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開催日：1月13日
場　所：真清田神社 参集殿賀詞交歓例会

　2010 年度賀詞交歓例会を我々の創立日である 1 月 13 日に開催いた
しました。新年の門出として日頃からお世話になっておりますご来賓や
関係諸団体、そして諸先輩の方々へ感謝と敬意の気持ちをもって最大限
のおもてなしで接しました。そして本年度の方向性を示すスローガンで
ある『こころで輝く地域(まち)を目指して～思いやり、やさしさを胸に～』
を内外に力強く発信しました。
　ご臨席頂きました方々へ改めて御礼申し上げます。ありがとうござい
ました。

 　　　　総務委員会　委員長　安井　祥人
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　日頃は社団法人一宮青年会議所の活動に対し深いご理解とご協力を賜り厚く
御礼申し上げます。2010年度の一宮青年会議所の活動も、市民のみなさんと
ともに作り上げたファッションショー4月公開例会「一宮コレクション」、また
ペットボトルのふたを集めるという形で本当に沢山の市民の皆様からおもいや
りの心を頂きました「こころのふれあい活動」をはじめ、沢山の皆様と JC運動
を地域で展開できましたことを報告させて頂きます。また11月には地域経済
で活躍される企業の皆様に一宮 JCが考える、今、地域の企業に求められるもの
をお伝えすべく「経営」に関する公開例会を予定させて頂いています。
　2011年度の一宮青年会議所も60周年を迎えさせていただき、また2009
年度理事長を務めた佐々憲一君が、愛知ブロック協議会会長となり、愛知ブロッ
ク協議会の事務局を一宮で構えさせて頂くことなど、充実した活動を皆様に発
信できればと考えております。
　今後も一宮青年会議所の活動に皆様の暖かいご支援を頂きますことをこころ
からお願いして、挨拶とさせて頂きます。

こころで輝く地域を目指して
　　　　　～　思いやり、やさしさを胸に　～
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次年度理事長予定者紹介

2011年度理事長予定者
村　手　　誠

2011年度　監事予定者
佐　々　憲　一

　この度、2011 年度（社）一宮青年会議所　第 58 代理事長を務めさせて頂くことになりました
村手誠と申しますどうぞよろしくお願いします。
　2011 年度、社団法人一宮青年会議所は記念すべき創立 60 周年を迎えます。この節目となる
60周年にふさわしい公益法人格取得を見据えた未来へつながる事業を行います。
　地域に根ざした組織である私たちは、更なる地域の発展に貢献をしていかなくてはなりません。
そのために 2010 年度運動指針の策定をし、今後の礎とした上で、私たちにとっての「明るい豊か
な地域づくり」とは何であるのかをしっかりと打ち出させていただきます。　
　そして、この青年会議所活動が多くの市民の皆様に深く理解をされ参画いただけるよう創意工夫
を凝らし、後世にわたって私たちの志が受け継がれていく青年会議所らしい記念事業をもって行い
ます。青年会議所に任せておけば大丈夫と言われるように、物事に背を向けずに謙虚な姿勢で取り
組み、本当に大切なものが何かを忘れないように
やさしく強い「しなやかなこころ」をもって活動
してまいります。
　また、2011 年度は社団法人一宮青年会議所
としては２１年ぶりに佐々憲一君を公益社団法人
日本青年会議所東海地区愛知ブロック協議会会長
として輩出させていただきます。どうか、一宮青
年会議所共々皆様方の暖かいご支援ご協力を頂け
ますよう、心から宜しくお願い申し上げます。

2011年度　監事予定者
木　村　亮　一

2011年度　監事予定者
飯　盛　好　晃

2011年度
副理事長・専務理事予定者
藤　野　雅　丈

2011年度
副理事長予定者
岩　満　　誠

2011年度
副理事長予定者

小　川　勝　之

2011年度
副理事長予定者

鈴　木　強　司

2011年度
副理事長予定者

松　岡　克　真

ご挨拶

▲厳粛な雰囲気の下、
　開催されました。

土川理事長が力強く
所信を述べられました。

▲ジョンギャスライト氏

多数の市民の方々にご参加
頂きました。

▲参加者と記念撮影

▲新聞エコバッグを制作中

▲皆と思いを乗せた風船は
　大空へ

開催日：5月23日
場　所：尾西生涯学習センター

OMOIYARI フェスタ
　　　　　     いちのみや

夏フェスタ2010
　～人・まち・自然にOMOIYARI ～

月4月月月444 開催日：4月24日
場　所：イオンモール木曽川キリオ

一宮コレクション
ICHINOMIYA COLLECTION

開催日：8月7日
場　所：138タワーパーク

▲一宮市民モデルさん

市民モデルの方々と
挨拶をする委員長と
副理事長

　人と人との出会いが点から線、線から和へという思いから一宮コレク
ションというファッションショーを行いました。
　服の生地は一宮の企業様に提供していただき、その生地を使い一宮の
クリエーターに服を作っていただき、その服を募集で募った一宮近郊に
住んでいる一般の女性の方にモデルになっていただきイオンモール木曽
川キリオにてファッションショーを行いました。当日は会場にもたくさ
んのお客様にも見に来ていただき、この事業に関わって頂いた多くの方
に｢和｣を築くことが出来ました。

　　　　交流委員会　委員長　坂倉　慶信

　心の豊かさやふれあいの大切さ、人とのつながり、自然の重要性など
を感じてもらうために、ジョン・ギャスライト氏を講師にお招きし、講
演会を行いました。
　第 1 部として幼少期のお話や自然の中で生まれる木と動物との関係な
どの話からふれあいの大切さを感じ取っていただくことができました。
　第 2 部では一宮市内で撮影された写真を用い、心輝く風景と心痛む風
景との比較をしながら、次世代の人達に住みよい地域、暮らしやすい環
境の大切さをジョンさんと参加者が共に考える時間を過ごしました。

