一般社団法人
二〇一四年度
第四十五代理事長
予定者挨拶
健司君

二〇〇九年に入会をして以降、ＪＣに入会しな
ければ出会うことがなかった様々な職業の仲間と
出会い、同じ時間と経験を共有し、互いに切磋琢
磨をして参りました。自らが求めさえすれば、い
くらでも経験を積むことができる環境がＪＣに存
在します。それは諸先輩方が四十年以上に渡って
紡いでこられた軌跡に他なりません。震災からま
もなく三年が経とうとする今、私たちはＪＣのス
ケールメリットを活かしつつ、地域の現状を継続
的に発信し、自らが出来ることから行わなければ
なりません。子どもたちの笑顔があふれ若者が希
望を抱くまちをめざし、この地に住み暮らす次世
代を担う子どもたちへ、かつてない未来を切り拓
き時代を紡いでいくために、私たち責任世代がそ
の役割を果たすべく、次代を築き上げる旗手とし
ての気概を持ち、誇りを持って、力強く、かつ積
極的に歩み、運動を展開して参ります。
諸先輩方には今後とも更なるご指導・ご鞭撻を
お願い申し上げます。

大会」に参加し南相馬の元気
を発信して参りました。
十月度例会事業として「ナ
イトミュージアム～野馬追の
いま・むかし・みらい～」と
題して、夜の博物館を会場に
学芸員の二上文彦氏を講師に
迎え野馬追の成り立ちを知る
セミナーを開催しました。
十一月には「あきいち」に
て「アルパカふれあい広場」
を開催し多くの来場者に楽し
んで頂きました。
本年度の経験を次年度へと
着実に引き継ぎ更なるＪＣ運
動を展開して参ります。

渡邉 光貴君
(株式会社タカワ精密)

二〇一三年度
卒業生紹介

新入会員紹介

地域政策委員会活動報告
本年度地域政策委員会は「
元気発信」をテーマに事業を
展開して参りました。
四月度例会事業として「絵
画展グランプリ受賞の軌跡」
と題して絵画展の変遷を汽水
会の先輩と共に再確認しまし
た。
五月には「第一九回わんぱ
く相撲原町地区大会」六月に
は「第一六回わんぱく相撲福
島ブロック大会原町場所」を
主管青年会議所として開催し
ました。
七月にはブロック大会を見
事勝ち抜いた四名の選手と共
に「第二九回わんぱく相撲全

松本 亮真君
（まつもと
司法書士事務所）
安川 徹君
（学校法人青葉）

の行動を考えることができました
また、本年は一般社団法人に移
行して初めての年であり運営の変
更、今後の法人格の維持を考えな
がらの運営となりました、多くの
皆さまのご協力をいただき次年度
体制への引き継ぎができたことに
感謝申し上げます。これまでご協
力いただきました地域の皆さま、
関係各位、先輩諸兄、活動にご尽
力いただいたメンバーの皆さまに
改めて御礼申し上げますと共に今
後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほ
どよろしくお願い申し上げます。

しました。新入会員セミナー
では直前理事長を講師とし、
基礎の部分はもちろん、対外
的にＪＣを説明できるよう、
また誇りをもって事業活動で
きるようセミナーを行いまし
た。
また諸先輩方や他団体の協
力を得ながら対外事業を行い
我々青年世代が自信をもって
困難な状況を打破し、新しい
この地域を創造・開拓できる
よう努めてまいりました。最
後に一丸となって協力いただ
いた関係者各位に改めて御礼
申し上げます。。

