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検 索福井青年会議所

福井JCは、人を変える。

大丈夫の心で創り育もう！
ま   す   ら   を

人とまちが輝く
ふくいを。

共にJCと福井を熱く語りましょう !

7月度 シニアクラブ
現役交流会 開催
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日時：平成23年7月21日（木）

会場：ユアーズホテルフクイ（受付：3F）
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実現して○ただきた◎その結果○部性能が◎なくても○社の製品◎けでシス○ムを統合◎るか製品○導入する◎ともに交○で連携を◎り実現し○いた
だき◎いその結○一部性能◎良なくて○一社の製◎だけでシ○テムを統●実現して○ただきた◎その結果○部性能が◎なくても○社の製品◎けでシス
○ムを統合◎るか製品○導入する◎ともに交○で連携を◎り実現し○いただき◎いその結○一部性能◎良なくて○一社の製◎だけでシ○テムを統●実
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き◎いその結○一部性能◎良なくて○一社の製◎だけでシ○テムを統●実現して○ただきた◎その結果○部性能が◎なくても○社の製品◎けでシス○
ムを統合◎るか製品○導入する◎ともに交○で連携を◎り実現し○いただき◎いその結○一部性能◎良なくて○一社の製◎だけでシ○テムを統●実現
して○ただきた◎その結果○部性能が◎なくても○社の製品◎けでシス○ムを統合◎るか製品○導入する◎ともに交○で連携を◎り実現し○いただき
◎いその結○一部性能◎良なくて○一社の製◎だけでシ○テムを統●実現して○ただきた◎その結果○部性能が◎なくても○社の製品◎けでシス○ム
を統合◎るか製品○導入する◎ともに交○で連携を◎り実現し○いただき◎いその結○一部性能◎良なくて○一社の製◎だけでシ○テムを統●実現し
て○ただきた◎その結果○部性能が◎なくても○社の製品◎けでシス○ムを統合◎るか製品○導入する◎ともに交○で連携を◎り実現し○いただき◎
いその結○一部性能◎良なくて○一社の製◎だけでシ○テムを統●実現して○ただきた◎その結果○部性能が◎

　混沌とした景況感の中で様々な団体
がその存在意義を再び見つめなおす今、
福井青年会議所においても中長期ビ
ジョンの再構築や近年の課題である会
員数減少への対策など重要な課題を抱
えています。そして本年は、いよいよ
来年に迎える創立50周年に向けて勢い
をつけて進める大事な年となります。
　本年の交流会は、「今ここに、大丈夫
集結！！」と題しまして開催をさせて頂
きます。「大丈夫」は今年度の福井青年
会議所を象徴する大事なキーワードの1
つであり、この不況を打破するような
精神的な強さも意味します。幕末の頃、

越前福井藩にはお手本とすべき「大丈
夫」が現れたように、JCや人生の先輩
として手本とすべきシニアクラブメン
バーの「大丈夫」。未来の福井のために、
今年度の事業計画を信念を曲げずやり
抜こうとする現役メンバーの「大丈夫」。
時間を越えて福井青年会議所の「大丈
夫」たちが集結し、来年迎える創立50
周年に向けて一体とならせて頂く場に
させて頂きたいと思っております。ま
たシニアクラブメンバーの皆様には懐
かしい想い出話から近況の情報交換、
そして現役との交流などお楽しみ頂け
る時間となりますよう現在準備を進め

ております。どうか同期、卒年前後の
皆様をお誘いあわせのうえ、当日ご参
加賜りますよう現役メンバー一同、心
よりお待ち申し上げております。
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を統合◎るか製品○導入する◎ともに交
○で連携を◎り実現し○いただき◎いそ
の結○一部性能◎良なくて○一社の製
◎だけでシ○テムを統●実現して○ただ
きた◎その結果○部性能が◎なくても○
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創立50周年を前に「今ここに、大丈夫集結！！」

