－共鳴こそが未来の力を生み出す－

The Matsusaka JC times

2019.03 March

▶▶▶SPECIAL TALK

まちの未来を語る。
公益社団法人松阪青年会議所
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竹上景太（
以下、竹上景）
本日は対談よろしくお願いしま
す。まずお聞きしたい事として、
我々はまちづくりの課題や問題
を抽出してそれを解決する為の
活動をしています。松阪市には
様々な団体がありますが、行政
から我々松阪青年会議所の姿は
どのように見られてますでしょ
うか。
竹上真人（
以下、竹上真）
まずですね、私の目から見ると
青年会議所は有力な協力団体と
見えます。例えば松阪祇園三社
みこしや氏郷まつりへの協力、
さらには奉仕活動をおこなうな
ど、一つの塊としての役割を存
分に発揮していただいておりま
す。様々な意味で松阪青年会議
所が果たしている役割は大きい
なと感じています。例えば、一
般の団体とではタイアップでき
ない事が青年会議所となら協力
できる。そういう意味で心から
感謝しています。
竹上景 ありがとうございます。
我々松阪青年会議所は「まちづ
くり」だけにとどまらず、青年
会議所を卒業してもまちに積極
的に関わっていけるような人財
を育成する団体でもあります。
それを自分たちから発信してい
くことも大切ですし、行政がど
のような事を課題にしているの
か、それを解決するために一緒
に何ができるのかを考えること
も重要だと考えています。市長
は松阪市の一番の課題は何だと
考えられていますか。
竹上真 もうこれは既に起こっ
ている話なんですが、「超高齢
社会」ですね。松阪市の高齢化
率（人口に対する６５歳以上の
高齢者の比率）はついに２９％
まできました。２０２５年には
団塊の世代が後期高齢者となり
高齢化率は３０％を超えると予
想されます。それを原因とする
地域包括ケアの問題、空き家の
問題、認知症になった場合の成
年後見人の問題、そういう課題
に対して、いよいよ松阪市も取
り組み始めようとしています。
様々な意味で松阪青年会議所が果たしている役割は大きい－竹上真人

またもう一つまちづくりの中で
取り組んできたのが「子育て一
番」ということです。若者が住
みやすい環境づくりですね。先
日松阪市から南の１６市町の首
長が集まり、若者の就労を支援
する南三重地域就労対策協議会
を立ち上げました。南三重の人
口は約５２万人いますが、そこ
から毎年５０００人弱が高校を
卒業していきます。そのうち７
５％が進学し、そこからさらに
７５％が県外へ進学していきま
す。そうすると半数以上の子た
ちが県外へ出ていくことになる
んですが、この子たちが地元に
戻り働いて暮らせる仕組みづく
りが必要です。今の子たちは就
活サイトでしか就職先を探さな
いんですよね。松阪市内にも沢
山良い会社があるにも関わらず、
県外の大学を卒業した松阪の子
たちはその会社を知るすべがな
いんですね。さらには親世代も
県外の有名企業や大企業に就職
を薦めてしまいます。そういっ
たことをこれから解決していく
のが松阪市行政のまちづくりに
対する大きな目標です。
竹上景 青年会議所は毎年青少
年育成事業をおこなっています。
まちの若い子たちには「松阪の
魅力」を発信していくことが大
切だと考えていますが、市長は
どのようにお考えでしょうか。
竹上真 自分のまちと他所のま
ちは違う。とみんなが意識して、
地元へ帰りたい、住みたい、と
帰属意識と郷土愛を持った「松
阪っ子」を育てたいと思います。
そこで青年会議所に特に期待し
たいのが「若い世代のコラボ」
です。若者たちが集まってくる
祭りや、我々自治体が行う行事
をどんどん盛り上げてください。

行政と連携して事業への参加者を募ることも大切ですが、
そのような機会を増やして、若者にどれだけ提供できるかということも大事－竹上景太

竹上景 若い時にした経験や体
験というのは、大人になった時
の帰属意識となり、さらにその
経験を自分の子どもにも同じよ
うにさせたいという気持ちにも
繋がってくると私は考えていま
す。行政と連携して事業への参
加者を募ることも大切ですが、
そのような機会を増やして、若
者にどれだけ提供できるかとい
うことも大事だと思います。
竹上真 我々もそういった活動
の際は、市の広報等で協力させ
ていただきます。

