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昭和３５年、西大寺に拠点を
構え、現在、明るい豊かなブル
ーエリア実現のために運動を
しております我々（社）西大寺
青年会議所も今年で４９年目

タートする予定になっていま

いますし、さらには、事業の運

に新しい西大寺青年会議所の

本年度は、全国都市緑化おか

営、会の存続さえも危ぶまれて

す。会員の減少は、メンバー１

やまフェアへの参加協力、公益

しまいます。今後の事業、運営

歴史の１ページを創っていか

法人制度の導入への対応、創立

をスムーズにするためにも今

人１人の負担も増やしてしま

５０周年記念式典へ向けての

年は会員拡大対策室を中心に

なくてはなりません。

準備など、例年に比べてたくさ

会員拡大に本気で取り組もう

と思っています。次世代を担う

んの事業があります。
少ない人数ではありますが

若き仲間を１人でも多く発掘

していきましょう。

に参加してくれる仲間を増や

一致団結、力を合わせてすべて
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し、我々と共に青年会議所運動
ａ

の事業を 成 功に導き ま しょ う 。
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～栄光をこの手に～

２．青少年育成

大きな節目を控えた今年、我々

次年度に創立５０周年という

になっています。我が（社）西

所会員数の減少が深刻な問題

ここ数年、全国的に青年会議

な日本になってしまったので

道されています。なぜこのよう

な事件・犯罪が毎日のように報

ていると青少年に関わる凶悪

１．会員拡大

はこれまで一歩一歩ＬＯＭの

大寺青年会議所も例外ではな

しょう。原因はインターネット、

最近、テレビやニュースを見

歴史を創ってこられた諸先輩

く、２００９年度は２０名でス

を迎えました。

方のご尽力に感謝しつつ、さら

とってそれらのめまぐるしい

りました。そして今の青少年に

され暮らしやすい世の中にな

が進み便利な物が次々と発明

確かに昔と比べるとＩＴ化

でしょうか。

世相を作り上げたのではない

らが複雑に絡まりあって今の

ろあると思います。そしてそれ

の変化、親のしつけなどいろい

２年に予定されている「西大寺

全国都市緑化フェア」や平成２

会場として行われる「第２６回

ら５月末まで 西大寺をメイン

いチャンスの年です。３月末か

国的にアピール出来る数少な

本年度は我がまち西大寺を全

とって

我々（社）西大寺青年会議所に

実現を目指し運動をしている

明るい豊かなブルーエリアの

直前理事長

「一年の抱負」

います。

エリアを創っていきたいと思

あふれる明るい豊かなブルー

が毎日笑顔で暮らせる、活気の

会議所になるとともに、みんな

に信頼される（社）西大寺青年

力をプラスして、地域からさら

継承しつつ、そこに我々の若い

築いてこられた伝統や歴史を

何卒本年 年間よろしくお願い

り上 げていきたいと思います。

ではございますが西大寺を盛

ート役として少ないメンバー

そして、石井理事長の良きサポ

る年にしたいです。

議所に持って返り恩返しでき

少しでも何かを西大寺青年会

長と して 出 向 さ せて 頂き ます 。

た岡山ブロック協議会に副会

本年度は直前理事長として、ま
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ろな修練、新たな出会い、そし