わんぱく相撲
ふくいプライドクエスト2011
平成の明道館
ふくい人の力大賞

ひと

ま    ち

誇り高き未来に向けてプロジェクトの推進
「ヒーローになれなかったヒーロー」
作文コンクール

地域の担い手プログラム
5月度例会 親学で拓く 子どもたちの輝く未来
足羽川河川敷景観事業 in ふくい春まつり

撮影：左内公園（福井市左内町7）内 橋本左内像

interview 日本JC 日中友好の会 会長  

揚原 安麿先輩

受　付／17：30～
例　会／18：00～

お申込みは、先日お送り致しました返信用ハガキにてお送り頂くか、事務局まで ☎0776・33・1750

増田 喜一郎君
担当委員会／未来構想特別委員会 特別委員長 

ま  す  ら  を

私達は福井青年会議所の
活動を応援します。 ◆ 大西綾子

ご迷惑をおかけする事
多々出てくるかと思わ
れますが、毛利さんの
ご指示を仰ぎながら精
一杯務めてまいりたい
と思っております。よろし
くお願いいたします。

◆ 毛利綾子
6月1日より1年間産休
に入ります。ご迷惑をお
掛けする事もあるかと
思いますが、来年の50
周年を迎える年には復
帰しますのでどうぞよろ
しくお願いいたします。

事務局の毛利さんが産休に入ります。代わりに大西綾子さんがスタッフとして入ります。

写真は去年の模様です

お知らせ

シニア
クラブの
皆様



福井JCに入る
までも、様々
な交流はありま
したが、どちら

かというと同業の
方との交流が多く、自

分自身の視野が狭くなってい
たように感じます。違う価値観を持っ
た仲間と、真剣な議論のやりとりがで
きたこと、また、先輩方からの叱咤激
励やご指導を頂くことの繰り返しこそ
が、自分自身何よりの学びや気付きで
あったと思います。その学びや気付き
があればこそ、以前よりも真剣に福井

の発展と将来について考えるようにな
り、その中で自分が何をするべきかを
考えられるようになったと思います。
今後も福井JCに育ててもらった者と
して、郷土の為に頑張ることで恩返し
をしていきたいと思っています。

福井JCは、40歳を越えて企業のトッ
プに立ったときに、最低限身に着けて
おかなければならない経済人としての
心得を習得させて頂ける団体です。実
体験として企業の運営方法を学ぶ上で
大変ためになりました。会社組織の体
系や、社会活動を行ううえでのマ
ナー、ロバート議事法を使った会議手
法、地域社会への貢献の方法などで
す。ボランティア活動を通じては、奉
仕の精神を学ばせて頂きました。青少
年育成事業では、今子供たちに必要な
希望と大都市への担い手の流出問題

を、まちづくり委員会では、
まちの賑わい創出のヒン
トを、それぞれの年
にそれぞれの委員会
で多くの学びを得
たと感じています。
また、14年間の青
年会議所活動の中
で、苦楽を共に様々
な事業を通して育んだ
メンバーとの固い絆は、
間違いなく、私の大きい財産
です。

検 索福井青年会議所
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□□□□□□□□□
福井 太郎　

実現して○ただきた◎その結果○部性
能が◎なくても○社の製品◎けでシス○
ムを統合◎るか製品○導入する◎ともに
交○で連携を◎り実現し○いただき◎い
その結○一部性能◎良なくて○一社の
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アジアコミュニケーション
委員会

□□□□□□□□□
福井 太郎　

実現して○ただきた◎その結果○部性
能が◎なくても○社の製品◎けでシス○
ムを統合◎るか製品○導入する◎ともに
交○で連携を◎り実現し○いただき◎い
その結○一部性能◎良なくて○一社の
製◎だけでシ○テムを統●実現して○た
だきた◎その結果○部性能が◎なくても
○社の製品◎けでシス○ムを統合◎る
か製品○導入する◎ともに交○で連携を
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Notice

福井JCは、
　　　 を変える。人

特集

誰もが福井JCに入って、自分の中に変化があると言う。
自分自身、気づいてなくても、周りの人がそう評価してくれる。
もちろん、一人一人のJCへの関わり方次第で、大きくも小さくもなるが、
福井青年会議所には、人を変える「力」がある。
「この組織に入って変わった」「変わったと言われた」、そんなメンバーを一挙紹介したい。

