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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740余の地域に5万余名の会員を擁し、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。 

協賛企業 
（株）ウイルコム松山支店 
河窪建設（株） 
（株）ヒラキ 
（有）トップランナー 
（株）光商会 
久万の台温泉 
カーテンショップＦＡＮ 
（株）寺田商店 
金城産業（株） 
（株）カネシロ 
（株）松山建装社 
（有）アイムービック 
（株）AKIプロモーション 
（株）アド・イン 
アマノ印刷（有） 
愛媛合同物流（株） 
愛媛パッケージ（株） 
（株）エムケイトレーディング 
MGMストーン（株） 
（有）キーホール 
桜うづまき酒造（株） 
子規堂 
昇栄建設（株） 
太邦設備（株） 
高田引越センター 
竹林塗装（株） 
（有）東昇技建工業 
（株）ハート交通 
白魂 
（有）花泉 
媛彦温泉 
（株）藤井組 
ホテル奥道後 
（合名）山澤商店 

 
河窪　秀明 
開　　忠和 
北川　憲一 
秋山　浩一 
白方　基進 
永田　美香 
寺田　太郎 
金城　正信 
小池　正照 
盛重　信二 
森本健一郎 
宇都宮貞史 
川又　雅樹 
天野　眞作 
近藤　弘志 
井川　直樹 
菅野　　崇 
三浦　秀之 
宮谷　圭一 
篠原　成昌 
田中　雅之 
郷田　明史 
菅野　博志 
高田　政信 
池田　貞伸 
小泉　啓典 
寺川　洋史 
大野　功喜 
奥村　裕紀 
大野　剛嗣 
藤井祐一郎 
坪内　洋輔 
山澤　　満 
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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 



今年度の理事長としての「担い」も残
す所、あと一ヶ月となりました。様々な
意味で、嬉しくもあり悲しくもあります。 
自分自身が松山という地域の中で、ま
ちづくりを行なっている青年会議所とい
う団体の長を務めて一年が過ぎようとし
ています。一年間という期間の中で事業
も終盤へと向かい、次年度体制へと順当
にバトンを渡す時期が参りました。本当
に短くもあり長かった一年間でした。 
多くの事業を今更ながら振り返ってみ
ると、結果や成果が現れた事もあれば、
まだまだ到達地点まではいかなかった事
もあります。結果として失った事業、新
しく生まれた事業、皆様が全て目にする
事はありませんが、数多くの事業活動を
してきたなあと思いました。 
私の中で特に印象深い活動は「組織構
成」と「会員拡大」といった内部系の事
業が挙げられます。 
　５０余年もの松山ＪＣの歴史の中で時代
と共に進化して継承されていく理念を基
に、「単年度制」という組織構成の中で
各メンバーが職責をまっとうしようと自
己修練し、奉仕の精神を持って事業活動
を行う事は、”まち”と”ひと”を同時
につくっている素晴らしい事業であると
言っても過言ではありません。一年ごと
の組織構成の再編成が、ＪＣ活動におい
て新鮮さを保てると同時に、時代に則し
た新たな発想が生まれるのだと思います。 
また、会員の拡大に関しては、年頭か
ら「事業ではなく基本運動である」と私
は言い続けてきました。多くの事業をす
るために当然の事ながらマンパワーは必
要です。多くのまちづくり人を創るため
にも多くの人材が必要です。様々な意見
を集約し確固たる目的を見出すためにも、
異なった意見を持つ多くの人が必要なの
です。 

これらの内部系事業は、松山ＪＣの存
続を考える上での保守的な発想ではなく、
能動的であり躍進的な発想だと思います。 
組織強化を行いながら他団体との連携
を行う事、今後も地道に微力ながら松山
ＪＣとして頑張っていって欲しいと願い
ます。 
話は少し変わりますが、私は今年度松
山ＪＣの理事長として各種団体の会議に
参加させていただいてます。その会議の
中で、少なからず松山ＪＣを卒業された
先輩方と会う事があって、年齢的に近い
先輩方には聞き易いという事で、何気な
く「ＪＣで行っていた事が役に立ってい
ませんか？」と質問をします。大抵の先
輩方が「ＪＣに入っていて良かったと思
う。頼られる事が多くなったけど、ＪＣ
よりも地域に根ざしていると感じるよ。」
と答えてくれます。目上の人に対して失
礼かもしれませんが、この答えを聞くと
私は微笑ましくなるのです。最初は面倒
だと思いながらも作成していた事業計画
書や予算書、講演依頼や支援団体との交
渉、事業のタイムスケジュール作成、会
議の中での提案や報告と、一連の流れを
やってのける能力を改めて実感する時と
いうのはＪＣを卒業してからなのかもし
れません。ＪＣに在籍している間が修行
期間なのでしょう。 
その卒業をされるメンバーが今年も大
勢います。毎年１２月に卒業式を行います
が、この卒業式というものは無事終わり
を讃えると同時に、新たな旅立ちを祝す
セレモニーなのでしょう。 
この松山という地域の中に存在するＪ
Ｃという団体を卒業し、各々のローカル
エリアで「まちづくり人」として活動さ
れる事、切に願いながら、私自身も卒業
するまでにはもっと多くを学んで身に付
けていきたいと思います。 
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（社）松山青年会議所 
第５５代理事長 

田中　雅之 

理事長便り 理事長便り 理事長便り 
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平成19年10月16日（火）１８：３０～ 

