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竹上景太（
以下、竹上）
さて今回は青木先輩と西井先
輩に松阪のまちづくりについて
お話をお聞きしたいと思います。
まずは松阪青年会議所の歴代理
事長として、当時どのようなお
もいでまちづくりに取り組まれ
ていたかお聞かせください。
西井聡先輩（
以下、西井）
私が現役の当時も氏郷まつり
の事務局を青年会議所が担って
いたので大きくは変わりません
が、事業として毎年毎年良くし
ていかなければなりません。具
体的に９年前というと、携帯電
話がスマートフォンに変わって
きて、ＳＮＳの発展の先駆けと
いう時期でした。情報発信とい
う部分に関しては環境が整い始
めた時期であったので、それを
どう活かしていくか、自分たち
の活動を幅広く発信するにはど
うすれば良いか知恵を絞らなけ
ればなりませんでした。
竹上 青年会議所の運動の伝播
の仕方として、どのような手法
をとっていくかというところで
すね。
西井 そうですね。まつりとい
う形はできていたけれども、そ
れを更に高めていく所で課題は
毎年毎年出てくるということで
す。
竹上 ありがとうございます。
青木会長には松阪青年会議所が
当時祇園まつりにどのように関
わっていたのかを教えていただ
けますでしょうか。
青木登喜雄先輩（
以下、青木）
人の手で担がれなくなったみ
こしを、もう一度人の手で担ご
うというのが目的のひとつで、
まちの活性化を願ったことであ
りましたけれども、これは青年
会議所でなければ立ち上げはで
きなかったでしょう。これだけ
のことを運営していく上では青
年会議所の組織運営というのが
一番型にはまったということで
す。それが青年会議所の掲げる
「明るい豊かな社会づくり」と
いう大きな目標の一環として全
員で取り組めたことですので、
他の団体であれば運営は難し
かったのではないかと思います。