福井県護国神社 JC歴７年
                  次世代教育環
境委員会 副委員長～県都
ふくい創造委員会 委員長～
専務理事～副理事長～監事

実現して○ただきた◎その結果○部性能が◎なくても○社の製品◎けで
シス○ムを統合◎るか製品○導入する◎ともに交○で連携を◎り実現し
○いただき◎いその結○一部性能◎良なくて○一社の製◎だけでシ○テ

第51代理事長

宮川 貴文君

福井の発展と将来について
真剣に考えるようになった！

実現して○ただきた◎その結果○部性能が◎なくても○社
の製品◎けでシス○ムを統合◎るか製品○導入する◎と
もに交○で連携を◎り実現し○いただき◎いその結○一

□□□□□□□  □□ □□氏

地域社会に生かされている私達にとって、
重要なスキルや知識を得ることができる。

平成の明道館

郷土の偉人「橋本左内」の生き方を、親近感を持って善き手本と

して学び、日本人の普遍的な心（道徳心や利他の心や貢献する

心など）を感じ取り、精神的に豊かな存在として成長していく

ための教訓や行動指針を身につける機会といたします。

00：00～00：30　
●会場：□□□□□□□□□□□□

7～10
月

「親学で拓く 子供たちの輝く未来」
5月度公開例会

● 5月20日　国際交流会館地下多目的ホール

事業報告（2011年1月～5月）

講演「取り戻そう！  輝く大人の背中」。
親として、地域の大人として必要なことを学びました。

地域の担い手づくりプログラム
ま　　 ち

このプログラムは、地域の担い手としてのこ
ころとスキルを学ぶ目的で行われています。
この事業をきっかけに、将来の職業を意識し
選択していくと思います。また、参加したメ
ンバー自身が、大きな気づきを得たのも事実
だと思います。今後も積極的にこのプログラ
ムを展開してまいります。

平本 智徳君担当委員会／ふくいの「こころ」
育成委員会 委員長

上志比中・大東中・足羽第一中・藤島中の
4校で「産業」を実施！

足羽川河川敷景観事業inふくい春まつり

4月9日より16日まで光福アート展と東日本大
震災の募金活動を実施しました。アオッサ4
階広場で行った7日間のアート展は近未来的
な雰囲気を醸し出すことができました。最終
日は足羽川河川敷にアート展を移設し、満開
の桜並木をバックに花見に訪れた県内外の
方々の目を楽しませることができました。

本例会では、㈶親学推進協会 高橋史朗理事長に、家庭の教
育力を取り戻そうと心に響く講演をいただきました。続い
てのパネル討論では、高校野球など各現場での経験に基づ
いた意見を頂戴し、親世代が自分自身を見つめなおし、親
として地域の大人として大切なこと、子供を育てるのに本
当に必要なことを感じ取っていただけたのではないでしょ
うか。当日は300名を超える多くの方にご来場頂きました。

本例会では、㈶親学推進協会 高橋史朗理事長に、家庭の教
育力を取り戻そうと心に響く講演をいただきました。続い
てのパネル討論では、高校野球など各現場での経験に基づ
いた意見を頂戴し、親世代が自分自身を見つめなおし、親
として地域の大人として大切なこと、子供を育てるのに本
当に必要なことを感じ取っていただけたのではないでしょ
うか。当日は300名を超える多くの方にご来場頂きました。

岩本 吉生君

～東北へ光福よ、届け～
光福アート展と、東日本大震災の募金活動を実施。

ひ か り

ひ か り

担当委員会／ふくいの魅力
創造委員会 委員長

細川 善弘君担当委員会／和の「こころ」継承委員会 委員長担当委員会／和の「こころ」継承委員会 委員長

JCでの経歴

㈱ローズガーデン　JC歴14年
　　  　    　総務委員会～中
期ビジョン策定委員会～40周
年実行委員会～45周年実行
委員会ふくいアイデンティティ創
造委員会～まちの担い手育成
委員会 副委員長　など