松山市総合コミュニティセンター 
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　１０月１６日、松山市総合コミュ二ティー

センターに於いて２００７年度１０月例会が開

催されました。１０月例会行事は、教育育

成委員会の担当による「モンスターペア

レント」について検証が行われました。

今回の例会では、和泉北斗君の司会のも

と、まず皇太子殿下が愛子さまご誕生時

にマスコミの前で愛子さまに向け朗読さ

れた詩「子は親の鏡」の紹介がありまし

た。そして、松山市近郊の幼稚園及び保

育園、計７５園への事前アンケートを基に

実態の把握とモンスターペアレントが生

まれる背景について委員会としての考え

や対策等、映像を使用してのアンケート

の結果報告ならびに説明があり、各スタ

ッフやメンバーの個々の意見が出されま

した。 

まず、「モンスターペアレント」と聞

いて皆さんが“ピン”とくるものは何で

しょうか。給食費や保育料の未払い問題

ではないですか。給食費２０億円・保育料

９０億円もの未納額、そして昨年、児童相

談所に寄せられた虐待及びネグレクトの

通報は１０年前の１０倍の４万件と言う報告

には驚きました。 



概ね良い評価をいただいた監事所見 

委員会からアンケート結果の報告と説明 

としての理念。子供をどうするかでなく、

親がどうあるべきなのか。親自身が子の

手本となり、子供の発達に応じた接し方

をする。子は親に、親は子から学ぶとい

った「親学」なるものが最近、大学・病

院・行政を通じ学ぶ事が出来る様になり

つつあります。もちろん、大人になって

学ぶものではなく、親の背中、地域の大

人達の背中を見て育ち学ぶものですが、

そういった、大人がいないとなれば、親

が親になる為の勉強会も必要かなとも考

えます。 

まず、我々が、子の模範となれる親と

して。そして我が子だけでなく、地域の

子供達にもしっかり背中を見せられる事

が大事だと思います。そして、核家族化

が進む昨今、孤立しストレスをためる親

が増えない様に、子育てのサポートして

いけたらいいと考えます。 

今一度、子供を持つ親として考えてみ

て下さい。 

「モンスターペアレント」になってい

ませんか？ 

（LOM情報発信委員会 花山　浩司） 
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「モンスターペアレント」とは、学校

に対して自己中心的で理不尽な要求を繰

り返す親の事です。 

我々の時代にも、このような親がいなか

った訳ではありませんが、しかし、そん

な親に対してしっかりと意見を述べてく

れる先生方が多くいた様に思います。自

己中心的な親が増えた背景にはこうした

先生方、つまり他人を叱る大人達が減っ

たせいかもしれません。ただ、こうした

「時代の変化」を言い訳に済ましていい

のでしょうか。こういった親に育てられ

た子供達の将来は不安ではありませんか。

また、こうした大人達の下、学校で子供

達はいじめられてはいませんか。 

冒頭で紹介した詩「子は親の鏡」の中

に“褒める事”の大切さ・“愛する事”

の大切さ・“認める事”の大切さが書か

れています。子供だけでなく、人と人と

が接する中で大切な事だと思います。親 



2008年度 理事長紹介 
【松山ＪＣにおける履歴】 
１９９４年　入会 
１９９５年　総務渉外委員会 
１９９６年　指導力開発委員会 
１９９７年　環境問題啓発委員会 
１９９８年　高齢化社会政策委員会　副委員長 
１９９９年　観光文化推進委員会 
２０００年　指導力開発委員会 
２００１年　福祉と地域コミュニティー委員会 
２００２年　情報・交流委員会 
２００３年　広報渉外委員会 
２００４年　広報委員会　委員長 
２００５年　専務理事 
２００６年　副理事長 
２００７年　LOM事業支援特別会議　議長 
 
【日本ＪＣにおける履歴】 
２００５年　四国地区協議会　地区フォーラム実行委員会 

　　愛媛ブロック協議会　ブロック会員大会連絡会議 
２００６年　愛媛ブロック協議会　COC８委員会愛媛担当メンバー 
２００７年　愛媛ブロック協議会　副会長 

郷田 明史 
（昇栄建設株式会社 代表取締役社長） 

ごう だ あき ひと 

　２００８年度 スローガン  

打てば響け！ 
『共感と実践』の輪をこのまちに 

　２００８年度 基本理念  
自らが率先し、考えて行動 
手に手を携え、共にうねりを起こしていこう 
幾重にも重なる波紋の如く 
『共感と実践』をＪＣからまちへ拡げよう 

理事長に９つの質問 

　２００８年度（社）松山青年会議所５６代理事長になります郷田明史君の紹介をさせていただきま
す。表からは見えない私生活まで切りこんでいきます。次年度を身近に感じてもらい、みん
なで来年度の郷田丸を応援しましょう！ 
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①来年の理事長の抱負を教えてください。 
一番大切なのは『バランス感覚』 
ＪＣと仕事と家庭。それぞれに対して
責任がありますが、理事長を務めるから
といって、このバランスを崩すわけには
行きません。伝統ある松山ＪＣの理事長
としての担いをしっかり務め、他がおろ
そかにならないように努力します。 
②仕事内容を教えてください。 
昇栄建設㈱の代表取締役を務めていま
す。仕事内容としましては特定建設業（
建築・土木）で官公庁を始め一般のお客
様からも受注を頂き、ビルや道路・河川
のなどの工事をしています。 
③座右の銘（好きな言葉）は？ 
もちろん奉仕・修練・友情です。 
④苦手なもの 
お酒と運動は得意ではありません。 

