております。 
１年間本当にありがとうございました。 

過ぎてみたらあっと

いう間の１年でしたが、

いろいろ大変忙しい１

年でした。 

広報委員会の委員長

としてはちゃんと役目

を果たせたかどうかは

微妙ですが・・・お陰で理事長初め担当

事務局長、担当室長、そして平田副委員

長や篠原幹事と委員会メンバーにはいろ

いろお世話になりました。 

思えば４月の公式訪問例会、９月の担

当例会、市民シンポジウムの動員計画等

など例年の広報委員会の中では議案書を

作成する機会が多かったと思いますが、

平田副委員長のお陰でなんとかなりまし

た。いろいろありましたが、最後のカウ

ントになる１１月例会には出席優秀も取れ

また出席優秀室も取る事ができ総務委員

会の足を引っ張る事もなく良い委員会メ

ンバーに恵まれて１年間を過ごさせて頂

きました。後は今年うちの委員会から卒

業する向井さんを委員会メンバー全員で

最後までしっかり送らせて頂く事です。 

尚、最後になりましたが、当年度のス

タッフ初め各委員会の正副委員長並びに

委員会メンバーの皆様方、今年１年本当

にお世話になりました。心から御礼申し

上げます。ありがとうございました。 



松山創造委員会 会員開発委員会  まちづくり委員会 

委員長 

黒光　　毅 
委員長 

雲瀬　　理 
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今年度、会員開発委
員会の委員長をさせて
いただき、非常に緊張
感のある１年を送るこ
とができました、毎月
事業を行うというスケ
ジュール、９月には３
つの委員会事業が重な
る中、委員会メンバー
２２名と共に、楽しく事

業を企画・運営できました。 
新入会員の拡大に関しては、５０名の目

標でスタートしましたが、結果は２０名の
入会と目標を達成することができません
でした。２０名の新入会員の皆様とともに
行った、新入会員カリキュラムでは、青
年会議所について教える立場ではありま
したが、いろいろなことを教えていただ
き、非常にいい経験ができました。また、
新入会員と共に作っていったカリキュラ
ムでしたが、新入会員の皆様にとって、
また、メンバーにとって本当に満足して
いただける内容であったのか、また、別
の方法もあったのではないかといろいろ
と、反省するところもあります。ただ、
現在、楽しく事業に参加していただいて
いる、新入会員の姿に感謝しております。 
会員向けのセミナーでは、ＪＣＩーＵ
Ｊのプログラムである、ＶＭＶ（青年会
議所のビジョン・ミッション・ヴァリュ
ーズ）セミナーを開催しました。ＪＣの
原点を勉強することで、ＪＣ活動に対し
て、再確認することができたと共に、新
たな発見もあり、非常に有意義なセミナ
ーでありました、企画・運営に関しては、
トレーナー・トレーニーの皆様と意見交
換を行うことで非常に多くのことを学ば
せていただきました。 
市民シンポジウムの分科会で行いまし
た、親子ふれ愛ひろばでは、松山で活動
しているＮＰＯ団体・市民のかたがたの
協力で、中身の濃い事業ができました。 
１年間、非常に多くの事業を行いまし
たが、メンバーの皆様の協力で、すべて
において満足のいく、楽しい事業であり
ました、本当にありがとうございました。 

年度当初、事業目標
として２つの事柄を掲
げました。１つは、「我
々の事業を通じて、市
民がお互いの違いを受
け入れる寛容性を持っ
ていただけるような事
業を行う」もう１つは
「全ての市民が共に手
を携えて'まちづくり'
に取り組めるきっかけ
を作れるような事業を
行う」正直に申し上げ

