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竹上景太（
以下、竹上）
本日はお忙しい中ありがとうご
ざいます。今回は５５周年、６
０周年を経験された歴代理事長
お二人との対談ということで、
私も本年６５代理事長を預かる
にあたり非常に緊張感を持って
職務についています。先輩方に
は当時のおもいや心境について
お聞かせいただきたいと思いま
す。
林 健一郎（
以下、林）
偶然その年に理事長になったと
いうだけ。基本的に、松阪青年
会議所はこうあるべきだという
のを、その１年間会員のみんな
と一緒にやっていくということ
だったと思う。その中でメン
バーには、ＪＣっていうのは
「ひと」しかないもの、「人間
を教えてもらう場所」だと伝え
ていた。
竹上 そうですね。私も同じよ
うに思います。
林 このひとはこんなんだなと
か、こういう事を言ったらひと
はやる気になるなとか、そうい
うことをＪＣで教えてもらった。
だから自分はＪＣで「ひと」が
好きになった。みんなにとって
ＪＣがそういう場所だったら良
いなと思ったから、メンバーに
はできるだけ多くのひとと関
わってほしいと思った。毎年
色々やるなかで、たまたまそれ
が周年という年だった。
竹上 周年の年だから特別だ、
ということではないんですね。
林 周年事業に関しては煌びや
かなことは何もいらないから、
奇抜なことはせずに粛々とメン
バー全員で事業に取り組んだ。
松阪青年会議所の良いところは
「長幼の序」を大事にするとこ
ろだと思っている。礼節を重ん
じるというところがこの組織の
良いところなので、周年事業で
もそれを出したかった。だから
セレモニーや式典ではビシッと
緊張感を出すことに力を入れた。
竹上 なるほど。松阪青年会議
所らしさというところですね。
安達先輩はいかがでしょうか。

安達 正喜（
以下、安達）
僕が考えていたのは、全部の事
業を全員で取り組まないといけ
ないというところ。周年という
のは各委員会が例会をするのと
同じようなことをＬＯＭ全体で
取り組むということ。前回の周
年から５年間、それぞれの委員
会で身につけてきた力をひとつ
にして発表する場、全員で取り
組む事業という位置づけで考え
ていた。
だから普段からメンバーには、
何も考えずにＪＣに来るのでは
なく、ＪＣを自分の会社のよう
に考えてほしいということを言
い続けていた。会社を代表して、
会社の看板を背おってＪＣとい
う場にトレーニングに来ている
のだから、飲みに行ってました
遊びに行ってましたではなく、
出席したからには何かしら得る
ために、「ＪＣを自分事」とし
て考えてほしいと伝えた。メン
バーがそう考えられるようにな
るとひとつひとつの事業が丁寧
になってくる。グダグダやって
いたら、他のメンバーから「君
の会社はそんなものか」と思わ
れてしまう。そういう緊張感を
もって取り組んでいた。
竹上 私も当時６０周年運営委
員会の一員でしたが、ある時を
境に急に委員会メンバーの意識
が変わったなと感じました。当
時の安達理事長が真摯におもい
を伝えて実行委員長や、部会長
の皆さんが咀嚼していったのか
なと思います。
安達 厳しいことも言ったけれ
ども、事業が終わったら設営し
てもらった委員会に顔をだして
コミュニケーションを図った。
なによりメンバーのことが大事
だから、みんなでこころひとつ
になるように取り組んだ。
松阪青年会議所の良いところは「長幼の序」を大事にするところだと思っている。
礼節を重んじるというところがこの組織の良いところ
－林 健一郎先輩

結果では無く、どれだけ一所懸命やったか、どれだけ泥臭いことをやったか、
という過程が一番大事
－安達 正喜先輩

竹上 周年事業を通して、学び
やきづきはありましたでしょう
か。
林 理事長になるとメンバー全
員と関わる機会をもらえる。一
番「ひと」から教えてもらえる
立場になるということにきづい
た。ＪＣは何が成功で何が失敗
なのかが人それぞれで、何人呼
んだかという数字よりも、みん
なが時間をやりくりしながら、
関わらなかったひとがいないよ
うな状況で一つの事業をやりき
れたことが成功と感じるひとも
いる。
安達 そうですね。結果では無
く、どれだけ一所懸命やったか、
どれだけ泥臭いことをやったか、
という過程が一番大事だと思う。
竹上 私も理事長になって明ら
かに変わったのが、ひとりひと
りのメンバーを見られるように
なったことです。
それでは最後に６５周年の事業
に期待すること、そして未来の
松阪青年会議所に期待すること
についてお聞かせください。
林 松阪青年会議所という組織
が、この地域にあり続ける組織
であって欲しいと思う。地域振
興や経済発展に取り組む青年団
体は沢山あるけども、「明るい
豊かな社会の実現」という理念
で活動していることがＪＣにし
かないところだから、指導者と
しての修練を積む場、地域の
リーダーになり得る場としてあ
り続けられる組織となるために
この１年をがんばってもらいた
い。
安達 会員の人数が減ってきて
いるけども、逆にコミュニケー
ションがとりやすいとチャンス
にとらえて、みんなとこころを
通わせ、スクラムをしっかり組
んで周年事業に取り組んでほし
い。会員全員がひとつになって
周年事業に取り組むことで、事
業に関わったメンバー全員の力
になることを期待してます。
竹上 ありがとうございます。
６５周年を会員全員が成長する
機会と捉えてしっかり取り組ん
でいきたいと思います。
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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 4月公開例会 趣意書
まち活性化室
室 長 清水 智成
まつり委員会
委員長 前川 勇貴
―『愛郷心』―
本年度、竹上理事長が掲げる基本理念は「共に行動し おもい
やりのこころを培い 笑顔あふれる社会を創造する」です。基本
理念にある「笑顔あふれる社会」とはどのようなことでしょうか。
「笑顔あふれる社会」それは、まちの方々が自分たちのまちに
対し「愛郷心」を持つことでないでしょうか。このまちには、我々が
まだ知らない魅力が沢山あります。知っているようで知らない、
我々が住まう郷土の歴史や文化を、先ずは知ることが愛郷心を
持ち育んでいく為の第一歩だと考えます。自分のまちを知り、郷
土に愛着を持つことでまちへの参画意識を高め、より多くの方々
が携わっていくことで歴史や文化を継承し、このまちの明るい未
来への成長に繋がり、笑顔あふれる社会を創造することができる
のだとおもいます。
ご参加いただいた方々が、これまで歩んできたまちの歴史を深く
理解し、まちの文化に触れていただくことで、松阪の歴史文化を
より身近に考え、一人でも多くの愛郷心を育み、参画意識を高め
る4月公開例会を委員会メンバー一同、精一杯設営させて頂きま
すので、ご参加賜りますようお願い申し上げます。
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第４６回ＪＣ青年の船「とうかい号」
第１回オリエンテーション