ます。本来であれば、石井理事

務理事を務めさせていただき

３．明るい豊かなまちづくり

変化に柔軟に対応することは

会陽５００周年」などを通じて
新年明けましておめでとうご

家庭用ゲーム機、携帯電話など

とて も大切な事だと思います。

地域の青年リーダーとして積

ざいます。

て心に残る思い出を頂いた事

長をはじめメンバーの縁の下

の普及、核家族の増加、食文化

しかしその反面、私たちが少年

極的に参加し、明るい豊かなま

昨年は（社）西大寺青年会議所

に感謝申し上げると共に、多く

の力持ちとして動かねばなら

本年度は石井理事長のもと、専

ありません。

の方々にお世話になりました

ないのでしょうが、 運動の経

代 理事長としていろい

功一

少女だった頃の、日が暮れるま

ちづくりを目指していきたい

の第

花島

で外で走り回っていたあの古

と思います。

小 川 大志

き良き時代も忘れてほしくは
我々 は 今年 も吉 井 川フ ェス タ、

事をこの場をお借りしまして

験が少なく、分からない事も

通して青少年の豊かな心を育
てていきたいと思います。

最後に
本年度は少ない人数でのスタ

御礼申し上げます。

少年はだか祭りなどの事業を

ートになりますが、諸先輩方が

C
J

きたいと思います。一年間よろ

を通して自分自身を磨いてい

方との交流も増えるので、友情

の

力いっぱい頑張りたいと思い

の潤滑油となれるよう

ないと思いますが、少しでも西

多々あるため、テキパキと動け

が、どうか１年間よろしくお願

何分、若輩者ではございます

ます。

トさせていただきたいと思い

に微力ではありますが、サポー

い経験をしていただけるよう

ますよう、また１年間素晴らし

会メンバーの思いが実現でき

員長そして地球ふるさと委員

員会となりますが、三枝克守委

ので新年早々、あわただしい委

はだか祭り」が２月にあります

また、担当事業である「少年

を大切に一年間努めてゆくつ

らないものにする為、１日１日

私にとってのＪＣが悔いの残

かを自分自身に問いかけて、

４年間をどのように生きるの

へのご恩返しの意味でも、残り

時にひきとめて下さった方々

できるようになりました。あの

て再びＪＣ活動を行うことが

メンバーのご協力によりまし

いましたが、特別会員の先輩や、

大変ご迷惑をおかけしてしま

とが難しくなり、メンバーには

かなかＪＣ活動に参加するこ

持って見る事が出来れば、想像

違う尺度でまた様々な知識を

っているようでも、違う意識で、

るわけですが、同じ事を毎年行

５回目の吉井川フェスタとな

私が入会してから本年度で

ています。

んな新しい発見に胸を躍らせ

する事業、吉井川フェスタもそ

本年私が副理事長として担当

きたのでしょう。

わった事でそのような事が起

りそこに向けられる意識が変

まにありますが、これは以前よ

始めて気付いた」と言う事がた
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一年の抱負
副理事長

塩崎 鉄司

ます。また本年度は、他

大寺

しくお願い致します。

い致します。

もりです。一年間どうぞ宜しく

本年度、石井亮理事長のもと

井上裕嗣

ないと思うのです。

むしろ発見をしなければなら

のではないかと思います。いや、

もしていなかった発見がある
副理事長

２００９年を迎えての抱負

お願い致します。

地球ふるさと委員会の担当副
理事長を努めさせていただき
ます。入会して４年程の私が前

新年にむけての抱負
新年明け まして お めでと うご

年と同様このような大役をい
ただき、昨年の失敗や苦手な所

ざいます。 本年度、副理事長

業であれば緊張感があり、強い

副理事長

ると思います。初めて行なう事

長年同じ気持ちで事業を行

を克服できるよう、さらに執行

をさせていただく事となりま
いつも見る景色なのに何故

意識を持って行なう事は出来

会員拡大対策室 室長

部と委員会をしっかりとつな

した井上で す。 昨 年、一昨年

か「こんなものがあったなんて

なう事は非常に難しい事であ

がるよう、前年以上に頑張って

と仕事や様々な事情によりな

坪井綾広

行きたいと思います。

ますが、長年続いた事業は緊張
感が薄れ、その慣れにより衰退
はおろか事故を引き起こす可
能性も考えられます。

新年の抱負
松本和生

創立５０周年準備室
室長

よろしくお願いいたします。

まいりますので、１年間どうぞ

しっかり情報収集に頑張って

業にだけ力を入れればいいと

おります。自分たちの委員会事

周年という節目の年を控えて

いうような目先のことにとら

われることなく、各委員会と連

なえる、そんな環境づくりを行

気を持って新しい気持ちで行

本年度は副理事長として、勇

ないでしょうか。

しく行なう事が出来るのでは

しい気持ちで厳しく、そして楽

色が変わって見えるだけで、新

ばどうでしょう。同じ事業でも、

の足跡を振り返り、また未来に

くの特別会員の方々と共にそ

運動をされてこられました多

紀にわたり西大寺の地でＪＣ

を迎えることになります。半世

寺青年会議所は創立５０周年

した。２０１０年に（社）西大

年準備室室長を拝命いたしま

ございます。今年度創立５０周

りを担当 して いる委 員 会で す 。

ば、何と言っても少年はだか祭

