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追求 ～燦然たる可能性に未来を描き、いま追い求めよう～

2017年度 一般社団法人新津青年会議所 第61代理事長 土田 健輔
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2017年度スローガン

燦然たる可能性に未来を描き、
いま追い求めよう

本当に多くの皆様に支えられ、２０１７年の全ての事業を終えることができました。

本年度スローガン『追求』の下、地域との共生と協力の重要性を理解し、あと一歩先を追い求める姿勢を

大切に、この地域を広域的に対外的に多面的に捉え、愛する故郷に何が必要なのかを青年世代なりに議論し

展開して参りました。

振り返ればあっという間の1年間でありましたが、地域に根差した活動の一つひとつから多くの学びを得る

ことで、会員各々の大きな成長に繋がったと確信しております。

新津青年会議所は創立６０周年を経て、新たなスタートを切ることができました。これも偏に、先輩より

格別なお力添えをいただき 地域の皆様からのご理解とご協力の賜物であると、心から御礼を申し上げます。

これから先も多くの先輩方によって築いてこられた歴史と伝統を活かし、地域に寄り添う青年団体として、

更なる秋葉区の活性と共に邁進して参ります。

２０１７年を終えるにあたり、新津青年会議所会員を含め活動に関わっていただいたすべての皆様に深く

感謝を申し上げます。

２０１８年度、一般社団法人新津青年会議所理事長を務めさせていただきます。

２０１８年度はスローガンを創造～未来を創る新たな一歩～と掲げさせていただきます。新津青年会議所

は６０年以上の長きに渡り、地域の方々のご理解のもと活動して参りました。私たちは日々地域と寄り添い

ながら夢と希望を持ち、未来のために明るい豊かな社会を作る活動を生み出し続けると共に、新たなるもの

に挑み成長していく必要があります。我々の活動をより多くの人々に広め、同志を募り、様々な意見を取り

入れ、未来を見据えた活動を創造する団体として会員一人ひとりが覚悟を持って取り組んで参ります。

私達は地域の方々や会社や家族の理解を得て青年会議所活動に尽力することができています。その機会の

提供に感謝し努力を惜しむことなく、そして過去の失敗や成功にも心を縛られることなく、自己と向き合い

秋葉区の新たな一歩を創造して参ります。

創造 ～未来を創る新たな一歩～

2018年度 一般社団法人新津青年会議所 第62代理事長 長谷川 和広
株式会社明光設備

2017年度役員紹介

直前理事長 監 事 監 事 副理事長 副理事長 専務理事

前田紘志 笠原綱生 長谷川和広 川名伸明 清水優一 佐々木謙治
㈲新津清掃社 Kasahara Farm ㈱明光設備 ㈱川名花店 ㈲サン保険センター 協立不動産販売㈱
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2017年度委員会報告 まちの可能性追求委員会
２０１７年、私たちまちの可能性追求委員会は秋葉区の宝の発見と発信に関係する事業を展開しました。

一つ目は６月例会として秋葉区の宝である里山(秋葉山）を活用した「親子でいっしょに森の学校」です。普段は

外で遊ぶ機会の少ない小学生の皆さんにＡｋｉｈａマウンテン・プレーパークで遊ぶことや工作体験など、日頃では

なかなかできない体験を親子で楽しんでもらいました。地域の豊かな自然を十分活用しきれていない現状を少しでも

改善できたと感じております。ご参加頂いた方からは秋葉公園にまた来たいという有難いお言葉を頂きました。

２つ目は１０月に開催された「秋の音２０１７」へ共催団体として参加しました。県立植物園を会場として２日間

に渡り開催された野外音楽イベント（フェス）で秋葉区の魅力を若い世代を中心に発信することができ、新潟県内は

もちろん他県からも来場者があり、秋葉区の良さをＰＲできた事業となりました。当団体は地域では規模が小さく、

他団体と協力することで大きなイベントが開催でき、地域活性化の一助となるチャンスがあることを体感できました。

ご協賛頂きました企業、団体の皆様には心より感謝致します。

１年間を通して地域の魅力を見つめ今までと違った関わり方ができた貴重な時間を過ごすことができました。今後

も地域と向き合った活動をして参ります。新津青年会議所を宜しくお願い致します。

委員長 副委員長 委 員 委 員 委 員 委 員

石井孝宏 中島加代子 清野功一郎 神田悠 小林旬太郎 長澤竜也
三井住友海上 ㈱ライフプラザ 髪結いReve オフィスＫ ㈱秋葉造園 ㈲ナオプラン
火災保険㈱ パートナーズ