三重ブロック会員会議所会議

３月２ＬＯＭ合同例会

日本青年会議所１６０回総会

第３回前期オブザーバー
オリエンテーション

会員交流事業
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委員会事業報告
2019.04 Ａｐｒｉｌ

社会開発委員会
▶３月２ＬＯＭ合同例会 活動報告

竹上理事長のご挨拶

まちづくりについて沢山の意見がでました。

伊勢・松阪理事長対談

委員会発表では両ＬＯＭの事業を紹介しました。

３月８日（金）に華王殿千草の間にて３月２ＬＯＭ合同例会を開催いたしました。
今回はまちづくりについて両理事長から講話・対談をいただく事により、伊勢市・松
阪市のまちの問題や課題を考え両会員の今後のまちづくり事業に繋がると考え開
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、東海フォーラム登録窓口・参加奨励・設営、氏郷まつり
お祭り広場運営協議会事務局の運営、歴史漫画本対応窓口、そして１１月公開例
会が控えております。３月２ＬＯＭ合同例会での課題や問題点を委員会メンバーと
考えそして取り入れて今後の事業を邁進していきたいと思います。
今後の社会開発委員会の事業は皆様のご協力なくして成功を収めることは出来ま
せん。ご参加・ご協力の程どうぞよろしくお願いします。

－共鳴こそが未来の力を生み出す－
松阪青年会議所

会員拡大報告
2019.04 April

▶

６５周年運営委員会委員長

北村浩文君よりメッセージ

松阪青年会議所は、本年度、創立６５周年を迎えます。改めて、これまでの先輩諸兄の功績に感謝
するとともに、そのおもいを繋いでいくためには、同志の拡大が必要不可欠だと考えます。
この松阪青年会議所のさらなる発展のためにも、私たち６５周年運営委員会といたしましても、一人
でも多くのオブザーバー候補者をご紹介できるように取り組んでいく所存でございます。
そして、本年度の会員拡大は、「全会員が全力で取り組む会員拡大」です。全員の力で本年度の会
員拡大を成功させましょう！よろしくお願いいたします。
▶

会員拡大のご報告

本年度、オブザーバーの獲得目標は前期８人、後期８人の合計１６名となっております。前期オブ
ザーバー２名の内、１名の方にご入会いただきました。後期オブザーバーとして１５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、オブザーバー候補者をご紹
介いただいておりますが、現時点で後期オブザーバーは１名しか確定しておりません。
６５周年を迎える本年まで連綿と受け継がれてきた松阪青年会議所の火を絶やさないためにも、ＯＢ
会員の皆様、現役会員の皆様、この松阪青年会議所の未来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。ご紹介いただきました方には担当委員長、室長、副理事長から青年会議所活
動についてご説明にお伺いいたしますのでどうぞよろしくお願いいたします。
▶

青年会議所の魅力

～「多様な価値観に触れることができる」 ～
青年会議所はいかなる人種、国籍、性別、職業、宗教を問わずに品格のある青年であれば誰でも入
会できます。松阪青年会議所にも、多様な職種の会員が在籍をしております。 例えば、会社経営者、
会社の跡継ぎ、会社員、個人事業主、市議会議員、農家、士業など幅広い人間が属しています。また
少ないですが男性会員だけでなく女性会員も在籍しております。
青年会議所活動はある目的に向けて事業を構築し、遂行していく団体です。そのプロセスにおいて、
多くの意見を出し合い、時に意見を戦わせることもあります。ある一つの物事を見ても、職業や年齢、
性別等、置かれた状況や属性で捉え方が全く異なることに気づかされます。多様な属性をもった仲間
と。切磋琢磨し合いながら事業を構築し、運営していくことで自分にない知識や価値観を取り入れ、自
己の成長へと導き、ひいては経営・所属している会社や団体の発展につなげることができるのです。
多くの青年団体がある中で、ここまで人の価値観や個性の違いに真剣に向き合う団体は他にはない
のではないでしょうか。
青年会議所活動を通じて、自分の価値観や個性に気づき、他者の価値観や個性に向き合うことで、
自分磨きをしてみませんか。
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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