て、２００８年度を終えようとしている今に
なっても、この２つの目標に対してどれ
ほどの結果を残せたのか、次年度に対し
て何を残したのか、明確には判りません。 
ただ、今強く残っているのは、まちづ
くり委員会委員長として過ごした１年間
はあまりにも短く、「あの時もう少し踏
ん張っておけば」という半ば後悔にも似
た想いと、「充実した１年であった」と
いう少し矛盾した個人的な感覚です。 
青年会議所における役職は単年度制で
あり、自分が委員長として実行した事業
が、今後どのような成果を残すのか？そ
れは次年度以降の地道な活動の継続によ
って確認されるものだと考えております。 
１年間、様々な問題を検討する機会を
頂き、事業として実行させていただきま
した。その１つは２月例会及び市民団体
支援事業において取り上げさせていただ
きました「児童福祉」であります。この
事業を通じて、子供達の健全な育成にお
ける地域とのかかわりの重要性を再認識
させていただきました。また、「第２５回
まつやま市民シンポジウム」においては、
「共育」をキーワードにコーディネータ
ーとして事業を企画させていただき、非
常によい修練の場を与えていただきまし
た。今年、私が委員長を勤めさせていただ
きました２００８年度まちづくり委員会の事
業が、将来、何かの形で「明るい豊かなま
ち、まつやま」の実現に役立てば幸いです。 
当委員会は入会２年未満のメンバーが
多く、彼らに対して、歴史ある（社）松
山青年会議所の委員会委員長として模範
となる活動ができたかどうか不安が残り
ますが、常に積極的に事業に参画し、頼
りない委員長を支えてくれたまちづくり
委員会の全メンバー、そして、時には厳
しく、また、時にはさらに厳しく委員会
運営を支えてくれた河野室長、正岡副理
事長、権名津監事、そして郷田理事長。
全ての方々に感謝申し上げます。１年間
ありがとうございました。 



松山創造委員会 次世代共育委員会 全力少年共感委員会 

委員長 

和泉　北斗 
委員長 

結城　　旬 
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　２００８年度次世代共育
委員会の事業に協力頂
きました委員会メンバ
ーの皆様を始め、松山
青年会議所メンバーの
皆様、一年間たいへん
お世話になりました。 
京都会議式典後の平
安神宮参拝のおり、お
みくじで「凶」を引き、
不吉な予感、怪しい雲

行きを感じながら、松山に向けて車を走
らせ、走らせ、到着が１７時間後、朝９時。
大雪のため、渋滞に巻き込まれるという
災難。最悪の一年の始まりに、戦々恐々
としながら、取り組んでまいりました。 
当委員会の事業は、昨年行われた「モ
ンスターペアレント」のアンケート調査
を元に行われました。このアンケート結
果には、現代に生きる大人がこの殺伐と
した世の中に翻弄され、自分を見失い、
疲弊した姿、荒んだ心、欲得を先行させ
る醜い人間性を映し出しておりました。 
一年間、さまざまな事業を通して感じ
たことは、現代に生きる大人の「何でも
思い通りに生きなければ、気がすまない」
という考え。すべて機械化・システム化
された世の中で人間の営みもまた思い通
りにはいかない自然の一部である事を忘
れてしまっているように感じます。そし
てまず大人自身がしっかりとした「自己」
を確立する必要があります。自分の「分」
を知り、人には「思いやり」を持って接
する、そうした姿こそ、子ども達への最
良の教育になろうと思います。 
毎月の委員会において、「日に新たな
り」という項目を設け、委員会メンバー
の皆様から感銘を受けた書物や物語、詩
等を紹介して頂きました。メンバーの皆
様の人柄やお考えが色濃く出て、たいへ
ん興味深く、楽しく、拝聴させて頂きま
した。いろんな角度からの「視点」があ
ることに驚くと同時に学び得るものが数
多くあったと思っております。 
自分は「日に新たなり」で委員会スロ
ーガンであります「忠恕」について話さ
せて頂きました。「思いやり」と「誠実
さ・実直さ」―委員長として、この一年、
実施できたかどうか自信はありませんが、
今後とも実践できるよう自己修練に励み、
青年会議所活動を通じて、地域社会に貢
献していきたいと思います。 

今年の委員会で掲げ

た方針は２つ。 

１つは委員会メンバ

ー全員で取り組む。少

し乱暴な言い方だが、

５人で１２０％の力で取

り組むなら、４０％の力

を出して１５人で分かち合おうと心がけた。

そうすると各人は勝手に４０％どころでは

ない力を発揮してくれた。結果として委

員会の力は向上し、質の高い事業につな

がる。 

もう１つは９０分委員会の実現。９０分で

委員会をクリアするには正副が議題、協

議を充分理解し、かみくだいてポイント

を説明し、意見を求めなければできない。

そのために事前に副委員長とは打ち合わ

せをかかさなかった。メンバーの時間を

いただいている意識を忘れないように努

めた。それでも中味が希薄になりメンバ

ーには大変迷惑をかけたこともあったが、

委員長の不出来をメンバーがカバーして

くれた。 

卒業年度に委員長をさせていただくこ

とには「有難さ」と「申し訳なさ」の交

差した気持ちがあった。本来委員長は将

来有望なキャリア４，５年生の登竜門。

そんな中私にこのポジションをいただけ

たことに郷田理事長はじめ０８年のスタッ

フ、そしてＬＯＭメンバーに大変感謝し

ている。本当にありがとうございました。 



松山創造委員会 文化発信委員会  観光開発委員会  

委員長 

木本　幸治 
委員長 

藤田　昌宏 
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「広めよう、まつや
まの文化」のスローガ
ンのもと、我々、文化
発信委員会は一年間を
通して事業を推進して
まいりました。まずは、
１月～５月"俳句甲子園
の地方大会をひろめよ
う"ということで、無謀
にも！？委員会メンバ
ー自ら中国地方に乗り
込み、高等学校の国語