鎌田 武仁君
鎌田 智君
（株式会社昭和運輸） （株式会社昭和運輸）

二〇一三年度
第四十四代理事長挨拶

未だ震災の影響の残る当エリア
でありますが、南相馬市の報道も
少なくなりつつある状況の中、震
災を風化させることなく、また当
地域の明るい話題を発信すること
を目的とし本年の事業を推進して
参りました。
本年の事業としまして、各地域
の青年会議所の協力を得ながら
「絵画展」を成田空港で開催、「
わんぱく相撲」の福島ブロック大
会を南相馬市での開催を行いまし
たその他、他団体との協力のもと
に「桜の植樹」「子供みこし」「
福興花火」「音楽祭」「ローカル
サミット」等地域の復興を目指し
率先して活動して参りました。
会員向けの事業として、当地域
のリーダーの育成と本年新たに入
会した五名のメンバーを含む会員
のＪＣ活動への理解度を上昇する
ことを目的とし、日本ＪＣのセミ
ナーを三回、新入会員セミナーを
二回開催させていただきました。
素晴らしい講師のセミナーにより
青年会議所のメンバーとしてだけ
ではなく地域に生きる青年として

指導力開発委員会活動報告
本年度、指導力開発委員会
は「リーダーの育成」をテー
マに掲げ「次世代を担う青年
経済人としての自覚の向上」
を基本方針として活動してま
いりました。
主な事業内容として、公益
社団法人日本青年会議所から
ＪＣプログラム実践委員会よ
り講師をお招きして、ＪＣと
は何か、目的を達成するには
どのように行動すべきか、日
本人としての誇りとは何かを
学んでまいりました。三分間
スピーチでは、あらたに他者
に評価されることにより、実
践的なスピーチの仕方を勉強

第１６回わんぱく相撲ブロック大会

円谷 洋幸君
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第二回「野馬追の里南相馬
～子どもたちが描くふるさと
絵画展」は、九月二十八・二
十九日に道の駅南相馬におい
て南相馬展を開催し、十月十
三から二週間に渡り成田国際
空港で全国展を開催しました
子ども達の考える地域の魅力
を当地域は元より、全国そし
て世界の方々へ発信すること
が出来ました。
また原町ＪＣの活動を共に
する五人の仲間が増えました
ご紹介は一面にございますの
で、是非ご覧下さい。

西山 健司

㈱メイワ

本年度は、二月と三月に渡
ってのふくしま浜街道・桜プ
ロジェクト、地域の魅力発信
事業における第二回「野馬追
の里南相馬～子どもたちが描
くふるさと絵画展」の南相馬
展と全国展、会員拡大を行い
ました。
桜プロジェクトは、相双４
ＪＣと協力しハッピーロード
ネットとの外部協力事業とし
て行われた国道六号線に沿っ
た桜の植樹事業です。
参加者はのべ五百人を数え、
愛するふるさとの復興を作り
上げていく一歩となったこと
と思います。

未来都市に選定されたことを
受けて、環境未来都市構想に
関するセミナーを開催するな
ど、地域の取り組みに対する
理解を深める活動を行いまし
た。
原町青年会議所として、市
内外の多くの方々とともに、
継続的に事業を営んでいくた
めには、スムーズで適正な運
営が必要となります。初年度
ということで、経験のない対
応が続きましたが、皆様のご
協力を頂きながら、なんとか
初年度を乗り切ることが出来
ました。今後とも、適切な事
務手続き及び情報公開の体制
を構築いきます。
林 洋平

総務委員会活動報告
原町青年会議所は、国の公益
法人制度改革により、昨年十
一月にそれまでの社団法人か
ら一般社団法人に移行し、新
たなスタートを切りました。
そして最初の年度にあたる
二〇一三年度、総会開催の方
法の変更など、法人運営の維
持に取り組むとともに、法人
格維持セミナーを開催しまし
た。
今年度、年一回の定時総会
や、臨時総会、理事会におい
て、運営や議事録作成などと
いった事務局としての機能を
担いました。
このほか、南相馬市が環境
田中 章広
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本年も当会議所や他団体を含め多くの事業を行いました︒
また汽水会の皆様にも大変ご協力を頂きました︒ありがとうございました︒
次年度体制も着々と進めております︒
変わらぬご支援をお願い申し上げます︒
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第2回「野馬追の里南相馬～子どもたちが
描くふるさと絵画展」（全国展）
６月例会事業環境未来都市構想について

