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副市長

本年度は、当会議所主催の事業や、他
団体との共催を含め、多くの活動を展開

しました。また、原町青年会議所OB会でもあります汽水会の
皆様には大変なご協力を頂き、誠にありがとうございました。

BOND設計事務所

岡崎 由佳
(有)岡崎造花店
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ベースラボ

副理事長

〒975-0018
福島県南相馬市原町区本町 1-125

TEL 0244-23-3774
FAX 0244-22-1201

〒975-0071

南相馬市原町区深野入龍田 117-7

〒975-0018
福島県南相馬市原町区北町 611
TEL 0244-23-0456
FAX 0244-23-0456

林

TEL 0244-23-5195

FAX 0244-23-1905

URL http://www.meiwa-net.co.jp/

副理事長

渡邉 光貴
(株)タカワ精密

高橋 良輔
(株)高 良

委員会名
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委員長

小林 正人
(株)いんふぉ

風越 隼平
そうま農業協同組合

鈴木 慎太郎
浜通り社会保険労務士事務所

長岡 貴志
(株)大内屋

但野 謙介
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木幡 裕也
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泉 景子
農 業

田代 真久
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齋藤 祥市
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(株)玉川建設

佐藤 晃大
京大個別会
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副委員長
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事

員

大塚 俊介

鈴木 修一
らぁめん屋 すず
渡邊 久男
福島民友新聞社

洋平

南相馬市原町区上太田字陣ヶ崎 140 番地 22

副理事長

西山 健司

有限会社

代表取締役

杉内 亜希

事務局長

送電線設備・一般土木工事

ＢＯＮＤ設計事務所

(有)杉内自動車整備工場

森岡 和人

屋内外電気設備・電気通信設備

岡崎造花店

直前理事長

ひばり法律事務所

委

葬儀、返礼品、会葬御礼葉書
仏具、慶弔花環、灯籠、提灯
供物各種、各種御法要

理事長
谷田部 真敏
(株)やまさん

森岡 宏二
土地家屋調査士
森岡事務所

ております。来年度も変わらぬご支援をお願い申し上げます
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林 洋平
(株)メイワ

事務局次長

２０１６年１月からの次年度体制も動き出し、着々と進め

車検整備・各種自動車販売

理事長
予定者挨拶

監事
佐藤 基行

専務取締役

2014 年入会
南相馬市役所

真敏

編集後記

代表

二〇一六年度
第四七代
理事長予定者 谷田部

焼鶏 炭吉

みずみずしい理性の力︑たゆまざる探求

2015 年度
地域政策委員会委員

秀晃

2015 年度
地域政策委員会委員

江口

の精神︑明朗で勇敢な力を一つに集結し︑

秀彦

次代に点す新しい灯を掲げることを宣言し︑

吉川

2016 年度組織図一覧

2001 年入会
株式会社諸井緑樹園

一九七〇年︑当地域の志ある青年が集い︑

代表取締役

諸井

原町青年会議所が創立されました︒来年度

亨

で四六年を迎える原町ＪＣは︑目まぐるし

大和田

2010 年入会

定期点検整備・一般整備・鈑金塗装

く変化する混沌とした時代のなか︑誇りあ

2015 年度卒業生紹介

株式会社原測

Junior Chamber International Haramachi

子どもたちの未来のために
共に力を合わせよう

一般社団法人原町青年会議所

2015 年度
地域政策委員会委員

日時：同 日 １４時１０分開会
場所：ロイヤルホテル丸屋

る歴史と伝統を継承し︑常に新しい変化を

新入会員募集

2000 年入会

日時：６月２７日（土） １１時３０分開会
場所：小高生涯学習センター「浮舟文化会館」

受け入れながら︑愛する地域と共に歩み続

福島民友新聞社

けて参りました︒我々は︑諸先輩方が積み

久男

重ねてきた力強い運動と︑確かな歩みが創

渡邊

り上げた未来を生きています︒このような︑

京大個別会原町校

脈々と受け継がれてきた精神を絶やすこと

晃大

なく︑明日を担う子どもたちへ明るく豊か

佐藤

な社会を創造し届けることが︑責任世代で

しいたけ農業

ある青年としての役目であることを共通認

祝賀会

景子

識とし︑志を同じくする多くの仲間と共に

式 典

泉

切磋琢磨しながら活動・運動を展開して参

以来脈々と受け継いでこら

れました先輩諸兄の﹁志﹂

の積み重ねを︑しっかりと

受け継いでいく所存です︒

これまでご支援・ご協力

を頂きました地域の皆様︑

先輩諸兄︑関係各位の皆様

に心より感謝申し上げると

共に今後とも変わらぬご指

導・ご鞭撻の程お願い申し

上げます︒

〜ありがとうを込めて〜

2015 年（一社）原町青年会議所は創立４５周年を迎えました

ります︒

一般社団法人

亜希

)