㈱ローズガーデン　JC歴14年
　　  　    　総務委員会～中
期ビジョン策定委員会～40周
年実行委員会～45周年実行
委員会ふくいアイデンティティ創
造委員会～まちの担い手育成
委員会 副委員長　など

岩本 吉生君
ふくいの魅力創造
委員会 委員長  

JCでの経歴



あなたも掲載メンバーのように、
自分を！ 会社を！ 変えてみませんか。
また、あなたのお知り合いに
候補者がいればご紹介下さい。

会員募集中！！
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福井JCは、　 を変える。人

昨年6月に起業しましたが、福井JCに入

会したのがきっかけでした。同じ年代の

方や年下の方と事業を共に行うたびに奮

い立たされました。なぜメンバーの皆は

こんなにパワフルなのだろう、なぜ仕事

も全力でしながらJC活動ができるのだろ

うと考える事が多くなり、その答えが福

井JCにあったと思います。自分で起業し

ようと思い、メンバーの皆に相談し、応

援もしていただきました。他人にまで目

を向ける事が難しい時代だと思いますが、

まちづくり・青少年育成など様々な分野

で報酬も無しに活動しているメンバーだ

からこそ出来る事だと感じ

ました。私は福井JCに入

会し本当によかったと感

謝しております。

福井JC入会がきっかけで起業！
会社のモチベーションがココにある。

JC活動を通して、何事にも考え方がプラス思

考に変わりました。また、家族のありがたさ

が身にしみて分かるように！

清水紙料株式会社　JC歴7年
　　　　　　ふくいグランドデザイン
委員会～財政組織進化特別委員会 
副委員長～総務渉外委員会 委員長
～ふくいの魅力創造室　室長～監事
　　　　　日本青年会議所
北陸信越地区協議会　事務局次長

会員開発委員会 委員長

清水 盛伸君

何事も為せば成る。意識が変わった！

入会当初は、何事にも商売に繋げよう

としていました。いつの間にか考え方

自体が変わっていて、まず、人として

信用してもらうこと。そうすれば自然

と人脈も広がり、商売もついてくる！

そんな風に考えるようになりました。

合同設備工業 株式会社　JC歴６年
　　　　　    ４５周年運営委員会委員、ソー
トリーダー育成委員会副委員長～ふくいの
誇り育成委員会委員長～総務委員会委員
　　　　  福井ブロック協議会事務局次
長、福井ブロック協議会総務渉外委員会
副委員長