⑤趣味・特技は何ですか？ 
和太鼓篠笛・尺八です。 
⑥自分の思う長所は？ 
気が長い 
⑥自分の思う長所は？ 
気が長い 
⑦では短所は？ 
瞬間湯沸かし器。 
⑧あなたにとってJCとは？ 
道場であり、学校であり、幼いころ遊
んだ公園のようであったり・・・ 
一言では言い表せません。 
⑨最後に家族に一言 
『探さないでください』とはいいませ
んが、かなり家族と接する時間が少なく
なると思います。 
その分、子供たちとはしゃげる時間を
積極的に作っていくので、一年間のご辛
抱を。 



理事長の青春から現在に至るまでを大公開！ 
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【中学高校】  
吹奏楽部で喇叭吹きな毎日を送る。  
バンド活動はベース。  
高校時代は吹奏楽部人手不足当により
ボーンやパーカスへ助っ人で派遣され、
ついには吹奏楽と関係なく合唱へも…  
凝り固まった音楽観から脱出できたの
は、高校時代に師事していた杉森幹子先
生のおかげ。  
【大学時代】  
長崎総合科学大学でヨット部や学生自
治会役員。  
吹奏楽同好会の立ち上げなど多岐に亘
って手を染める。  
在学中に普通免許以外も取っとけ！と
思い、中型二輪・旧４アマ・旧４級小型
船舶・大型・大型特殊 を取得。  
【社会人になってから】  
　２４才で青年会議所に入会し、その年の
忘年会宴会芸で取り急ぎ覚えさせられた
和太鼓に没頭。そのまま続けて現在に至
る。 

結婚も太鼓がご縁。 
　３３歳で都山流尺八大師範　橋本岳人山
に師事。 雅号『岳明』を授かる。  
しかし・・・未だ『初伝』すら拝受し
ておりません！ 太鼓やその他楽器のア
ンサンブルユニット  
和楽桜鳴座を設立・運営中。  
視聴覚障害を持つ仲間と楽しく音楽を
やっています。  
松山市内の某小学校と某幼稚園にて指
導スタッフとして参加中。 気が向いた
ら追記していきます  
 
好きな音楽：民俗音楽、邦楽（太鼓など）、
河井英里、ＺＡＢＡＤＡＫ、小島麻由美、
ＧＯＤＩＥＧＯ、さねよしいさこ、嵯峨
治彦、筋肉少女帯、Enigma…偏った雑食 
好きな映画：シンドラーのリスト、銀
河鉄道９９９、二百三高地、　 
好きな本：マンガ四齣漫画 



（有）嵯峨野屋 
　　　　代表取締役社長 

北村　斉 
 

昭和４７年２月２０日生　ＡＢ型 
【趣味】読書 

上田消防建設（株）松山支店 
　　　常務取締役 

正岡　尚起 
 

昭和４４年６月２５日生　Ｂ型 
【趣味】ゴルフ、釣り 

郷田理事長を支える縁の下の力持ち 
３人の副理事長の紹介 

郷田理事長を支える縁の下の力持ち 
３人の副理事長の紹介 
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今回、流れもあってか副理事長という

大役を受けることとなりました。入会し

た当時から考えると自分がこのような立

場になることは、思いもよりませんでした。 

幹事から副委員長、委員長、室長と与

えられた役職を実践していくなかで、委

員会メンバーと一緒に委員会事業にのみ

力を注ぐことが仕事のように思っており

ましたが、スタッフを経験し副理事長職

を受けるに当たり「ＬＯＭに対して何が

出来るか」という感覚に変わってきたよ

うに思えます。また、２００８年は全国会員

大会エントリーという誘致活動へ向けて

のスタートをきる年でもあり、再度、青

年会議所が行なうまちづくりとは何か、

改めて考えていかなければならないと思

います。 

あたりまえのことではあると思います

が、委員会が光らないとＬＯＭも光りま

せん。 

大きなうねりに流されるのではなく、

基本の事業、人づくりを怠らずに磨き

LOMまた愛媛ブロックにも反映させて

いければおのずと結果がついてくるので 

はないかと思います。 

ＬＯＭだけでなく、松山青年会議所に

関わってきた人達が形は様々にしろ、集

いやすいところにしたいと思います。 

次年度文化開発室担当副理事長を拝命

しました北村です。2000年度に入会して

以来、９年目の活動になりますが、文化

・観光委員会の担当になるのは初めてに

なります。次年度文化開発室担当室長の

近藤弘志君と共に、木本幸治文化発信委

員長と藤田昌宏観光開発委員長の両ベテ

ラン委員長を全力でサポートし、松山Ｊ

Ｃが誇る巨大な事業を成功へと導きたい

と考えています。　　　　　　　　　　

　さて、今年度の松山ＪＣには新たな取

り組みが始まります。それは、全国会員

大会誘致に向けての活動が本格化すると

言う事です。前回に松山で開催された全

国大会は、約３０年前になります。当然、

前回大会運営に携わった現役はおらず、

すべてが1からの経験としての誘致活動

になります。この松山ＪＣ全体として推

進する誘致活動に対し、松山ＪＣ副理事 



（有）東昇技建工業 
　　　　代表取締役 

小泉　啓典 
 

昭和４４年８月２７日生　Ｏ型 
【趣味】小川仁に関する研究 
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大会主管誘致へのエントリーを行うとゆ

