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これからの「ひとづくり」の話をしよう
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竹上景太（
以下、竹上）
今回は中田教育長に松阪市の
青少年育成についてお話をさせ
て頂きたいと思います。まずは
松阪市が取り組む青少年育成の
ビジョンや取り組みについてお
聞かせください。
中田雅喜様（
以下、中田）
松阪市の教育ビジョンは、
「夢を育み 未来を切り拓く
松阪の人づくり」という基本理
念に基づき進めています。近年
はグローバル化の中で人工知能
やＩＯＴの発達があり、将来が
見通せない不連続な時代に、子
どもたちが持続可能かつ自分の
資質能力を高めていけるような
環境づくりが必要だと考えてい
ます。またそんな社会の中で子
どもたちが自らの夢を自らの言
葉で語ることができるようにな
るには、学校教育でどんな力を
つけていけば良いのかを考えて
います。これからの時代は、学
校教育だけでなく地域社会や他
団体の皆さんが関わってくれる
ことによって持続可能なものと
なると思います。
竹上 なるほど、学校を卒業し
た後も持続的に学ぶ必要がある
ということですね。
中田 教育というのは一生涯続
いていくものだと考えています。
自分の生活が良くなるだけでは
なくて、自分のことを考えるこ
とが人との関わりの中で生まれ
てくるものだとしたら、自分の
夢を語り、周りの人たちを巻き
込んで社会を豊かにしていくひ
とを作っていきたいと考えてい
ます。
竹上 青少年を育成する中で、
課題だと感じていることはあり
ますか。
中田 課題としては不登校やひ
きこもりになってしまった子ど
もたちの現状把握や支援という
点があります。これは教育だけ
ではなく、福祉の部分も絡んで
きます。これに関してはまず実
態数の把握に努めています。
様々な層がある中で、どのよう
な教育が提供できるのかが課題
だと考えています。
これからの時代は、学校教育だけでなく地域社会や他団体の皆さんが関わってくれることによって
持続可能なものとなると思います。
－中田 雅喜様

竹上 我々も青少年というカテ
ゴリーを就学者だけではなく、
広い意味で考えています。自立
し地域内外で活躍できる人財も
いれば、取り残さてしまう人た
ちもいますので、その層に対す
るアプローチも我々の課題と言
えます。
中田 明治から１５０年、日本
の教育は世界に誇るものです。
これまでは知・徳・体が一環と
なって日本人の教育を学校だけ
でおこなってきました。しかし
今日では学校が学校だけで存在
する時代ではなくなってきまし
た。地域の皆さんに対して画工
が、「こんなこどもたちを育て
ているんですよ」ということを
発信していく必要があります。
竹上 市長との対談でも話題に
あがった点ですが、高校を卒業
すると地元に残る青少年は２，
３割程度という話がありました。
他県への人財流出についてはど
うお考えでしょうか。
中田 統計や現場からの声を聴
くと、以前に比べ地元志向の子
たちも増えてきています。松阪
市ではすべての小学校において
地域の偉人を学ぶ時間を取って
います。そのような取り組みの
中から地域への興味や関心を引
き出しています。また地域の民
間企業の方々に出前授業をお願
いし、触れ合う機会も増えてい
ますので、そういったことも一
因なのかと思います。
竹上 松阪で受けた教育を、も
う一度自分のこどもたちにも受
けさせたいと思わせるような取
り組みが必要だと私も思います。
さて今回、みえこどもの城さん
と教育委員会さんと、共催とい
う形でペットボトルロケット大
会を開催させて頂きます。この
事業を行う上で重要とお考えに
なられるところをお教えくださ
い。