LOM向上室 室長 

木村 丈展君

大事なのは、人として
信用してもらうこと

JC活動を、有効なものにするかし

ないかは自分次第。私は本当に多

くのものを頂いています。生涯の

友と呼べる仲間がたくさんできまし

たし、JCで学んだ会議の仕方等を会

社でも活用しています。

多くの仲間から
たくさんの贈り物がある

福井JCには様々なタイプの人達がいます。

そんな方々と接するうちに、自分自身に

はないもの、足りないもの、必要なスキ

ルや考え方、そしてなりたい自分、そん

なものが見えるようになりました。

もっと自分を
磨きたい！
そう感じるように
なった

（株）江前 JC歴1年
　　　　　  会員開発委員会

LOM
ブランディング委員会

江前 力哉君

今まではネガティブな考え

方で地味な行動をとってい

た私でありましたが、委員長

をさせていただいて、心地よ

いプレッシャーと責任感の上

で、かけがえのない仲間と共にや

りがいをもって前向きに臨み、とても

充実したＪＣライフを満喫しております。

朝日風月堂株式会社　JC歴3年
　　　　　　まちづくり検証委員会

ふくいの魅力創造委員会 
副委員長  

河﨑 淳一君

おかげさまで、
素晴らしい機会に
恵まれ、感謝

時間をつくることが必要だったためか、

社員に任せるようになりました。その

ことで社員も大きく飛躍し、自分自身

も次の展開を考える時間が創れるよう

になりました。

社員を信頼し「任せる」！

JC活動を通じて、色々なことを学ばせて

いただきました。特に、組織においての

コンセンサス形成の重要さを改めて体感

させていただきました。

自分にとっての、
資質力養成の
機会に
巡り合えた。

ふくいの魅力創造委員会

木下 剛男君
（株）マルキヤ宣広社　JC歴2年
　　　　　　会員開発委員会

㈱ティー・ロジック　JC歴3年

政策発信委員会 副委員長

総務委員会 委員長

髙木 俊太郎君
JCでの経歴

JCでの経歴

出向経歴

JCでの経歴

JCでの経歴

和の「こころ」継承委員会
委員長  

細川 善弘君
（有）細川丈夫仏壇店　JC歴10年
　　　　　　子育て環境委員会 副
委員長～まちづくり検証委員会 など
　　　　　福井ブロック協議会 副事
務局長～地区幹事～日本青年会議
所関係委員会 など

JCでの経歴

出向経歴

監事 河合 弘治君
柴田商事　株式会社　JC歴5年
　　　　　　財政・組織進化特別委
員会 副委員長～広域圏連携委員会 
副委員長～総務委員会、財政・組織
進化特別理事～次代の組織創造会
議 議長

JCでの経歴

JCでの経歴

出向経歴

JCでの経歴
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　日中友好の会は日本青年会議所から正式
に認められた支援団体で、1985年の結成か
ら25年余が経ちました。実は発足以前に、
日本青年会議所が中国にミッションに行っ
た際、船が故障して動けなくなったのを中
華全国青年連合会が尽力して修理をしてく
れたという出来事がありました。その時に
「また来ます」と約束したのに、翌年、単年
度制の弊害で何の連絡もせず、そのおかげ
で強い不信感を持たれたという事件があり
ました。この状態を払拭し、再び継続的な
友好関係を築く必要が日本JCにはあったの
です。
　中国には“古い友人を大切にする”という
中国人の心を示す、「老朋友（ラオポンヨ
ウ）」という言葉があります。長く付き合う
老朋友の役目を果たすには、単年度制のJC
では難しい面がありました。そこで、長く
信頼して付き合える年度を超えた別組織と
して、日中友好の会が誕生したのです。

　メンバーは現役、OBを問わず、訪中ミッ
ションの委員会メンバーなど中国と直接関
わったことのある方が中核となって現在は
現役の活動に沿ったリクエストに応え、彼
らの応援をするという形をとっています。
私が現役だった時には中国に毎年訪中ミッ

ションを送り、2005年の20周年には400名
もの訪問団で行きました。両国の交流にお
いて、かなりの存在感を示してきたと思っ
ています。中国にJCはないですが、私たち
が交流している中華全国青年連合会は中国
で重要な一群であり、現在の胡錦涛国家主
席もこの団体の出身です。胡錦涛さんは毛
沢東から数えて第4世代の方ですが、私の世
代が交流しているのは第6世代の方です。次
の次くらいには、私たちが交流している方
の中から主席が出るかもしれませんね。日
本JCは長年にわたり、そういう方々と友好
関係を築いているのです。

　私が友好の会での経験を通じて考えたの
は、国同士のスタンスや譲れないところが
あったとしても、民間外交の場ではお互い
に深い信頼関係を持っていたいということ
です。継続を重視し、途絶えさせないこと
が大切です。例えば昨年9月、尖閣諸島の問
題が起きましたが、だからと言って会いた
くないと言われない関係が貴重なのです。

　現在の日中友好の会は、直接日中の委員
会に関わった人でないと敷居が高い印象が
あるようです。最初は中国がどんなところ
か見てみたい、ミッションに参加してみた
いという、小さな興味からでもいいと思う
のです。そういう方の参画を増やして、も
う少し気軽に加われる環境を整えていきた
いですね。必要な会議や委員会だけでなく、
いろいろな人の中国観や中国とのビジネス
での悩み、ルート開拓のコネクションなど
を話し合う、交流を目的とした集まりを積
極的に仕掛け、日本JCメンバーと中国の橋
渡しの拡大につなげていきたいと考えてい
ます。
　現役メンバー、シニアメンバーの皆さん
には、民間外交の絆をつくる気持ちでどん
どん関わってほしいと思います。相手は国
家の中枢を担う会員5億人の組織ですが、
せっかくJCをひとつの付き合い相手として
認めてくれている親しい間柄なのですから、
より多くの人が加わり、それぞれの感覚を
生かして、中国に対する自分の感覚での理
解をしてほしいと思います。相手を知らな
いことは、友好の妨げになります。交流の
中でちゃんと中国の文化や背景を勉強しな
がら、敬意と理解に基づいた真の友好の実
現に向けて活動していきたいと思います。