う正に「激動の一年」になろうかと思わ

れます。「激動...」確かに私が入会した

２００２年当時を振り返ると、自分が出向を

したり、全国大会のエントリーを行うＬ

ＯＭの役員を務める等とは全く想像して

いませんでしたし、次年度における自分

の立場を考えると職責を全う出来るのか

多少の不安が無いとは言えません。しか

し、入会当時から不変なのは、我々ＪＣ

が行う活動は、地域社会と密着し、人づ

くりから始まる街づくりに繋げる正しく

「ローカル」な活動だとゆう事です。で

すから、地域の為に行う活動は、必ず公

益に繋がると信じていますし、私たちの

愛して止まないローカルコミュニティで

あるこの松山の歴史風土や文化は、全国

大会誘致に向かう事によって全国に発信

される機会を得るのです。２００８年度は「

激動…」でしょうが、自己修練と捕らえ、

率先して行動する事を宣言致しまして、

挨拶の言葉に代えさせて頂きます。メン

バーの皆さん、どうぞ一年間宜しくお願

い致します。 

長として全力で取り組みます。 

しかし、その為には松山ＪＣが活力に

溢れ、松山という地域が元気である事が

最も重要になってきます。地域に密着し

た活動を行う松山ＪＣの良さを再認識し、

事業等を通じての交流を促進する事でこ

そ、全国会員大会の誘致は価値を持ちます。

　担当委員会や担当事業のサポートのみ

ならず、松山ＪＣの全事業に対するサポ

ートとなれるように努力します。その上

で、全国会員大会の誘致を促進できる様

にしっかりと見据え、その両方を促進出

来る様に頑張りたいと考えています。１

年間宜しくお願い致します。 

　２００８年度郷田明史理事長の下、副理事

長を務めさせて頂きます小泉啓典です。

２００８年度は、公益社団法人格早期取得へ

向けての大切な一年であり、また、全国 



太邦設備株式会社 
〒７９１-８０２２松山市美沢２丁目１-１６ 
ＴＥＬ 089 -922 -3830  
ＦＡＸ 089 -922 -3865  
E-mail  taiho@ehm.enjoy.ne.jp

電気・空調・衛生・オールメンテナンス 

会員アカデミー２００７「第２回会員アカデミー」開催報告 
拡大アカデミー委員会　委員長　井川　直樹 

安里副会頭（写真右上）の講演とメンバーの質疑応答 
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た近藤次年度理事長をはじめとする今治
ＪＣメンバーに皆様にご参加いただきま
した。 
講演内容は、安里副会頭の生い立ちか
ら現在までの歩んでこられた道を披露し
ていただくとともに、ＪＣ運動との出会
い、沖縄の文化・歴史、経営者としての
姿勢、全国会員大会を主管するという意
義、そして地域におけるリーダーとして
何を考え、今後どの様な展開していくべ
きなのか等々、安里副会頭自身の考えを
熱く語っていただきました。講演時間も
当初予定の８０分を１１０分に延長してご講
演いただきましたが、３０分の延長もあっ
という間に時間が過ぎ、参加したすべて
のメンバーが食い入るように安里副会頭
の話に耳を傾け、質疑応答でも郷田次年
度理事をはじめメンバーより積極的な質
問が行われました。 
参加されたメンバーは、それぞれに色
々な「気づき」があったかと思います。
個人的には、「泥水を飲む」、自分の気
の進まないこと、苦手なことに挑んで自
分の器をひろげるとの話は特に胆に銘じ
たいと思いました。 
アカデミー終了後、参加したメンバー
からは新入会員、卒業予定者を問わず「
非常に良かった」「今回のアカデミーに
参加して本当に良かった」とコメントを
いただき有意義なアカデミーを開催でき
たと考えております。 
最後になりますが、私も含めセミナー
に参加されたメンバー皆さんが安里副会
頭とかわした「３つの約束」は覚えてら
っしゃいますでしょうか？実践されてま
すでしょうか？ 
有意義な時間を忘れず、志高くＪＣ運
動に、仕事に『本気』で取り組みましょう。 

会員アカデミー２００７は、理事長所信の
基本方針である「ＪＡＹＣＥＥである」
に則り、例年の新入会員のみのカリキュ
ラムにとどまらず、メンバー全員で人間
力開発、指導力開発を基軸として、社会
開発、経営開発を学ぶため本年度新たに
企画した事業です。 
第１回会員アカデミーは、まつやま市
民シンポジウムの分科会として日本ＪＣ
歴代会頭の米谷啓和先輩、社団法人鹿児
島青年会議所の冨川正博君をお招きして
「まちづくり人応援セミナー」を公開セミ
ナーの形で執り行わせていただきました。 
そして、さる１０月３０日に第２回会員ア

カデミーを道後山の手ホテルアルバート
ホールにおいて開催いたしました。第２
回会員アカデミーでは、ＪＡＹＣＥＥと
して、また企業経営者としてその指導力
を発揮されている社団法人日本青年会議
所の２００８年度副会頭予定者安里繁信君（
以下予定者を省略）に「轍無き道を歩む」
を演題に講演していただきました。 