まちの未来を担う人財を育てていくことを強く発信していく為には
教育委員会さんの協力が必要不可欠と考えています
－竹上 景太

中田 まずは教育の観点から、
ものづくりを通して友達と関わ
りながら試行錯誤をし、それを
実感できる場であることです。
さらには、ペットボトルを発射
する角度や、どんな羽をつけれ
ばまっすぐ飛ぶのか、トライ＆
エラーを繰り返すことが重要だ
と考えています。失敗を乗り越
える大変さや、乗り越えたとき
に得られる達成感がいつか人生
において活きてくるとも思いま
す。
つぎに、学校間での連帯です。
今回は市内の学校からそれぞれ
チームが参加します。それぞれ
が工夫したことを持ち寄ること
により知識の共有ができるとい
う点です。
そして、共催でおこなう意義
です。昔なら暑い日は川やプー
ルに入って遊ぶことができまし
た。今は何重にも保険をかけて、
高温注意報が出たらプールや外
遊びは控えるようになってしま
いました。ではクーラーの利い
た部屋でお菓子を食べながらス
マホを見ていることが良い事な
のか。そこを地域や団体の皆さ
んと協力することによって、こ
の暑い中でもこんな風に配慮す
ればこんなに良い事業ができる
んだ。というモデルを作り発信
していきたいと考えています。
竹上 青年会議所としましても、
このまちの未来を担う人財を育
てていくことを強く発信してい
く為には教育委員会さんの協力
が必要不可欠と考えています。
では最後に我々に対して期待す
ることをお教えください。
中田 何度も申し上げますが、
地域や団体、企業の皆さんと協
力して開かれた学校づくりを進
めていきたいと思います。学校
への出前事業や、これからも継
続して事業の共催がおこなえる
ことを願っています。
竹上 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 8月100％例会 趣意書
総務室
室 長 大藪 綾治
総務渉外委員会
委員長 後藤 禮雄
一致団結
～大輪の花を咲かせよう～
本年度、創立65周年を迎えた我々松阪青年会議所は、その歴史と伝統
を次代へ繋ごうとしています。その中で我々会員はそれぞれが持つ十人
十色の個性と魅力を最大限に発揮し、この8か月間躊躇することなく積極
的に活動へ取り組んで参りました。そして65年の節目を迎えた我々が残り
4か月間の活動に全力で取り組むことで、松阪青年会議所は新たなステー
ジへと進むことができると確信しています。
そこで、この8月100％例会では、今一度初心を振り返る為に、1月例会で
掲げた「委員会スローガン」と「個人スローガン」に対して各会員がどのよう
に取り組んできたのか、そして残りの4か月間をどのように取り組んでいく
のかを発表して頂きます。これは、各会員の皆様に初心に立ち戻って頂き、
年頭に打ち出した目標の達成に向かい再度奮起していただくことが、一人
ひとりの魅力を遺憾なく発揮できる組織づくりに繋がると考えているからに
他なりません。そして本年は、皆様にお渡ししたリボンシールで年頭に作
成したパネルに大輪の花を咲かせることで、2019年度の松阪青年会議所
の団結力を高める所存です。
最後になりますが、我々総務渉外委員会一同、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例会に取り組んで参りま
す。8月100％例会を成功させる為には皆様のご協力が無くては成功でき
ません。どうか皆様のご協力とご指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します。

松阪青年会議所

活動報告
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７月公開例会・松阪祇園まつり三社みこし
サマーコンファレンスｉｎ横浜

東海フォーラムｉｎ磐田

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」下船報告会
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委員会事業報告
2019.06 June

まつり委員会

2019年度 7月公開例会

7月13日（土）7月公開例会 松阪祇園まつり三社みこしが開催されま
した。開催に至るまでの準備等、まつり委員会一同、誠心誠意真心を
込めて設営させて頂きました。当日、会員の皆様には悪天候の中にも
関わらず多数のご参加ご協力本当にありがとうございました。平成元
年に産声を上げた祇園まつり三社みこしは 昨年30年という節目を迎え、
今年新元号となり無事新たな歴史のスタートをきれました。参加して頂
いた方には、まつり事業に携わり渡御を通じ松阪祇園まつり三社 みこ
しを身近に感じていただき、まちの未来を考える機会、またまちの魅力
を再確認し、まちづくり運動員として真心を持って取り組んでい ただき、
松阪祇園まつり三社みこしに携わるまちのひとたちには、青年会 議所
メンバーと共に携わることで愛郷心を育んで頂く機会となっていれば幸
いです。
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▶

監事

山内

陽介君よりメッセージ

会員拡大は、会員が多い少ないではなく、青年会議所の特色でもある２０歳から４０歳までと時間が
限られている中で、先輩諸兄より受け継がれてきた青年会議所の在り方を学んだ会員と、新たな希望
を抱き自身の可能性を信じ門戸を叩いた青年とが、松阪の未来について意見を交わす事が青年会議
所の活性化に繋がると考えてこられたからではないでしょうか。
我々の住まう松阪に永続的に必要とされる団体である為、私たち自身が共に成長できる同志の拡大
に努めましょう。

▶

会員拡大のご報告

現在、後期オブザーバー５名の方を迎え入れ、オブザーバーオリエンテーション期間で松阪青年会
議所の諸活動を体験して頂いております。
先日は、松阪青年会議所として、そして松阪市民にとっての一大事業であります松阪祇園まつり三
社みこしの設営を体験して頂きました。これまでは楽しむだけでよかったまつりも、今回の体験を通じ
て松阪青年会議所だけでなく地域に住まう多くの方によって支えられていることを理解して頂くことが
できたように思います。
松阪青年会議所はひとづくりとまちづくりを松阪に根付く歴史ある団体です。会員数が減少傾向にあ
る中、この意義ある活動を継続していくためにも会員拡大は喫緊の課題です。ただいま、２０２０年度
の前期オブザーバーも募集を開始しております。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ので、
ご紹介のほど宜しくお願いいたします。

▶

青年会議所の魅力

～人間力の向上の機会～
青年会議所活動の本質として近年は経営開発（ＭＤ） 指導力開発（ＬＤ）社会開発（ＣＤ）に加え人間
力開発（ＨＤ）が大きく取り上げられることがあります。人間力という言葉は、あまりに広い概念でその
本質についてはそれぞれの「ひと」の価値観によって左右されるものかもしれませんが、少なくともそれ
は「ひと」の魅力であったり、「ひと」と「ひと」をつなぐ力と表現することができるのではないでしょうか。
青年会議所活動を支える各委員会の諸活動において、会員が減少傾向にある今、ひとりひとりにか
かる責任や労力は増加の傾向にあります。しかしながら、そのような状況にあるからこそ、支えてくれ
る仲間の存在と有難さをより感じることができるのではないでしょうか。まさに青年会議所の活動は今
の社会で忘れられつつある義理と人情によって成り立っています。それこそが、「ひと」としての魅力で
あり、「ひと」と「ひと」をつなぐ力に他ならないのではないでしょうか。
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。
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