の先生に営業活動をおこないました。地方
大会エントリー締め切り日まで結果がわか
らず、内心どきどきしておりましたが、見
事、広島大会・島根大会を初めて開催する
ことができました。次に、５月例会事業。
まつやまの食文化を検証のため、食に関わ
る方々とディスカッションをおこない、土
井中先生をお呼びして講演をおこなってい
ただきました。インパクトのあるご当地グ
ルメがまつやまにも必要であることが浮き
彫りになってきました。それから、６月に
は俳句甲子園地方大会・松山会場。エント
リーチーム多数により初めて２会場にわか
れての開催でしたが、松並副委員長の完璧
な段取りとお手伝いいただいたメンバーの
皆様のおかげにより、多いに盛り上がり地
方大会とは思えないような成功となりまし
た。続いて８月、俳句甲子園全国大会のお
手伝い。多数のメンバーが大いに大会運営
に携わり、第１１回大会成功の一助となりま
した。そして９月、まつやま市民シンポジ
ウム分科会「ＴＨＥご当地グルメセッション
」におきまして、５月例会にて浮き彫りと
なったまつやまのご当地グルメをどう発信
するかについて、食のプロをお招きし、パ
ネルディスカッションをおこない、また、
ご当地グルメの提案として試食会もおこな
いました。その中の一つであった「かた焼
きそば」なら、全国で戦えるとパネリスト
の先生から評価をいただきました。こうし
て９月まで途切れることなく事業を推進し
てまいりましたが、郷田理事長の「打てば
響け！」を実行するため、新たなものにチ
ャレンジをし、充分な成果をあげてくるこ
とができたと自惚れております。各事業に
ご支援・ご協力をいただいたメンバーの皆
様、誠にありがとうございました。また、
無茶なことをすると言いながらついてきて
くれた委員会メンバーのみんな、本当にあ
りがとう。この素晴らしい委員会メンバー
と１年間事業をやり遂げたことを誇りに思
います。お疲れ様でした。 

「観光開発委員会」

春まつりお城まつりを

担当する委員会。春ま

つりは私が高校生の頃

参加したことがある思

い出のまつりです。 

社団法人松山青年会

議所に入会して２年目

に所属したのが春まつりを担当する委員

会「松山のまつり活性委員会」でした。

以後２００３年からは春まつりを担当する委

員会に所属し運営側として春まつりを見

てきました。しかしながら自分が委員長

になり運営することなど全く考えていま

せんでした。前年度委員長の寺川君より

依頼されたときも一度は断りました。し

かし、春まつりに対する想いと、同期の

北村副理事長が当委員会の担当副理事長

に決まり、「私がすべてフォローします」

という熱い一言で委員長を受けました。 

大学生になり多忙な毎日を送る北村副

理事長には最後までフォローをしていた

だきました。また、近藤室長も副会頭補

佐という重責を担いながらも、委員会に

参加していただきバックアップしていた

だきました。しかし、委員会活動の中心

はやはり委員会メンバーです。２００８年度

観光開発委員会１９名全員の力がなければ、

春まつりお城まつりも、８月担当例会も

成功してなかったと思います。 

当委員会のメンバーの結束力は強く、

１年間、休会者・退会者を１名も出すこ

となく、春まつりお城まつり、８月担当

例会を全員出席で運営することが出来ま

した。委員会メンバーの皆様１年間お疲

れ様でした。ありがとうございました。 



２００９年度第1回定時総会、１月例会、賀詞交歓会 
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1月19日（月）全日空ホテル18：00～  

　２００９年度最初の例会は総務委員会が担当をさせて頂きます。 
来年は２００９年１月１９日（月）に行います。 
例年であれば第３週の火曜日に行っておりましたが、２００９年は他ＬＯ