Report

中国のよき友人「老朋友」に
なることを目的に
日本JCの支援団体として結成。

interview

日本JC 日中友好の会
会 長

揚原 安麿先輩

1963年福井県生まれ、江守商事株式会社
常務取締役。1993年社団法人福井青年会
議所に入会。1999年第39代理事長。2003
年度社団法人日本青年会議所第52代会頭。
そして昨年、日本JCシニアクラブ代表世話人、
日中友好の会 ３代目会長に就任されました。

あ げ   は ら 　　や す   ま ろ

中国の次世代を
担う人材との橋渡し役を
務めていきたい。

平成の明道館
郷土の偉人「橋本左内」の生き方を、
親近感を持って善き手本として学
び、日本人の普遍的な心（道徳心や
利他の心や貢献する心など）を感じ
取り、精神的に豊かな存在として
成長していくための教訓や行動指
針を身につける機会といたします。

国技である相撲を通じて、礼を学び、
努力することや諦めないこと、相手に
対する思いやり等、社会生活に必要な
徳性を育んでいただきます。また地域
の大人が子供たちの育成に関わる事の
重要性を感じていただきます。

誇り高き未来に向けて
プロジェクトの推進

1975年に我々の先輩が発掘した日下部太郎、その後2007
年の記念事業の際に映画「ヒーローになれなかったヒー
ロー」を制作いたしました。この映画を通じて、貢献する
心や他人をおもいやる心を育み、さらに子供達の実際の
アクションにつなげる
ために作文コンクール
を開催いたします。
小学 6年生のお子様が
いらっしゃいました
ら、ぜひご応募下さい。

担当委員会／ふくいの「こころ」
育成委員会 委員長
平本 智徳君

事業告知

ふくい人の力大賞
ひ と

「ふくい人の力大賞」は、ふくい
の人財である傑出した若者たち
を紹介し、その活躍を広く知っ
ていただき、さらに今後の福井
の活力と、愛する故郷「ふくい」
の創造につなげる事業です。「こ
の人！」と推薦する人がいればご
連絡下さい。

18：00～20：30　
●会場：福井テレビ大ホール

わんぱく相撲
 ●福井大会：
    福井県立武道館相撲場

6月

26 日

9月

3・4
土・日

9月

15 木

未来へつなごう！
ふくいの誇り
ふくいプライドクエスト2011

ふくいが全国に誇れる歴史や文化に触れ、ふくいという地域
の成り立ちを学ぶことでこの地元ふくいの良さを学び、自分
たちが生まれ育った故郷に誇りが持てるようになる体験学習
として開催いたします。
今年は、福井市一乗谷・東郷地区周辺を、自然と触れながら
学べる場としたいと考えています。ぜひご参加下さいませ。

●会場：福井市一乗谷・東郷地区周辺

「ヒーローになれなかったヒーロー」
作文コンクール

担当委員会／和の「こころ」
継承委員会 委員長  
細川 善弘君

7～10
月

担当委員会／
総務委員会 委員長
高木 俊太郎君

※事業の写真は全て昨年の事業風景です

〒918-804
福井市西木田2-8-1  福井商工会議所ビル内
TEL.0776-33-1750  FAX.0776-33-1752
E-mail admin@fukuijc.or.jp
URL  http://www.fukuijc.or.jp

事業の詳細はHPまで。

検 索福井青年会議所

ご応募締切
8月31日
（水） 

対象：小学6年生

随時

更新中
!

現役メンバーには、
受け継がれた日中友好の絆を
活かして欲しい。
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