委 員 委 員

大湊幹生 荒井貴幸
One’s Studio APPLE BUTTER 

WORKS

2017年度委員会報告 己の可能性追求委員会

本年度、己の可能性追求委員会は主に総務、広報活動を担当させていただきました。月１回の理事会、年３回の総会

を運営、設営を行って参りました。広報活動ではＳＮＳも活用したＨＰの更新や広報誌あがの発行など、当団体の周知

に繋がるよう努めて参りました。

例会としては１月に新年会、１２月に卒業式・バッジ伝達式を開催致しました。おもてなしの心で挑んだ新年会では、

２０１７年度のスタートとなる事業を盛会に終えることができました。ご参加いただいた来賓の皆様、特別会員の皆様、

他青年会議所の皆様に改めて感謝申し上げます。そして、卒業式では経験豊富な卒業会員と現役会員とでディスカッシ

ョンを設け、現役会員に今後の青年会議所活動への意欲を高めてもらいました。

１年間本当に多くの方々に支えられ協力いただき大変感謝申し上げます。今後も委員会メンバーで１年間背負った当

委員会名のように己の可能性を追求していけるよう精進致します。

委員長 副委員長 委 員 委 員 委 員

横山喜規 本間隆太郎 志田栄太郎 片岡靖志 若月 要
㈱桝形屋 ㈲本間酒舗 北栄自動車工業㈱ ㈱日園 酪農業

6月例会「親子でいっしょに森の学校」

1月例会「新年会」
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2017年度委員会報告 創立60周年実行委員会
この２０１７年度に一般社団法人新津青年会議所は創立から６０年を迎えることとなりました。その節目の年におい

て、地域の皆さまと共に学びを得ることのできる事業を開催し、そして、これまで新津青年会議所の歴史を築いてこら

れた先輩方、我々の活動を支えて下さっている関係者の皆さま、そして他の会員会議所の同士をお招きして感謝の想い

と我々の気持ちを伝えるべく、記念式典ならびに祝賀会を執り行う運びとなりました。記念事業として開催しました、

１９９２年バルセロナ五輪柔道金メダリストの古賀稔彦様の講演会は参加者の皆様から大変にご好評をいただきました。

また、記念式典は洗練された内容であったと評価していただきましたし、祝賀会においてもご参会の皆さまから楽しん

でいただけたのではないかと考えております。ご出席、ご協力頂きました皆様、そして共に事業成功を達成に尽力して

くれた会員の皆様に心より感謝申し上げます。

2017年度委員会報告 ひとの可能性追求委員会

本年度当委員会は、ひとの可能性を追求するということをテーマに、２つの事業を開催させていただきました。

１つは、真剣勝負の中から自分の可能性というものを子供達に感じてもらいたいと、４月例会としてわんぱく相撲あきは場所を

開催しました。 特に今年は第３０回という節目の年であり、多くの方々より多大なるご協力を賜り、そして、多くの子ども達に参加

してもらい、子ども達自身に可能性を感じてもらう機会を作る事業とすることができました。

もう一つは、新津青年会議所会員に新たな可能性を感じてもらいたいということから、１１月例会といて認知症サポーター養成

講座を受講していただきました。受講者は認知症サポーターとして認定されました。知識を習得することで社会の問題に対し、

新たに（気付く）ということから、自分にできることの可能性を感じてもらう事業が開催できたのではないかと感じております。また、

当団体としても福祉関係者との新たなパイプを得ることで今後の可能性を広げる事業となりました。今後益々、当団体が活動を

通して地域から信頼される団体となるよう精進してまいりたいと思います。

１年間、本当に多くのご支援をいただき２つの事業を開催できたことに感謝申し上げます。

委員長 副委員長

阿部晴行 竹内 卓
阿部晴行 社会福祉法人

行政書士事務所 親和福祉会

委 員 委 員

中澤大輔 松尾雄一
ラビットクラブ ㈱松尾工務店

委 員 委 員 委 員

金塚 毅 髙橋智衛 帆苅哲也
カネヅカ楽器 ㈱フルハウス 帆苅建材㈱

実行委員長 実行委員長特別補佐 大会会長 副実行委員長 副実行委員長

片岡靖志 志田栄太郎 前田紘志 川名伸明 清水優一

4月例会「わんぱく相撲あきは場所」

創立60周年記念事業
古賀俊彦氏講演会
「メダリストからの贈り物」

11月例会
「認知症サポーター養成講座」
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2017年度事業写真

2017年度 賛助会員の皆様 ～今年度もご協力ありがとうございました！！～

秋葉建設興業㈱ ㈲旭プロセス ㈱飯野建設 ㈲イタバシ ㈱井浦商店 割烹井浦 ㈱イシカワ

江戸屋クリーニング店 カクテルスナックカトレア 川上石材店 ㈱春日薬局 ㈱カワマツ にいつフードセンター

熊倉敏明 普談寺 コンパニオンクラブ可憐 ㈲酒のわんず ㈱サンカントピュール ㈱石宝

セブン・イレブン水原市野山店 髙橋健朗税理士事務所 大宗建設工業㈱ 多良富久食堂 ㈱土田商店

㈱中真 中野商店 ㈱新潟ロビンソン ㈱日園 ㈲野本時計店 生野昭雄 橋本商店 ㈲羽入 ㈱馬場工務所

林モーターサイクル 東村里恵子 ㈱フィールドスケープ ㈱ふとんの新保 宮川良之 ㈱結興業 ㈱諸橋工務店

㈲やまいし（フルーツ＆ギフトやまいし） ヤマイチファッション 山田道夫 ㈱吉田電機

（敬称略・五十音順）

「創立60周年記念式典・記念祝賀会」
「わんぱく相撲新潟県大会見附場所」

「わんぱく相撲あきは場所」アトラクション 6月例会「親子でいっしょに森の学校」 新潟ブロック協議会主催スポーツ大会「ソフトボール」・「サッカー」

←会員拡大事業
会員候補者との
「交流ソフトバレー」

現役OB交流ゴルフ→
「JCマスターズ」

12月例会
「卒業式・バッジ伝達式」

←音楽フェス
「秋の音（AKINOOTO」

↑ 「第5回あきはなび」 →