そして今でもまちづくり事業を
続けられているということは、
それだけの事業を進めていく組
織運営能力が青年会議所にはあ
るということです。
竹上 なるほど。今では青年会
議所だけでなく、市民を巻き込
んでまちの一大事業となってい
ることが、青年会議所のあるべ
き姿のように感じます。さて両
先輩は、青年会議所を卒業後に
松阪祇園まつりや氏郷まつりに
おいて、まち活性化の事業に取
り組まれています。まつり事業
に携わる中で、地域に対するお
もいや、目標があればお教えく
ださい。
西井 私が氏郷まつりお祭り広
場運営協議会会長職を前任の青
木会長より引き継いだのが、青
年会議所を卒業して２年後のこ
とでした。理事長の時に考えて
いたまちづくりへのおもいとい
う部分に共通してくるのですが、
育ったまちへ恩を返したい、役
に立ちたいというところがきっ
かけです。そして、まちが育つ
ことでひとが育つ。ひとが育て
ばまちも育つ。自分の為ではな
くて何かの為にというところを
大事にしてきました。
竹上 まちへの恩返し、郷土愛
が根本にあるということですね。
さて青木会長は、氏郷まつり、
祇園まつりと、松阪のまつり事
業の中心として携わられていま
すが、どのようなお考えやお気
持ちがあってそのような役職を
担われているのか教えていただ
けますか。
青木 氏郷まつりでは、出店者
や出演者である市民の皆様と
色々な話をしながら信頼関係を
築き、まつりを作り上げること
ができたことが大きかったと思
います。
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今でもまちづくり事業を続けられているということは、それだけの事業を進めていく
組織運営能力が青年会議所にはあるということです。
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私のおもう「まつり」とは、氏
郷まつり、祇園まつりどちらで
も「何のためのまつりなのか」
ということです。これは青年会
議所の観点からは変わりますが、
氏郷まつりであれば氏郷公を顕
彰するということがあってのこ
とで、楽市楽座についても氏郷
公が推した事業を偲ぶためにお
こなうというのが根本となりま
す。一方で祇園まつりは神事で
あるということです。それぞれ
付随するイベント事はあります
が、本質を見失うことがないよ
うに気をつけなければなりませ
ん。特に祇園まつりは宗教的に
長い歴史がありますから、その
地域の歴史や文化の伝承という
意味合いがあり、地域の特色が
そこに凝縮されています。それ
を継続していくということは、
まちが活性化する一つの要因で
あるし、市民の理解も得やすい
し、またそれに関わる我々にも
まなびがあるというところから
重要だと考えています。
竹上 現役会員という立場でみ
ると、まちづくり事業を通して
周りのひとをまとめたり、問題
を解決したりと、事業を構築す
る過程の苦労が自分の力になる
と考えています。その機会を提
供していただいているのは、会
員の資質向上とまちの発展との
両方において目的が合致してい
ると感じました。
最後になりますが、本年６５
周年を迎えた松阪青年会議所に
対し、今後期待することについ
てお聞かせください。
西井 青年ならではの型にはま
らない考え方を持って活動して
欲しいと思います。そして自分
ならではの青年会議所活動の楽
しみ方を覚えてほしいと思いま
す。
青木 我々ＯＢは青年会議所の
一番の応援団体です。現役会員
が頑張れば頑張るほど、より一
層応援ができるということを忘
れないでください。そして今後
も我々ＯＢが精一杯応援できる
ように活動に励んでください。
竹上 熱いメッセージ、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 ６月例会 趣意書
６５周年運営室
室 長 奥村 照生
６５周年運営委員会
委員長 北村 浩文
―おもいをつなぎ、新たな一歩へ―
公益社団法人松阪青年会議所は、本年度、創立６５周年を迎える事とな
りました。これまで、この松阪の地において、６４年という長きに渡り、先輩
諸兄により、青年会議所活動が展開されてきました。私たちは創立６５周
年を迎えるにあたり、その歩みに感謝の意を表するとともに、先輩諸兄の
「おもい」を私たちも含めた、後世に継承していかなければならないと考え
ます。そして、その感謝のおもいと、私たちのおもいが集まった、これから
の松阪青年会議所の歩むべき方向性を会員全員で共有し、先輩諸兄や、
松阪青年会議所にご理解を頂いている、関係諸団体の方々に、その方向
性を示すことが、魅力ある組織となるために、必要ではないでしょうか。
そこで、この度の６月例会においては、「おもいをつなぎ、新たな一歩へ」
をテーマとして、２月に開催させて頂いた歴代理事長懇談会のなかで、歴
代理事長から頂いたご高話を紹介し、改めて、歴代理事長スローガンを振
り返ってみたいと思います。また、創立６５周年記念式典・祝賀会の全体会
議の実施と、創立６５周年実行委員会で作成された、７０周年に向けた中
期ビジョンを発表させて頂くことで、会員全員で共有して頂きたく思います。
創立６５周年記念式典・祝賀会と１０月記念公開例会に向けて、正会員の
皆様におかれましては、その意義を理解して頂き、会員全員で一致団結し、
全力で向き合う気運を高めることができるように、委員会メンバー一同、誠
心誠意、設営をさせて頂きますので、何卒、皆様のご協力のほど、宜しくお
願い申し上げます。
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５月公開例会

松阪ＪＣ野球クラブホルモンＤＥ寿

ＪＣ青年の船「とうかい号」
市長表敬訪問

ＪＣ青年の船「とうかい号」乗船者を励ます会

三重ブロック協議会会員会議所会議

ＪＣ青年の船「とうかい号」
出航式

ＪＣ青年の船「とうかい号」
寄港地出迎え

三重ブロック協議会国民討議会
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帰港式
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青少年開発委員会
▶「とうかい号」オリエンテーション活動報告

３月５日（火）、４月５日（金）に市民活動センター
にて、「とうかい号」オリエンテーションが開催さ
れました。
そこでは乗船する一般乗船者から自己紹介や
「とうかい号」についての説明、チーム目標の作
成、個人目標の作成を行い、より良い研修効果
を期待すると共に乗船旗を全体で作成していた
だきました。