→二〇一五年度新年会

ロイヤルホテル丸屋にて

原町青年会議所

理事長
挨 拶

二〇一五年度
第四六代理事長杉内

二〇一五年度︑当青年会議所は︑創

立四五周年を迎える事が出来ました︒

これもひとえに我々の活動・運動に

深いご理解と︑ご支援・ご協力を頂き

ました地域の皆様をはじめ︑行政︑関

係団体の皆様︑また各地青年会議所と

の厚い友情の賜物と心より感謝申し上

げます︒

﹁新たな未来への扉を開こう〜四五

年間のありがとうを込めて〜﹂をスロ

ーガンに掲げ︑この地域の未来につな

がる活動︑運動を展開して参りました︒

﹁第四回野馬追の里南相馬〜子どもた

ちが描くふるさと絵画展〜﹂では南相

馬展 イ
( オンスーパーセンター南相馬

全国展 成
( 田国際空港 と
) もこの地域で
頑張っている子どもたちの姿を広範囲

に渡り発信する事が出来ました︒また︑

震災後の人口減少と若者の流失の問題

解決に向け︑ＵＩターンの取り組みを

長期事業として行政の皆様と共同して

地域の活性化に今後も取り組んで参り

ます︒

これからも私たちは混沌とした時代

の中にあっても︑﹁修練・奉仕・友情﹂

の三信条とともに︑また原町青年会議

所メンバーとしての誇りを胸に︑創立

2015 年
12 月発行

新入会員紹介

Delicious fruit promises to
make you happy surely
http://www.fruits-yamasan.com

指

導

力

開

発

委

員

会

指導力開発委員会では
して︑まずは新入会員を

各種セミナーと致しま

交流・経営開発 会員の資質向上
﹁魅力ある地域は魅力あ

ースボール事業を開催し

業としまして︑フットベ

初めに︑異業種交流事

展開してまいりました︒

資質向上に関わる活動を

をテーマに掲げ︑会員の

を担うリーダーの役割〜

お越しいただき︑﹁地域

あります古川大司先輩に

田原青年会議所ＯＢでも

そして︑公益社団法人小

ミナーを開催しました︒

識を習得する新入会員セ

る青年により創造される﹂ 対象にしたＪＣの基礎知

ました︒多くの地域住民
し講義いただきました︒

の方々にも参加いただき︑ ＪＣの魅力とは〜﹂と題
交流を持つことができま
また︑各月の例会にお
いて三分間スピーチを運

した︒
また︑丸三製紙株式会
営し︑会員のスピーチに

これらの事業を通した

社様の工場見学会を開催

講義いただき︑なかなか
様々な学びや気づきを活

対する意識向上にも努め

入る機会がない工場内を
かし︑これからの地域を

しました︒三田社長から

見学し︑地域を担う青年
担う青年として貢献して

てまいりました︒

として多くの学びを得る
まいります︒

震災当時の社内の様子を

ことができました︒

子どもたちが描くふるさと絵画展
第四回野馬追の里南相馬〜子どもたちが描く
ふるさと絵画展〜は九月にイオンスーパーセン
ター南相馬店︑十月には成田国際空港第三ター
ミナルで開催致しました︒絵画は市内小学四年
生から六年生を対象とし︑当地域の伝統文化で
ある相馬野馬追をテーマに募集︒本年は五五八
点もの応募があり︑その中から六十作品には野
馬追絵画展大賞などの賞を授与︒子どもたちの
視点から描かれた︑見た方の心を魅了する素晴
らしい作品ばかりで︑首都圏版ＮＨＫのニュー
スでも取り上げられ南相馬市や相馬野馬追を広

