－共鳴こそが未来の力を生み出す－

The Matsusaka JC times

2019.02 February

▶▶▶SPECIAL TALK
これまでのＪＣ、そしてこれから
公益社団法人松阪青年会議所
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×
竹上

松阪青年会議所ＯＢ会会長
松阪青年会議所31代理事長

先輩

恭生
宇野

本年は広
竹上景太（ 以下、竹上）
報誌において様々な方と対談を
させていただくことになりまし
た。宇野会長、本日はよろしく
お願いします。
はい、よ
宇野恭生（ 以下、宇野）
ろしく。
竹上 さて、宇野会長はご自身
が理事長のときにどのようなこ
とを会員に伝えられていたので
しょうか。
宇野 ＪＣっていうのは個人の資
質どうのこうのいうよりも組織
として年々進歩していく、必ず
去年よりも進歩していく必要が
あると僕はいつもみんなに伝え
てきたんだよな。先輩たちのこ
とを見ながら、ここは今年の僕
たちのコンセプトだよ、という
ことがなければＪＣとして意味
がない。
竹上 なるほど、常に組織とし
て進歩してくことが大切なので
すね。では、会長が考えられる
ＪＣの良さとはどういうところ
でしょうか。
宇野 やはり自己完結できるとい
うところでしょうな。親会が無
いってことは、それは責任でも
あるし、モチベーションにもな
るよな。自分たちがおもう事業
がやりやすいというところだろ
うな。
竹上 会長が現役の頃、新たな
試みはされましたでしょうか。
宇野 僕が広報委員長の頃、対
内広報誌と対外広報紙を両方つ
くろうということになって、急
にやろうということになったの
で予算がないということになっ
て、委員会の中で、半分は記事
班、あと半分は広告班で手分け
して、１年で協賛金を６００万
円集めたな。そういうことを
やってみたのが面白い経験だっ
たなぁ。
竹上 そうですね、普段会社で
はできないことがＪＣではでき
ることが面白いですし、勉強に
なりますね。
宇野 ＪＣにはリーダーシップ
とトレーニングが大きくあるけ
ども、行動すること、参加する

こと自体がトレーニングだし
リーダーシップにつながる。
この二つは表裏一体ということ
だよな。僕らも当時は社会奉仕
という言葉は知っていたけど、
実際に行動するってことはくす
ぐったい感じでね。ＪＣという
名でそういうことをやることが
ものすごく新鮮だった。
竹上 当時はボランティアとい
う感覚がほとんどない時代です
よね。
宇野 今はそういうことが、どの
世代でもできる時代になったか
らね。逆を言えば今はそういう
新鮮な経験をできる場がどこに
でもあるわけだ。だからこそＪ
Ｃの立ち位置、ＪＣらしさって
いうのを考えなければならない。
それが社会奉仕に終わらない、
自分のトレーニングとしてもう
ひとつ上に行くということをモ
チベーションにしてほしい。

▽ＪＣがオーソドックス
竹上 ＪＣ活動を通して得られ
るものはなんでしょうか。
宇野 僕は卒業した後にＪＣで
経験したことが、いかに社会に、
そして会社において広げること
ができるかが大切だと思う。特
にＪＣの会議体や会議の手法と
いうのが参考になった。
竹上 私の会社でも、会議がＪ
Ｃによく似ているなと感じます。
宇野 ＪＣに似ているというよ
り、ＪＣがやっていることが
オーソドックスなんだよな。会
議運営であったり、リーダー
シップ論であったり、そういう
ものを基礎から学びながら個を
磨くというのは他の団体ではで
きない。

「みんなが理事をやろうという意識の
強い雰囲気があれば会員も増えていく」－宇野先輩

竹上 では、当時理事長として
意識されていたことはいかがで
しょうか。
宇野 ＪＣの理事長というのは、
組織というものをすごく意識す
る。それとね「社会にどれだけ
影響をもってＪＣが認められて
いるか」ということを意識して
いた。これまでの理事長が様々
な公職やポストを作ってくれて
いる。それが歴史であるし、竹
上理事長もそういう立場に立つ
ことで理事長の意識が芽生えて
くると思う。