竹上景 青少年育成事業といえ
ば、我々青年会議所がおこなう
ＪＣ青年の船「とうかい号」事
業があります。松阪市役所から
も継続的に一般乗船者を輩出し
ていただいています。市長はこ
の研修事業にどのようなおもい
がありますか。
竹上真 最近は民間経験を経て
市役所に勤める職員も増えてる
けども、新卒でここへ入っちゃ
うとこの世界がスタンダードに
なってしまいがちです。極力若
い職員には世の中を見られるこ
とをさせてあげたいと思ってい
ます。おかげさまで、乗船経験
者の職員は活躍してくれていま
すよ。視野が広がるという意味
で「とうかい号」は非常にいい
機会だと考えています。
竹上景 最後になりますが、松
阪青年会議所の「まちづくり」
運動へのご協力をお願いします
ことと、松阪市がおこなう事業
へ積極的に協力していきますの
で今後ともよろしくお願いいた
します。
竹上真 こちらこそ、一緒にが
んばりましょう！
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例会趣意書
一般社団法人伊勢青年会議所・公益社団法人松阪青年会議所
2019年度 3月2ＬＯＭ合同例会 趣意書
まち活性化室
室 長 清水 智成
社会開発委員会
委員長 東川 直輝
～共感・共鳴の先に輝く未来がある～
一般社団法人伊勢青年会議所と公益社団法人松阪青年会議所はそれ
ぞれの地域においてその地域の文化や思想に寄り添いながら青年会議
所運動を展開してきました。例えば伊勢青年会議所では神宮に関わる事
業などを取り入れ、松阪青年会議所では祇園まつりに携わる事業や商人
文化を学ぶ事業などを取り入れるといったそれぞれの地域によって異なる
運動をしてきました。それは単に事業内容が異なるだけではなく地域、行
政との関わり方やそのまちにおける青年会議所の「ひとづくり」「まちづく
り」の在り方を反映させたものであると考えます。
これから先、それぞれのまちにおける青年会議所運動の成果を高めるた
めには、今行っている事業を進化させるのはもちろんのこと、これからの未
来の社会に必要とされる「ひとづくり」「まちづくり」を常に模索し続けること
が重要であると考えます。その為には先ず固定概念にとらわれることなく
多くの情報を取り入れることが必要であります。その取り入れた情報を組
織で咀嚼して新たな発想を生み出して実践する。つまり、組織として絶え
ず呼吸を繰り返すことでその社会における真に必要とされる「ひとづくり」
「まちづくり」を創り出すことに繋がります。そこで、本例会では2ＬＯＭ合同
の利点を生かして、過去の事業を発表し両理事長から講話し対談する事
によってまちづくりのおもいを理解し共感することにより両会員の意識が高
まりその後、伊勢・松阪合同ディスカッションをすることによって伊勢青年
会議所・松阪青年会議所の各々のまちの問題や課題に力を合わせて話し
合っていただくと事で取り組むべきまちの未来を創造し提案していただき
ます。そうすることで新たな事業の創出するきっかけとなると確信していま
す。
最後になりましたが、本例会は「共感・共鳴の先に輝く未来がある」を
テーマとして行います。ご参加賜ります皆様にはそれぞれの「おもい」をぶ
つけあいながら未来を楽しみ感じていただけたら幸いです。メンバー一同
誠意をもって設営いたしますので何卒ご理解ご協力の程お願い申し上げ
ます。