地

域

政

委

員

会

総

務

委

員

会

﹁第二十一回わんぱく相
アカデミー浜創立二十周

十月二十一日︑テクノ
しました︒

る﹂を実践しながら︑各事業及び運営を致

ある﹁チームワークで確かな運営を心掛け

策

本年度︑総務委員会では︑﹁伝統を積み上

撲原町場所﹂を五月末に
年記念セミナーとして

げ次代につなぐ﹂をテーマに︑基本方針で

開催しました︒本年は女

館で行われますわんぱく

した︒本大会は両国国技

いに盛り上がりをみせま

たちも試合に応援にと大

贈呈していただき︑子供

り優勝賞品としてお米を

本年はＪＡそうま様よ

考えていただきました︒

い避難所の運営を真剣に

間で活発な意見が飛び交

ミナーであります︒生徒

防災の意識を醸成するセ

ーズを考えることにより

時におこるさまざまなニ

をシミュレートし︑被災

この事業は避難所の運営

⑩納会・卒業式の開催︵十二月︶

⑨ＪＣプレス︵本広報︶の発行︵十二月︶

⑧ホームページの運営︵随時︶

⑦例会の運営︵各月︶

⑥理事会の運営︵随時︶

⑤中間事業報告会・交流会の開催︵九月︶

④臨時総会の開催︵八月︶

③次期理事選考委員選挙の開催︵六月︶

②新年会並びに事業説明会の開催︵二月︶

①定時総会の開催︵一月︶

練︶﹄を開催しました︒

相撲全国大会の予選会も

様々な気付きを得︑今後

わんぱく相撲は市内の

業を考え今後も更なる活

の発展における様々な事

地域政策委員会は地域

ことが出来た一年となりました︒御協力頂き

運営にも実践することのできる学びを得る

であると思います︒会社運営や他団体での

の役割の重要性を学ぶことのできる委員会

ました︒

兼ねており︑本年も優勝

の災害に備える意識が高

小学生を対象としており

動を行って参りたいと考

ました皆様に︑改めて御礼申し上げます︒

総務委員会は︑組織運営の核であり︑そ

以上

した児童が全国大会まで

まったものと思われます︒

ますので皆様のご参加お

えておりますので皆様の

をいたしました︒

進出し白熱した取り組み

の子供たちが参加となり

尚︑活動内容としては︑左記をご覧下さい︒

防災訓練

未来へつなぐプロジェクト

子十一名を含む四十六名 ﹃防災セミナー︵ＨＵＧ訓

わんぱく相撲

東日本大震災からの復興を成し遂げるためには、発信し続けることのできる「復興のシンボル」が必要です。時代を超えても色あせ
ることのない「音楽のちから」を活用し、この震災を語り継ぐだけではなく、歌に思いを込めて歌唱し続けることで次世代へ歌い紡
いでいきます。このプロジェクトを推進していくことで、将来に夢を育み、不可能を可能にしていく未来を描き、希望を持って今を
大切に生きていく「夢と希望のちから」を世界中の子どもたちにメッセージとして伝えていきます。2020 年の東京オリンピック・
パラリンピックまでには被災地、そして日本全体が真の復興へ近づきますよう
公益社団法人 日本青年会議所は継続した復興支援の一つの形として、被災地に
心を寄せる支援体制を整え、人と人がつながる支援を進め、このプロジェクト
を広げながら、被災地と日本の輝く「未来の地図」を描いていきます。

待ちしております︒

TEL. 24-1633 FAX. 24-3598
TEL.22-8766 FAX.22-4187

景子

泉

青年会議所（ＪＣ）は未来へつなぐプロジェクトを推進しています
ご協力をお願い致します︒

南相馬市原町区栄町 1-81

TEL. 0244-26-8224
FAX.0244-26-8225

〒975-0003
〒979-2143
福島県南相馬市小高区蛯沢字無入 54-1
造園事務所 ( 大町 1-112)

花のモロイ本店 ( 栄町 1-15)

〒975-0005 南相馬市原町区二見町 3-68-４
TEL.0244-23-3306 FAX.0244-24-3011

株式会社 協心
Fresh Green & Flower

しいたけ農業

不動産、美容室、ネイル、エステマッサージ

「農業復興の為に」

たんぽぽの花のように つよく、 やさしく、 たくましい子をめざして

隼平
風越

市内の幼稚園から小学 3 年生までを対象として、野馬追前夜祭
において「こどもみこし」を開催しました。また、野馬追にあ
わせて、駅前通りの清掃活動も行いました。
「野馬追の里南相馬〜子どもたちが描くふるさと絵画展」にて、
大賞・金賞・銀賞を受賞した児童の中から希望のあった 28 名
を対象に成田国際空港内の見学会を開催しました。

三嶋神社
TEL. 0244-22-4537 FAX. 0244-22-5779
FAX (0244)25-4631
TEL (0244)22-0802

詳しい概要・映像の閲覧、楽曲・楽譜のダウンロード
はホームページをご利用下さい。
↑MayJ.（メイジェイ）さんと福島県の子どもたちの合唱の様子

その他・外部事業など
創立 45 周年記念事業

〒975-0008 南相馬市原町区本町 1-31 四葉ビル 1F
TEL : 0244-26-7773
E-mail : info.minamisoma.itc@gmail.com

南相馬市原町区南町 1-99

〒975-0007

〒975-0006 福島県南相馬市原町区橋本町 1-107
TEL : 0244-26-3225

〒975-0032 福島県南相馬市原町区桜井町 1-261

健康な歯で楽しい食事を

ベースラボ

トラスト
有限会社

公益社団法人小田原青年会議所ＯＢ
古川 大司 先輩

原町鎮守
安心と信頼の総合コンサルタント

〒975-0006 福島県南相馬市原町区橋本町 1-107
TEL : 0244-24-0814

土地家屋調査士
森岡宏二事務所

ＪＣ運動を応援しています
森岡歯科医院
生命保険・損害保険取扱い代理店

く発信できた事業となりました︒御協力頂きま

南相馬展：9 月
イオンスーパーセンター南相馬店→
全国展：10 月
成田国際空港第 3 旅客ターミナル↓

http://miraiproject.jp/
↑新年会並びに事業説明会（2 月）

地域を担うリーダーの役割〜ＪＣの魅力とは〜

した関係各位の皆様に厚く御礼申し上げます︒

第 4 回野馬追の里南相馬
〜子どもたちが描くふるさと絵画展〜