▽やるからには理事長を目指せ
竹上 さて本年、松阪青年会議
所は創立６５周年を迎えました。
６５代理事長として、歴史の重
みを非常に感じています。
宇野 数百、数千人いるこれま
での松阪青年会議所会員の中で、
６０数名しかいない理事長は良
いことも悪いことも背負わなけ
ればならない。けれども、ＪＣ
をやるからには理事長を目指さ
なくてはいけない。大変だけど
も、それを背負う男冥利はずっ
と上だと思う。そのためには委
員長も室長もやらないといけな
い。
竹上 ＪＣでは役職が人をつく
ると言われます。６５年目の松
阪青年会議所に求めることはあ
りますか。
宇野 理事に困るような組織体
にしてはいけない。これは竹上
理事長に１年間かけてやって欲
しい。みんなが理事をやろうと
いう意識の強い雰囲気があれば
会員も増えていくと思うから頑
張ってくださいね。
竹上 はい、精一杯頑張ります。
本日はありがとうございました。
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例会趣意書
公益社団法人松阪青年会議所
2019年度 2月例会 趣意書
人財育成室
室 長 吉池 将
人間力向上委員会
委員長 玉置 善人
―『ダイバーシティ・マネジメントを実践しよう』―
物質的に豊かになりグローバル化が進んだ現代社会において、
家族観、結婚観、人生観、働き方をはじめととして一人ひとりの
多様な生き方が尊重されるようになりました。そして多種多様な
生き方を認めつつ組織をまとめ牽引していくための新しい指導者
像を改めて問い直さなくてはならない時代に直面しているのでは
ないでしょうか。
この度の2月例会では、委員会発表において「ダイバーシティ・
マネジメント」、すなわち、一人ひとりの属性や個性、考え方を尊
重し、その違いを受容していくことで新たな価値創出を生み出し
ていくことの重要性を学んでいただきます。また、「ダイバーシ
ティ・マネジメント」の実践として、「価値観選択ゲーム」というカー
ドゲーム形式の指導力育成事業を展開し、楽しみながら、自分
自身と他者の価値観、それによって形成される個性の違いに真
正面から向き合い、互いを認め合うことの重要性に気づきを得て
いただきます。
厳寒の中での例会となりますが、皆様にとって有意義な例会とな
りますよう人間力向上委員会メンバー一同、誠心誠意設営をさせ
ていただきます。ご多忙のところ大変恐縮ではございますが、皆
様のご支援ご協力を賜りますようよろしくお願い致します。

松阪青年会議所

活動報告
2019.02 February

1月例会 本年のスローガン発表

第1回前期オブザーバーオリエンテーション

じゃがいもクラブ1月例会

松阪商工会議所賀詞交歓会

松阪青年会議所ＯＢ新年会

新年会 松阪ＪＣやりましょう！

京都会議 今年はＳＤＧｓ!!

出向者を励ます会
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委員会事業報告
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総務渉外委員会

今年は総務に加え、竹上理事長のセクレタリーや渉外の担いも！
委員長

後藤禮雄より

我々総務渉外委員会は総会、理事会など 諸会議の設営
の担いがございます。そして、運動の源となる議案の
財務審査会議において、各事業の社会的価値を高める
ことが 使命であります。また渉外活動においては、
関わるすべての方々に対し、常に真摯な姿勢を持って
対応いたします。そして全会員の模範 となることを
常に意識し、凛とした組織の姿を実現するため に規律
と礼儀礼節を重んじ、活力溢れる青年経済人らしい
気 品ある姿で全ての活動に取り組んで参ります。

会員の絆を深める懇親会も全力で設営します!