松阪青年会議所

活動報告
2019.03 March

第２回前期オブザーバー
オリエンテーション

三重ブロック会員会議所会議

２月例会

ＪＣＩ金沢会議

歴代理事長懇談会

献血活動

－共鳴こそが未来の力を生み出す－
松阪青年会議所

委員会事業報告
2019.03 Ｍａｒｃｈ

人間力向上委員会
▶前期オブザーバーオリエンテーション 活動報告

去る１月１０日（木）に市民活動センターにおいて第1回前期オブザーバーオリエンテーションが開
催され、また２月６日（水）に市民活動センターにおいて第2回前期オブザーバーオリエンテーションが
開催されました。そこでは自己紹介に加え、青年会議所はどのような組織なのか、そこで何を学ぶこ
とができるのかについて私たち人間力向上委員会としてお伝えしたいことを講義形式で伝えさせてい
ただきました。また他己紹介の時間を設け、事前の食事会等を通じてコミュニケーションを図りつつ、
お互いの人となりを知るよい機会となりました。３月１１日（月）には市民活動センターにおいて第3回
のオブザーバーオリエンテーションが開催されます。前期オブザーバー様にご入会を決断いただく重
要な事業ですので皆様ぜひともご参加のほど宜しくお願い致します。

▶２月例会 活動報告

２月８日(金)に２月例会が開催されました。今回は価値観選択ゲームというカードゲーム形式
でのリクリエーションを通じて、楽しみながら人の個性や価値観に触れる事業を開催いたしまし
た。たくさんの反省点もありましたが、気づきの多い場となりました。
当委員会の事業として、5月公開例会、後期オブザーバーオリエンテーション、後期新人研修も
控えております。皆様のご協力なくして事業の成功を収めることはできません。ご参加のほどど
うぞよろしくお願いいたします。
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会員拡大報告
2019.03 Ｍａｒｃｈ

▶

副理事長

岡本勇紀君よりメッセージ

６月の後期オブザーバー審査会に向け、玉置委員長を筆頭にオブザーバー候補者を当たらせて頂い
ております。今年後期入会者が居なければ会員が４０人を切ることが目の前に迫ってきます。
どうか会員の皆様にはオブザーバー候補者のご紹介頂きますよう宜しくお願い致します。担当委員会
だけで無く、会員全員で取り組む課題だと思っております！みんなでやりましょう！会員拡大！

▶

会員拡大のご報告

本年度、オブザーバーの獲得目標は前期８人、後期８人の合計１６名となっております。本年度前期
オブザーバーが２名ということで、後期オブザーバーとして１４名以上を獲得目標にしております。
現在、松阪青年会議所のＯＢの方々や現役会員からのご紹介を通じて、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、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。またオブザーバー候補者様との面談も開始しておりますが、まだ確定には至っておりません。
全国的に見ても青年会議所会員が減少傾向にある中、このままでは組織の縮小、将来的には解散、
合併等という事態にもなりかねません。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、会員拡大は待ったなしの状況にあります。ＯＢ会員の皆様、現役会員の皆様、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２～
松阪青年会議所においては、総会において理事が選任され、その理事によって構成される理事会で
毎月行われる例会をはじめとする重要事業の構築を行います。理事は皆さまの会社でいう取締役、理
事会は皆さまの会社でいう取締役会に該当します。
理事会も総会と同様に招集手続がとられ、議長が選出され、厳格なルールに則って議案が審議され
ます。そして、その議案の経過を議事録という形で残します。つまり、松阪青年会議所で理事を経験す
ることにより、皆さまの経営・所属されている会社での取締役会の手続を学ぶことができるのです。
また、理事になると総会に関する議案や理事会に提出する議案を構築することになります。議案作
成に当たっては、他の理事や正会員を説得させるだけの資料を作成し、プレゼンテーションを行う必要
があります。つまり、理事になることによって、周りを説得できるだけの事業構築力が身につくといえま
す。皆さまの経営・所属されている会社でも事業を運営していくにあたり会社内外へのプレゼンテー
ションは欠かせません。松阪青年会議所での経験は直接自らの会社で活かすことができるのです。
さらに、いくら素晴らしい事業を構築したところで、それを形にできなければ意味がありません。その
ためには、委員会メンバーや他の会員の協力が必要不可欠です。その際に、自分に与えられた役割
を忠実に遂行していくだけでなく、事業の成功のために自分に何ができるのかを主体的に考えていくこ
とで、自らの追い求める「指導者の在り方」が見えてくるはずです。
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。
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