▶乗船者を励ます会活動報告

５月１５日（水）に乗船者を励ます会がアビィ
ロードにて開催されました。乗船するＪＣ乗船
者、一般乗船者から「とうかい号」に向けての
意気込みを発表していただきました。今年の
「とうかい号」で生活部長として乗船する清水
室長を、皆様どうか宜しくお願い致します。

▶「とうかい号」結団式活動報告

▶松阪市長表敬訪問活動報告

４月２９日（月）に名古屋公会堂にて第４６回ＪＣ
青年の船「とうかい」号結団式が開催されまし
た。緊張した面持ちの一般乗船者でありました
が、「とうかい号」乗船への意欲が増した様に
思います。

５月３０日（木）に松阪市役所にて、松阪市長
表敬訪問が開催されました。ＪＣ乗船者と、一
般乗船者が竹上市長へ、「とうかい号」乗船に
向けての意気込みや、活動の内容などを報
告し、竹上市長から激励の御言葉を頂きまし
た。
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▶

監事

深田龍

会員拡大報告

よりメッセージ

“企業はひとなり”と偉人は言った。その本質は、組織が持つあらゆる財のなかで、“ひと”は一番大切
にされなければならないということにあります。人口減少という社会現象にひもづいて少子高齢化や人
口構造の変化という言葉を見ない日はありません。そのような中で、ひとを取り巻く環境の変化から残
る組織と淘汰されていく組織は今後、必ず出てきますし、もうすでにその一端は始まっているのかもし
れません。地域で頑張る組織の中で青年会議所という団体は、純粋にその地域の未来を見つめ、地
域のことを想って日々、活動をしております。今一人ひとりのご協力を心からお願い申し上げます。
過去から引き継いだ想いを未来へ託せる同志を増やし、未来が必要とする団体となるために。
▶

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。本年度前期新人が１名ということで、後
期オブザーバーとして少なくとも１５名以上を獲得目標にしております。
現在、松阪青年会議所の現役会員、ＯＢ会員の皆様のご協力を受け、５名の後期オブザーバー候補
者に申し込みを頂いております。後期オブザーバー候補者の皆様は、青年会議所活動に大変興味を
持っていただいており、我々としましても松阪青年会議所の同志となっていただけますよう精いっぱい
のおもてなしをさせていただきます。
青年会議所において同期入会の仲間の絆は非常に強く一生の財産になるはずです。この機会にＯ
Ｂ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。後期オブザーバー審査会は６月１２日（水）を予定しておりますので、最終最
後までご連絡をお待ちしております。
ご紹介いただきました方には担当委員長、室長、副理事長から松阪青年会議所での活動について
誠意をもってご説明にお伺いさせていただきます。
▶

青年会議所の魅力
～ 青年会議所活動がビジネスの機会へとつながる～

これまで、ＪＣではビジネスの話はしないというのが暗黙のルールとされていました。あくまで、青年
会議所は公益を目的とした団体であるからです。
しかしながら、私たちのすまうこのまちを発展させるためには、このまちの一員として大きな役割を
担っている各会社、営業所、諸団体の発展が必要不可欠なのです。
そして、２０１８年には、日本青年会議所の定款に、「ビジネスの機会」が明記されました。
青年会議所では普通の社会活動では得ることができない知識や、ネットワークや、経験を得ることが
できるからです。青年会議所活動ではさまざまなアンテナを張り巡らす必要があります。特に委員長等
の役職について事業構築をする中で、社会情勢、問題意識や社会のニーズに目を配り、今何をするべ
きか、どのように事業を展開していくかを考えていくことになります。これは皆さんが新しいビジネスを
展開したり、今のビジネスを見直したりする中でおいて必須のスキルといえます。是非、みなさんも青
年会議所活動を通じてビジネスの機会を得ていただければと考えます。
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
〒515-0014 三重県松阪市若葉町161-2
松阪商工会議所3階
TEL:0598-51-3067 FAX:0598-51-8783