地球ふるさと委員会といえ

だきます。

会の委員長を務めさせていた

本年度は、地球ふるさと委員

委員長

地球ふるさと委員会

新年明けましておめでとう

なって行きたいと思います。

向けて新たな１歩が踏み出せ

個人的には、対外的な事業を

本年度、地球市民委員会の委

しかし常に新しい発見があれ

また会員拡大対策室室長とし

るような式典・祝賀会、記念事

行う委員会の委員長を担当す

員長を努めさせていただきま

携を取って西大寺青年会議所

て結果を残すだけではなく、何

業、記念誌の準備をしっかりし

るのは初めてですので、非常に

す赤木朋央と申します。

新年度の抱負

年も効果的に継続出来るよう

てまいりたいと思います。そし

やりがいを感じています。委員

市民の事業として、岡山ブロ
今年度の西大寺青年会議所

ります。昨年の野球大会は、一

との交流を考える事業とがあ

赤 木 朋央

そうするために、現役メンバ

は、２０名という少数でのスタ

五ＬＯＭ中４位という成績で

委員長

地球市民委員会

新年度に向けての抱負

いたしま す 。

今年１年間よろしくお願い

けたらと思います。

全体で協力しながらやってい

な運営を行なって行きたいと

て、次年度の実行委員会にスム

会メンバー一丸となって事業

ック会員懇親野球大会と地域
ーの皆様、また特別会員の皆様

ートとなります。来年には５０

三枝 克守

思います。

ーズに引き継ぎが出来るよう

に取り組みたいと思います。

本年度も宜しくお願い申し

したいと思っています。

上げます。

にもご協力をいただきながら

い致します。

ご指導、ご協力の程宜しくお願

精一杯頑張りますので皆様の

大寺青年会議所の一員として

一年間委員長として、また、西

ます。

フェスタを開催したいと思い

いことを取り入れて、より良い

。昨年の反省点をふまえ、新し

は、吉井川フェスタがあります

地域との交流を考える事業で

て行きたいと思います。

した。今年はもっと上位を狙っ

す。

で、一年間よろしくお願いしま

していけれたらと思いますの

功績の上に自分なりの色を出

して、今までの委員長の方々の

年は親睦研修委員会委員長と

願い申し上げます。最後に、今

で助けていただけますよう、お

には是非、皆さんの知恵と経験

しい委員長ですので、そのとき

は、なにぶん何も知らないに等

々、また他のメンバーの方々に

事長をはじめとして、委員の方

いでいるところです。井上副理

ことになり、身の引き締まる思

員会委員長をさせていただく

た。しかし、今年は親睦研修委

けることがたびたびありまし

いと思います。

報告をし、ロムに生かせれば良

た情報、学んだことを皆様にご

総務委員長として、出向先で得

公益法人 制 度改革と な り ます 。

進委員会でも、メインの事業は

ブロック協議会の組織進化推

始まります。私が出向する岡山

制度改革への本格的取組みが

前年度より引き続き、公益法人

任を感じております。

という大役をいただき、大変責

入会３年目の私に、総務委員長

りました中山稔之です。

務めさせていただくことにな

だきたいと思っております。

年間監事職を務めさせていた

培った奉仕の精神にて、今年１

を頂きましたので、現役時代に

として石井理事長よりご指名

ころではありますが、外部監事

会議所運動から一線を引くと

ただきました。本来なら、青年

年齢満期にて卒業をさせてい

年末（社）西大寺青年会議所を

委員 長
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英俊

委員長

中山
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本年度、総務委員会委員長を

岡田

新年度に向けての抱負

監事

現役メンバーにしか解りえ

皆様のお陰をもちまして、昨

います。

あけましておめでとうござ

康志

よろしくお願いいたします。

せていただきますので、１年間

皆さん明けましておめでうご

又、ロム内では年間を通じて常

ない事業への取組み・プロセス

新年の抱負

ざいます。本年もどうぞよろし

に会議所の運営にも関わって

等 は 見 え ま せ ん が 、（ 社 ） 西大

総務委員会

くお願いします。昨年度は、委

いく委員会です。皆様のお力を

寺青年会議所を外部の者とし

新年の抱負

員会においても全体の行事に

いただきながら、精一杯務めさ

親睦研修委員会

おいても欠席が多く、迷惑をか

点があればアドバイスさせて

て見させていただき、気づいた
生かし石井理事長は基より

と思っております。この経験を

私個人はすごく成長している

)

します。

一年間どうぞよろしくお願い

す。

上げていこうと思っておりま

(

光生

社 西大寺青年会議所を盛り

いただくことが外部監事とし
ての使命だと思い、精一杯取り
組ませていただきます。

岡本

１年間よろしくお願いいた
します。

抱負
監事
新年明けましておめでとう
ご ざい ます 。
本年度監事を務めさせてい
ただくこととなりました。
(

)

社 西大寺青年会議所にお
世話になって今年で十六年目
を迎えます。その十六年間には
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