Ｍとの交流をする関係もあり、月曜日開催となっておりますので是非ス
ケジュールに留意いただきまして、多数のご参加をお願いしたいと思い
ます。 
昨年に引き続き最初に第１回定時総会を１８：００から行います。 
この時には県知事、市長、松山商工会議所青年部会長、シニアクラブ
会長にもご来臨のお願いをしており、新年最初の定時総会を引き締めて
開催したいと思っております。 
従いまして、総会開始後はドアクローズをしますので、是非開始時間
より早めにお越し下さいますようご案内申し上げます。 
引き続き１月例会では２００９年度理事長の小泉啓典君の所信を朗読し、

２００９年度の我々の活動の指針となるものをメンバー全員で理解したいと
思います。 
１月例会に関しては短く、そしてシンプルに行いメンバーの集中力が
高い中、速やかに進行したいと思っておりますので、何卒ご協力をお願
い致します。 
そして１９：３０より賀詞交歓会を行います。 
これは例年の新年会にあたるものではありますが、年々公益性が求め
られる（社）松山青年会議所にとりましては、対外的な参加者にもご案
内をさせて頂き、幅広く交流が出来る機会が必要であり、２００９年より賀
詞交歓会として開催する運びとなりました。地域の行政の関係者をはじ
め、他団体、地域経済界、（社）日本青年会議所役員の方々等多くの方
にお声がけをさせていただいております。是非例年とは違う雰囲気の、
内容のある賀詞交歓会にしたいと思っておりますのでよろしくお願い致
します。 
尚、各委員会の皆様にはＰＲタイムを取っておりますので、１年の最
初のスタートに多くのメンバーのご参加をお待ちしております。 
最後になりますが、ＪＣをこよなく愛する２００９年度小泉啓典理事長を

支えるためにも、我々メンバー全員がＪＣに入会した存在意義を高める
ためにも、１年の船出を全員で盛り上げましょう。 

２００９年度 総務委員長　帽子 大輔 
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松山ＪＣ じゃがいもクラブ取り切り戦 道後ゴルフクラブ 

ニアピン 

ドラコン 

藤堂　　石丸　　野中 

武智　　山田 
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コンペ 

〈対内誌〉 

取り切り戦優勝！ 
野中　信辰君 
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久しぶりに優勝することができ、非常
に嬉しく思います。 
上岡先輩・山田先輩vs吉末先輩・私、
野中とのチーム戦（？）をしていたので
非常に厳しいプレイになったのが今回の

勝因かもしれません。同伴競技者との個
人戦に集中していたので、まさか優勝し
ているとは思ってもおらず、まさに「棚
からぼた餅」です。来年からも楽しい「
じゃがいも例会」が開催できるように努
力して参りますので、皆さん振るって参
加いただけます様お願いします。 
 

じゃがいもクラブ会長　武智　光成 
おかげ様で、１年間無事に会長を務め
させていただきました。これも、厳しく
優しく指導して頂いたシニアの先輩がた
や、楽しく気軽に参加してくれた現役メ
ンバーの協力のおかげです。本当にあり
がとうございました。来年はシニアとし
て、じゃがいもクラブに参加し、より楽し
い会になるように協力したいと思います。 
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社団法人 
松山青年会議所 
広報紙 

発行日　２００８年１２月１６日 

発行所　社団法人松山青年会議所 

編集長　寺田　　明 

委員長　寺田　　明　　副委員長　平田　裕二 

印刷所　アマノ印刷有限会社 

委　員 

篠原　成昌　　池田　貞伸　　菅野　　崇

松本　幸三　　高田　政信　　向井　忠彰

森　　真樹　　好　　秀人　　三宅　孝房 

松本　　仁 

編集 
後記 
編集編集 
後記後記 
編集 
後記 

　２００８年度のわかつばきはいかがでしたか？広報委員会のメンバーはベテランが多く信頼関係もできているため
毎号助け合って編集・発刊することができました。取材なども慣れていて作業もスムーズでした。今年は数々の
現場に取材に向かい写真撮影を積極的にして写真を多く臨場感あふれる紙面作りを目指しました。世界会議の取
材ではインドまで行きました。原稿依頼も多数ありましたがほとんどの方に快く受けて頂き利他心あふれる方々
に支えられて１年を終えられることは本当に嬉しく思います。次年度広報委員会の前崎委員長には広報経験があ
りませんが逆に今までと全く違った新たな視点で魅力的な紙面を考えて頂くことを楽しみにしています。 
　皆様１年間誠にありがとうございました。（広報委員会） 

会員消息 会員消息 
ご出産 

ご結婚 

●監事　　　　　　　　　普川　尚記 君 
１１月１１日　　　　第２子　次男　亮（りょう）くん 

●会員開発委員会　　　　金子　昌幸 君 
１１月７日　　　　　　　奥様　有紀（ゆき）さん 
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