委員長 後藤 禮雄
2016年度入会
青木開発株式会社（不動産業）
入会から本年で4年を迎えました。
様々なトレーニングの機会をいただく中で、学ん
だことが社業に役立てられるようになってきたと
感じます。

副委員長 中村 将
2018年度入会
有限会社ナカムラ（小売業）
まだ、入会してままならないので、成長出来てい
るかわからないですが、本年は理事をさせて頂
いたので、今年一年皆様についていけるよう頑
張りたいと思います。

副委員長 山端 兼匠
2016年度入会
有限会社山端鋏製作所（製造業）
ＪＣ活動を通して、人前での会話や挨拶が
成長しました。

委員 周藤 瑞恵
2010年度入会
株式会社日本屋メンテナンス（建設業）
出向させていただいたりしてLOM以外の方と
も知り合え、人生において貴重な体験を沢山
できました。

委員 藤原 卓也
2017年度入会
株式会社メットライフ生命保険（保険業）
JCを通して、松阪の歴史・まちとの関わりを
学んで少しでも発展に貢献できるようになり
たいと感じました。

委員 山本 浩稔
2018年度入会
すみたろ屋（建築業、水産業）
入会して体験することが初めての経験ばか
りですごく刺激を受けました。
自分自身に足りないものや、どれだけ今自
分が甘えているのか、入った事によって自分
自身を見つめなおすことができました。
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会員拡大報告
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▶

人財育成室室長

吉池将

よりメッセージ

皆様、こんにちは。人財育成室室長の吉池将です。２０１９年度、会員拡大を行なっていく上で皆さま
のお力が大変重要になります。
少しでも青年会議所に興味のある方がお見えになりましたら、担当の人間力向上委員会もしくは私
までご連絡下さい。必ず２０１９年度は会員拡大を成功させ、これからの松阪青年会議所活動の力に
なりたいと考えておりますので、今後共よろしくお願い致します。
▶

会員拡大のご報告

本年度、オブザーバーの獲得目標は１６名となっております。前期オブザーバーとして２名確定して
おりますので、後期では１４名の募集となります。現在、松阪青年会議所ＯＢの方々を通じて、何名か
のオブザーバー候補者リストの作成に至っておりますが、後期オブザーバーとして確定した方はまだ
いないという状況にあります。
先輩諸兄より受け継がれてきた松阪青年会議所を維持し、そしてさらなる発展を遂げるためには、
会員拡大は喫緊の課題と言えます。組織の力はひとの力にほかなりません。ＯＢ会員の皆さま、現役
会員の皆さま、この松阪青年会議所の発展を担うオブザーバーのご紹介をどうぞ宜しくお願いいたし
ます。
▶

青年会議所の魅力
～「組織運営の方法が学べる」 その１～

今月は青年会議所の魅力のひとつ、組織運営の学びについてお話しましょう。青年会議所に所属す
る会員の多くは、会社の経営者や後継者であったり、社内において重要な役職についています。
そして我々松阪青年会議所は公益社団法人として法人格を有しており①「一般社団法人及び一般財
団法人に関する法律」と②「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律等」に従い運営
がなされています。
これらの法律は皆さまが経営・所属されている株式会社や有限会社について定めた会社法と同じよ
うな規律が設けられていますので、青年会議所活動における組織運営の方法をそのまま自らが経営・
所属する会社の組織運営にフィードバックすることが可能なのです。
例えば、松阪青年会議所がおこなう事業の最終的な決定機関である総会は、皆さまの会社の株主
総会に当たります。総会開催に当たっては総会の日時や場所、総会の目的となる事項等を各会員に
通知を行います。総会では議長が選出され、ルールに則って各議案の決議について採択をおこないま
す。そしてその経緯について議事録を作成します。
つまり、青年会議所での総会でのルールを学ぶことによって、皆さまが経営・所属する会社での株主
総会の運営方法を学ぶことができるのです。
明るい豊かな社会の実現にむけてFacebookとInstagramでも活動状況を掲載しています。

公益社団法人松阪青年会議所
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