講演に際しては、ＬＯＭメンバー約８０
名、シニアクラブの二神一誠先輩、愛媛
ブロック協議会より高田次年度会長、ま 



竹林塗装株式会社 

住まいの
塗替え専門店

見 積 無 料塗装一般工事請負業 

〒７９１-８０１２松山市姫原２丁目３-３１ 
ＴＥＬ（０８９）924-5203 

URL:http://www.taketoso.com

「白い旅人白い旅人」のお供承ります。のお供承ります。 「白い旅人白い旅人」のお供承ります。のお供承ります。 「白い旅人」のお供承ります。 
全国どこへでも、プランに合わせてご相談に応じます。グルー
プでの旅行や巡礼・冠婚葬祭や各種イベントにご満足いただけ
ます。 

真心の運転 

「ひと～まち～想い、つなぎあい」を終えて 
まちづくり委員会　河野　行信 

市民団体との交流・支援事業 
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　１０月２１日（日）に市民団体との交流・
支援事業「ひと～まち～想い、つなぎあ
い」を開催させていただきました。この
事業について数々の支援をいただきまし
た、まつやまＮＰＯサポートセンターの
皆さまをはじめ、各ＮＰＯ団体の皆さま、
ＪＣメンバーの皆さまとその家族の皆さ
ま、そして当日参加していただいた市民
の皆さま、誠にありがとうございました。
おかげをもちまして、無事に終えること
ができました。（星の子クラブ、ＮＰＯ
松山冒険遊び場みんなだいすき！、ＪＭ
ＡＣＳの皆さま、運営のご協力ありがと
うございました。） 
さて、この事業は、４つのねらいのも
と行いました。まず、まつやまＮＰＯサ
ポートセンターと協力し、我々も含めた
ＮＰＯ団体の横のつながりを大きくする
ことを目指しました。２つ目として、企
業人であり親でもある我々ＪＣメンバー
がこの事業を通して体験及び理解したこ
とを、社員や周りの人に伝えることが大
事だと考え、行動しました。３つ目は、
参加した市民の方々が、この事業で体感
及び理解したものを持ち帰ることにより、
その方々が住んでいる地域のＮＰＯ団体
の活動を活性化することを狙いました。
そして４つ目ですが、親子のふれあいな
どを、専門のＮＰＯ団体にリードしてい 

ただきました。 
しかし・・・、子どもって元気ですよ
ね。最近の子どもは元気が無いという声
を聞いていましたが、とてもそんな様子
には見えませんでした。しっかりと元気
に遊んでいたと思います。・・・という
ことは、普段、遊び場がないのかな、遊
ぶ時間がないのかな、などとこの事業を
通じて当初の目的だけでなく、いろんな
ことを考えてしまいました。 
　１００名を超える参加者（ＪＣメンバーを
除く）に来ていただいて、食事会など和
やかな雰囲気のもと、積極的に各ＮＰＯ
団体の活動を体感し、理解し、同調して
いけるような交流の場を創ることができ
たことは大変良かったと思います。 
しかし、逆に反省するべき部分もあり
ました。まず、　開始直前まで、一般の
方々の集まりがあまりよくなかったのは、
事業の広報について十分出来ていなかっ
た部分が正直にあらわれたのだと思いま
す。また、ＪＣメンバーの積極的な参加
を促すことが出来ておらず、前述の２つ
目のねらいについて、十分ではありませ
んでした。 
今回の反省をもとに、今後の事業（よ
りパワーアップを目指して！）について
考えていきたいと思います。 



　山澤商店 合名 
会社 

全 酒 類 卸 

〒７９０-０８４２愛媛県松山市道後湯之町４-５２ 
ＴＥＬ 089 -941 -0569  
ＦＡＸ 089 -941 -3032

創業 明治１９年　since  1886

２月新入会員募集中！！ 

メリットは無限大！ 

・忙しい中でも時間のつくり方が身につきます。 

・研修を通して指導力、統率力が身につきます。また、様々なセミナーを受け

ることもできます。 

・ＪＣの事業は、まちづくり（地域社会の開発）、ひとづくり（指導力開発）、

経営者開発を中心に行われています。 

・ＪＣの組織・事業は単年度制なので在籍中に様々な役職や事業を体験できま

す。 

そしてなによりも・・・ 

志をもった素晴らしい仲間と、真の友情が得られます。 

■　入会資格 

１．青年会議所の目的と意義に共鳴し、自発的な意思と情熱を持っていること 

２．原則として、満２０歳以上４０歳未満の入会した年を含め３年以上活躍できる

品格ある青年であること 

３．松山市およびその周辺に住所または勤務先を有すること 

４．健全な社会人としての教養と良識のある方で最低月1回開かれる例会と委

員会に出席できること 

■　入会金および年会費 

入会金 ￥３０，０００　年会費 ￥１３２，０００　委員会費　委員会により異なります。 

ＪＣに入会すると・・・ 

入　会　要　項 

お問合せ先： 
社団法人 松山青年会議所　事務局 
URL　http://www.m-jc.net 
ＴＥＬ　089-941-0194 
FAX　089-943-0149 
E-mail　jc@netcruise.co.jp 
担当委員会：会員開発委員会 
　　　　　　　　委員長　黒光　毅 

◆入会説明会 
　2008年1月16日（水） 

◆入会面接 
　2008年1月22日（火） 
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12月例会 卒業式典及び懇親会ＰＲ 
松山全日空ホテル　エメラルドルーム 