 こころで輝く地域創造委員会　委員長　野田　一郎

　ツリークライミングや新聞紙エコバッグ作成、インスタントシニアな
ど初めて体験する事ばかりだったと思います。参加してくれた子供達や
ご父兄達が笑顔でいてくれた事が何よりも得られた大きな成果だと感じ
ています。豊かな心を育むためには様々な経験をして、周りの事を考え
て行動できる思いやりややさしさを持ってもらう事が大切です。
　地域をよくしていきたいという子供達の願いを込めたメッセージエコ
バルーンを、空高く放った瞬間の笑顔や歓声から思いやりの気持ちを深
く刻んでいただけたと確信しております。

こころで輝く地域創造委員会　委員長　野田　一郎
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詳しくはWEBをご覧ください！ 一宮JC 検　索

（社）一宮青年会議所の誕生・歴史について
日時：2月10日　　場所：一宮市民会館　大会議室

　2月度例会では、今一度創立59年を迎える一宮青年会議所の歴史を学ぶと共に
歴代理事長の山田一仁先輩を迎えて講演会を行いました。
　ＬＯＭメンバーが他の地域の青年会議所活動の事の理解を深め、改めて歴史を学
びより一層今後の事業に邁進するきっかけとなりました。

渉外委員会　委員長　鈴木　強司

月2月月月222

　会員拡大は社団法人一宮青年会議所の組織の活性化のために毎年行っています。

　拡大活動の重要性、必要性をメンバーと共に考え、映像、ディスカッションを用

いて、活気あふれる組織にする事を目的に開催いたしました。

拡大広報委員会　委員長　石川　昌臣

月3月月月333

　LOM が家族の様に感じて頂きたく、スポーツ交流｢カーリング｣を行いました。
皆初めてのスポーツなので最初は戸惑いながらも真剣に練習しました。最後には全
員で試合を行いましたが、勝ち負けを超えて LOM が一つになっていくのを感じる
事が出来ました。また、来日されていた姉妹 JC でもある大邸江北青年会議所メン
バーにも参加して頂き、国際交流を図った事業でもありました。

交流委員会　委員長　坂倉　慶信

月6月月月666

　日本における組織のあり方「和」と「信頼」は古来より不変であること。また、

組織力を向上するための人間関係のあり方・視点（美点凝視）をヒントに、経営力

を向上させる導き方を学んでいただけたと思います。

経営開発委員会　委員長　松岡　克真

月7月月月777

2010 年度下期正会員予定者紹介2010 年度下期正会員予定者紹介2010 年度下期正会員予定者紹介2010 年度下期正会員予定者紹介

　今年度委員長職を務めるにあたり、数々の事業を取材させていただきました。
　そんな中メンバーが一生懸命準備をするひたむきな場面、事業を迎え走り回るメンバー、そして参加者の方々が笑顔に
なって、「ありがとうございました」そんな声をかけて頂く場面を近くで見させて頂きました。
　一つ一つの事業の中にも色々なドラマがあり。色々な場面でそれを感じ、貴重な経験をさせて頂いたと思います。
　最後に、今回取材するにあたって、ご協力頂きました方々、事業を応援頂きました方々、本当にありがとうございました。

編　集　後　記

拡大広報委員会　委員長　石川昌臣

2009年度　事業紹介2010年度　事業紹介

拡大は行動する事で変えられる !
日時：3月15日　　場所：尾西生涯学習センター

～カーリングからKリング（家族の輪）へ～
日時：6月19日　場所：愛・地球博万博公園　モリコロパーク内アイススケート場

美点凝視～視点ひとつで企業がかわる～
日時：7月12日　場所：一宮スポーツ文化センター

2009年度　 総務・広報委員会　委員長　 村手　誠

2009年度　経営開発委員会　委員長　横田　公一

2009年度　渉外委員会　委員長　木村　憲彦

2009年度　アカデミー委員長　委員長　加茂　重夫
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2010 年度
新入会員紹介

伊　藤　久　嗣 磯　部　輝　洋 石　黒　光　孝 松　島　永　敏 森　　大　介 山　崎　義　則

浅　田　佳寿優 梅　谷　朋　志 野　田　敏　弘 武　藤　匡　宏 安　田　敏　宏

月9月月月999 月10月月月101010

月12月月月121212月11月月月111111

　講師に田母神俊雄氏を迎
え、「真実を知ることで真
の日本人が生まれる」を
テーマに西尾張 6JC 相互
の友情と連帯感をさらに深
め、共に発展していくこと
を目指し、合同例会を行い
ました。

きらり☆きずな　運動会
日時：10月24日
場所：一宮市木曽川町

　「メンバー同士が強い絆
で結ばれた元気ある LOM
を創造する」という目的の
もとに「きらり☆ きずな 
運動会」と題してメンバー
による運動会を開催しまし
た。

西尾張６ＪＣ合同公開例会（津島）
日時：9月15日
場所：津島市文化会館

　「信念」・「信頼」・「信用」
をテーマに掲げ、「器」の
大きな青年経済人を育成す
るという目的で、「お好み
焼きの千房」の中井政嗣氏
と「人と経営研究所」の大
久保寛司氏の講演及び対談
を行いました。

卒業例会
日時：12月10日
場所：一宮市商工会議所

　これまで、青年会議所活
動に御尽力いただいた 7
名の卒業生の皆様に、現役
メンバーから敬意と感謝を
伝える例会でした。
　今までの教えをしっかり
次世代メンバーに継承して
いき活力溢れる（社）一宮
青年会議所にしていきたい
と改めて思う事業です。

今、求められる「信」の経営
日時：11月23日
場所：一宮市尾西市民会館