12月18日（火）17：30～ 

㈱ウィルコム松山支店 
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ついにＪＣの卒業式の季節がやってまいりました。本年度、松山青年会議所

は２０名もの、錚々たるメンバーが御卒業されます。そして、１２月例会というこ

とで私達、総務委員会が卒業式典・懇親会を担当させて頂きます。１２月１８日（火）

会場は昨年に引き続き松山全日空ホテル　エメラルドルームにての開催です。

御卒業される皆さんに青年会議所活動の総仕上げの意味を込め心に残る事業に

なるようにしていきたいと考えています。 

当日１７：３０分より記念撮影から始まります。本年度の工夫として、式典中に

「卒業生所見」ということで卒業生から現役に思うことを「所見」という形で

一言頂いたビデオを放映いたします。そして、懇親会に於いては卒業生が入場

する時、白煙を噴射し提灯やＢＧＭを使って気持ちよく派手なパフォーマンス

で会場入りをして頂きます。その後のアトラクションとしてはまず、厄除け神

事の模様をビデオ放映します。続いて、現役から卒業生へ「送る言葉」という

形で各卒業生に縁のある現役メンバーが壇上から感謝の言葉を伝えていきます。

その後、理事長から送る言葉があり、若い我らの斉唱・握手で盛り上げていこ

うと考えています。 

御卒業されるのは、とても寂しく名残惜しい事ですが卒業生や現役に満足い

く楽しい式典・懇親会にしていきたいと思います。年末の忙しい時期ではあり

ますがより多くの卒業生の参加、そしてより多くの見送る現役の参加を頂ける

様、宜しくお願いいたします 

 

総務室　総務委員会委員長　奥村　裕紀　 



～地域の文化を大切にする～ 
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　１０月２８日、日曜日、有名な金比羅神社の麓、琴平公会堂にて、社団

法人さぬき青年会議所創立十周年のお

祝いに多くの関係者が集まった。我々

松山青年会議所の会員も多数でお祝い

に訪問した。式典は陸上自衛隊第十四

音楽隊の皆様の艶のある、賑やかな演

奏で開会した。引き続き国歌「君が代」、

「ＪＣソング」と先程の音楽隊の皆様の生演

奏で、全員で斉唱した。誠に粋な演出であっ

た。その後、第十代、２００７年理事長川崎明則

君より、善通寺ＪＣと丸亀ＪＣがひとつにな

り十年が経過し、これからも行政、経済、地

域に関わり、ふるさとをいとおしんでもらえ

る事業を続けていくことを熱く語られた。また、香川県知事代理、井

上貴義様と、　１９９８年社団法

人に本青年会議所会頭、新田

八朗先輩がお祝辞を述べられ

た。最後には歴代理事長のご

紹介、引き続き代表のご挨拶

があり、和やかに会は終了し

た。 

（ＬＯＭ情報発信委員会　向井） 



株式会社　藤 井 組 
〒799-3131　愛媛県伊予市大平甲230-1 
TEL  089-983-1877  FAX 089-983-1185

オーダーカーテン専門店 

■カーテン・クロス・ブラインド・カーペット 

カーテンショップ　ファン 
松山市平和通り4丁目3-4　TEL（０８９）９２４-０１７７　FAX（０８９）９２４-０２４８ 

出 向 者 報 告  ２００７年度　社団法人日本青年会議所 
　　　　　　　　NOM情報発信会議　和泉　北斗 
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私にとって今回の出向は初めての事でしたので、先入観を持たず、真っ白な気持ち

で臨む事を心掛けました。ですから私のようなものが出向の意義について大いに語る

ことはできませんが、出向して気づいたことを申し述べたいと思います。 

出向されている方々は全員とは申しませんが、青年会議所活動に熱い思いを持って

おられます。それは当然でＬＯＭ内の活動とは違って出席義務はありません。メンバ

ーそれぞれのやる気がすべてであります。こうした他ＬＯＭのメンバーとの交流を通

じて、ふっと大学に入学したときの感覚に似ているなと思いました。私は大学は東京

で過ごしましたが、東京ですから全国各地から学生が集まります。その時初めて自分

は「松山人」である事を自覚しました。言葉や習慣、食生活まで明確な違いがあり、

松山のアイデンティティを把握する事が出来ました。出向するという事も同じかもし

れません。全国各地のＬＯＭという比較対象ができますので（社）松山青年会議所の特

性を知る事ができます。そして単に（社）松山青年会議所に「誇り」を持つだけにとど

まらず、他のＬＯＭの良い点を取り込む貪欲さが出向するメンバーには求められるの

ではないかと感じました。 

　（社）日本青年会議所は幕末、江戸に多く開かれた剣道場に似ています。剣道場には

地方から多くの若者が集い、剣術に励む傍ら、国事に奔走しました。現代のように情

報を電波で飛ばせる事などできませんから、中央での出来事、時代の変化を地方に伝

えるのは彼らの役割でした。そうした彼らの活躍が明治という新しい時代を切り開く

原動力となりました。彼ら幕末の志士（特に土佐藩の下級武士）は出身藩のためでは

なく、国のため、民衆のため、平等な社会実現を目指して活動し、そして新たな時代

の礎となったのです。我々青年会議所においても、出向先で学んだ事を出身ＬＯＭに

落とし込む事が最終的な目的であってはならないと考えます。青年会議所活動もまた

手段であります。市民の皆様に明るい豊かな社会を提示する事こそが目的でなければ

なりません。青年会議所活動が青年会議所内で帰結してしまっては宝の持ち腐れであ

り、「ＪＣごっこ」と揶揄されかねません。「ＪＣもある」時代であります。社会に

必要とされる団体であり続けるためにも、出向先で身に着けた高い見識をそれぞれの

地域社会にフィードバックする事が求められているのではないかと思います。 



やさしさを包む。  
資源循環型社会へ…  

e

愛媛パッケージ株式会社 
〒７９０-００４５　愛媛県松山市余戸中６丁目６番５号 
TEL. ０８９-９７３-２０２１ FAX.０８９-９７１-６２１１ 
URL  http://www.e-package.co.jp

e-package

出向を経験して ２００７年度　社団法人日本青年会議所 
マスメディア改革推進委員会　運営幹事　宇都宮　貞史 

http://www.m-jc.net/１４ 

出
向
者
報
告 

一年間、情報支援グループマスメディア改革推進委員会に出向させて頂き、自分自

身の宝となる事ばかりである。ＪＣの三信条の中に「友情」とあるが正しく、人脈こ

そ財産だと今までのＪＣライフの中で今年度ぐらい感じたことはなかった。 

ちょうど一年前、マスメディア改革推進委員会の運営幹事に任命された。 

運営幹事なんて出来るかなぁと非常に不安な気持ちでいっぱいだった。 

正直、会社の運営もかなり慌しく出店が続き、また歌い手と言う仕事上土曜日、日曜

日のイベントでは自分自身で歌いに行かねばならない、代理のきかない仕事である。

あえて無理をせずに引き受けないのも責任の果たし方なのかもしれないと感じながら

も、せっかくお声掛けいただいたのだからと勇気を持ってチャレンジしてみることに

した。 

まずは、準備委員会から始まり、年明けの京都会議と様々な委員会や事業に対する

準備や委員会内での取り纏めに取り組んだ。ロムとは違い、全国から集まってくる委

員会なので当委員会の５０名のメンバーの運輸手段、宿泊場所、いつ・どこに入ってく

るのかなど、詳細な行動予定を１人ずつ把握しておかねばならない。この細やかな段

取りをしないといけないことに対してまずは衝撃を受けた。それも私の指導やアドバ

イスをしてくれたのが、生まれも育ちも根っからのイギリス人、講屋スティーブ総括

幹事だった。彼は私が今まで見てきた日本人よりも、彼の精神は日本人だった。人を

思いやる気持ち、礼節を重んじる気持ち、これらの気持ちと心意気は武士道であり、

今の日本人が忘れていたような様々なことを投げかけてくれる人物だった。 

そう言う総括幹事の元、一年の間、委員と連絡を取り合う中で運営幹事と言う立場

でメンバーに対して電話やメールをいつでも出来ると言うことの素晴らしさに気がつ

いた。運営幹事という立場でなければ、日頃用事もないのに中々メンバーに電話をす

ることが出来ない。一年間一緒に活動するメンバーと深いつながりになることが出来

る運営幹事をさせて頂き、本当に感謝の気持でいっぱいになった。 

また、私が一ヶ月ほど体調を壊して休養しているときには、わざわざ委員長が北海

道の札幌からお見舞いに来ていただき、涙が出るぐらい感動した。 

そんな素晴らしいあつい想いのメンバー達に出会えて素晴らしい一年だったと思う。

本当に人と人との出会いに感謝だ。そう気付かせてくれたのも日本青年会議所への出

向と言う経験が出来たからだと思う。 



１０月
例会
 

県じゃ
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http://www.m-jc.net/ １５ 
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〈対内誌〉 

り本大会を成功に導いていただき本当に
感謝しております。ありがとうございま
した。 
じゃがいもクラブについて少し・・・
日本ＪＣじゃがいもクラブは昭和２９年に
設立され５３年の歴史を積み重ねてきまし
た。現在は日本ＪＣの分科団体として公
認されております。じゃがいもクラブは
ゴルフを通じて現役メンバーとシニアメ
ンバーの交流の場としております。また、
『ゴルフのプレーは楽しく、エチケット、
マナー、ルールには厳しく。』を、モッ
トーに活動をしております。歴史と伝統
あるじゃがいもクラブへ、これからもご
支援、ご協力を賜わりますよう心からお
願い申し上げます。 
最後に２年間、愛媛ブロックじゃがい
もクラブ会長として頑張れましたのも小
池正照専務理事、兵頭史事務局長、藤田
昌宏会計理事等出向者全員のサポートの
おかげです。本当にありがとうございま
した。今後もじゃがいもクラブをよろし
くお願いいたします。 

『２００７年度、愛媛ブロック 
じゃがいもクラブ秋期大会開催』 

 
 

去る１０月２０日、エリエールゴルフクラ
ブにて開催されました２００７年度、愛媛ブ
ロックじゃがいもクラブ秋期大会におか
れまして、愛媛ブロック内より１０８名の
ご参加をいただきありがとうございまし
た。また当日は松山青年会議所より田中
理事長をはじめスタッフ、一般メンバー
多数のご協力、ご協賛をいただき誠にあ
りがとうございました。主管いたしまし
た松山ＪＣじゃがいもクラブも吉末会長
とじゃがいもクラブメンバーが一丸とな 

ました吉田先輩そしてすごく体の大きな

八幡浜の塗装屋さんと楽器屋さんでした。

４人で面白おかしくほんとに楽しくプレ

ーをすることが出来ました。 

スコアも大事ですが１日ゆっくりと同

じ時間を同じ目的で過ごすのは本当に楽

しいことでした。気がつけばスコアもま

とまり優勝を頂きました。すばらしい人

達との出会いと思い出を作らさせていた

だくじゃがいもに感謝しています。忙し

くてなかなか出れない皆さんも仕事を一

生懸命されて出来るだけ一緒にプレーを

しましょう。楽しみにしています。あり

がとうございました。 

県じゃがいも大会優勝！ 
佐保　元彦 

 

 

 

県じゃがいも大会が総勢２３０余名が参

加し、松山エリエー

ルゴルフクラブにて

開催されました。前

回の宇和島カントリ

ーでの県じゃがでは

栄えある優勝をいた

だき、連覇を志し、ゴルフ場に勝負を挑

みました。今までエリエールゴルフクラ

ブは私には特に相性の悪いゴルフ場でし

た。その日のメンバーは、私をじゃがい

もに導いてください 

２００７年度 愛媛ブロックじゃがいもクラブ　　 
会長 平岡　昌次郎 
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じゃがいもクラブ秋季大会・１０月例会（合同） エリエールゴルフクラブ 

ドラコン 
ニアピン 
ベスグロ 
次回ＨＤ 

小池　　兵頭 
井関　　武智　　野中　　山田 
上岡 
佐保（１３⇒９）　吉末（１２⇒９） 
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〒７９０-０００２・松山市二番町 
１丁目９-２０・キーホールビルＢ１Ｆ 
ＴＥＬ．089-931-1995

〒７９０-０００２・松山市二番町 
１丁目９-２０・キーホールビル２Ｆ 
ＴＥＬ．089-933-1808

地下１，０００ｍより湧きだす天然温泉を
たっぷり湛えたお風呂いろいろ。 
お好きな湯舟にゆったりと体を浸して、
心ほどける入浴タイムをどうぞ。 

〒７９０-０９１３愛媛県松山市畑寺３丁目４番５号 
ＴＥＬ 089-960-1441 
URL  http://www.himehiko.co.jp

八 坂 店  
二 番 町 店  
フラワードリーム 
㈱愛媛フラワー 
フジグラン西条店 
パルティフジ東予店 

ＴＥＬ：089－932－3287 
ＴＥＬ：089－933－7736 
ＴＥＬ：089－933－4847 
ＴＥＬ：089－955－1187 
ＴＥＬ：0897－53－8714 
ＴＥＬ：0898－64－1187

松山市二番町2丁目7－23 
松山市二番町1丁目9－14 
松山市三番町2丁目6－1 
東温市下林甲843－6 
西条市新田字北新田235 
西条市周布715－1

葬送儀礼会館 

光  輪  閣 
こう りん かく 

北山会館　内宮会館 
内浜別館　北山斎場 
（火葬PM３:００以降も可） 

松山市二番町2-5-3　ＴＥＬ 089-931-8151

あなたの家の窓ガラスが心配です。 
暮らしの安心と安全を守る防犯ガラス 
「セキュオ」をおすすめします。 

〒７９０-００５４松山市空港通２丁目１３-１０ 
ＴＥＬ０８９-９７１-７１７１㈹ ＦＡＸ０８９-９７１-７１７４ 

株式会社 ヒ ラ キ 

〒７９１-０１２２愛媛県松山市末町２６７ 
ＴＥＬ 089-977-1111 
ＦＡＸ 089-977-5331 

http://www.okudogo.co.jp

無料 
駐車場 
５００台 



〒７９０‐０９３２ 松山市東石井一丁目１０-３０ 
TEL０８９-９５６-２４４２　FAX０８９-９５６-２１８０ 
E-mail:amanop@poppy.ocn.ne.jp

地域に愛され、社会に貢献 

元気が1番！ 

Ｍ・Ｇ・Ｍストーン株式会社 
ＳＴＯＮＥ 

〈本社〉〒７９１-８０３１愛媛県松山市北斎院町５８-１ 
ＴＥＬ（０８９）９７４-５９１５㈹ ＦＡＸ（０８９）９７４-５９１７ 
Mail : mgms@muse.ocn.ne.jp

Miura.Granite.Marble.STONE.CO.,LTD.

松山市末広町１６-３ 
ＴＥＬ０８９-９４５-０４００ 

環境マネジメントの国際規格ISO14001認証取得 

本社・本社工場／松山市北吉田町349-1 
電　話　089（972）3303　FAX　089（972）3310 
http://www.kanesiro.co.jp　E-mail:info@kanesiro.co.jp

宇都宮さだしコンサートを通して 
　　　社会福祉に貢献しています。 

フ ロ フ ロ ヨ イ 

天然温泉ヒーリング 
〈新・リフレッシュ空間〉 

大理石・御影石・墓石・タイル・他仕上工事 

本社：松山市小坂４丁目３-２０ 

ＴＥＬ（089）931-6234

試打クラブがレンタルできます。 

松山市久万ノ台１６９番１ 内海ゴルフガーデン内 

ＴＥＬ（089）911-0033

エコポリスバン 




