一般社団法人 会津坂下青年会議所 創立40周年

これからの
会津坂下青年会議所
浩孝

一般社団法人 会津坂下青年会議所

二瓶

理事長
我々、会津坂下青年会議所は一般社団法人 会津喜多方青年会
議 所 を ス ポ ン サ ー と し て、 日 本 で 六 三 二 番 目 と し て 発 足 し ま し
た。それ以来多く地域住民の方々や先輩諸兄に支えられ、本年創
立四十周年を迎えることが出来ました。これを期にこれまで一般
社団法人 会津坂下青年会議所にご支援を頂いた皆様へ感謝の気
持ちを表すと共に、新たな歴史へのスタートをきるべく創立四十
周年の記念式典を開催させて頂きました。
我々は一九七八年の創立以来、地域を形作る上での基礎となる
べく、日々活動・運動を行なっております。今現在、少子化問題
が各地域で深刻な問題となり若者が県外に出て行ってしまい地域
の文化が衰退している現状も確認してきました。どのようにすれ
ば若者の流出を食い止める事が出来るのかを考え、未来を担う子
供たちが心の底から生まれて良かったと思える地域の為に会員一
丸となり努力して行きます。
五十周年に向けて、これから十年の間に人と人の輪を広め色々
な方から情報を吸収し、特色ある地域作りの為に、若者の力や発
想を武器として地域を創造して行く事が我々の使命だと思いま
す。遠くから山を見ると頂上が見えますが、実際に上ってみると
頂上はなかなか見えません。少しずつ長期的・発展的な地域造り
に挑戦して参ります。
最後になりますが、創立四十周年記念誌の発行にあたって多く
の地域の皆様・先輩諸兄に感謝を申し上げると共に、今後とも一
般社団法人 会津坂下青年会議所の活動・運動にご支援、ご協力
のほどよろしくお願い申し上げます。

ごあいさつ

孝徳

四十周年実行委員長

服部

一九七八年に明るく豊かなふるさと会津を築くため、会津坂下
青年会議所は創立され、地域住民の皆様の力添えもあり、今年で
四十周年を迎えることが出来ました。ここに、創立以来、関係さ
れてまいりました皆様及び歴代会員の皆様に深甚なる感謝を申し
上げるとともに、ご多用のところ記念式典並びに祝賀会へご出席
くださいましたご来賓並びに、各地青年会議所会員の皆様方へ厚
く御礼申し上げます。なお、不行き届けが多々ありましたところ
ではございますが、慶事に免じてご容赦いただければ幸いです。
さて、今回の四十周年記念式典並びに祝賀会、及び記念事業は、
私達、一般社団法人会津坂下青年会議所のメンバーは会員減少の
最中にあり、世代交代が如実に現れたメンバー構成の中、開催に
いたりました。現在会員のほとんどのメンバーは入会暦が五年未
満であり、初の周年事業の企画・運営・実施となりました。実行
委員会立ち上げ当初は皆様を歓迎すべく、様々な企画案が出まし
たが、開催時期が近づくにつれ、私達の力不足を実感しながらも
企画を進め、実施にいたりました。まだまだ未熟な私達ではあり
ますが、これまで頂いたご支援に報いることが出来るよう努めて
まいりますことをお約束し、ご挨拶とさせていただきます。
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祝

辞
福島県知事

内堀

雅雄

一般社団法人会津坂下青年会議所の創立四十周年を心からお祝
い申し上げます。
貴青年会議所におかれましては、昭和五十三年の設立以来、
「明
るく豊かなふるさと会津」を築くため、青少年の健全な育成や地
域主体のまちづくりを推進する様々な活動に積極的に取り組んで

少年育成事業」を通じた魅力あるひとづくりの実践に取り組むほ

か、只見線を活用した地域の活性化をテーマに講演会を開催する

など、故郷の飛躍・飛翔のために、前向きで情熱あふれる活動に

取り組まれており、大変心強く感じております。

四十年の長きにわたり、真摯に活動を続け、地域の発展に大き

支援や産業振興、観光誘客等により、夢、希望、笑顔に満ちた「新

チャレンジするとともに、地域を支える中小企業・小規模企業の

県といたしましても、皆様と力を合わせ、様々な課題に果敢に

く貢献されてきましたことは、歴代理事長を始め、会員の皆様の

生ふくしま」の実現に全力で取り組んでまいります。

こられました。

御努力のたまものであり、深く敬意を表します。

に、その行動力を存分に発揮され、地域の若きリーダーとして、

皆様には、四十周年というこの輝かしい節目の時を新たな契機

今もなお、多くの方々が避難生活を続けており、各方面で風評

より良い社会づくりのため御活躍されますとともに、本県の復興

東日本大震災から六年九か月が経過いたしました。

の影響が根強く残るなど、本県の復興はいまだ途上にあります。

と地域創生に引き続き御支援、御協力を賜りますようお願い申し

健勝を心からお祈りいたしまして、お祝いの言葉といたします。

結びに、会津坂下青年会議所のますますの御発展と、皆様の御

上げます。

一方で、皆さんを始めとする県民の御努力と国内外からの温か
い御支援により、経済指標や県内観光地におけるにぎわいの回復、
さらには全国新酒鑑評会での金賞受賞数五年連続日本一の快挙な
ど、復興に向けた明るい光が一層の強まりを見せております。

このような中、皆様には、次世代を担う子どもたちの健全な心
と体を養う「わんぱく相撲会津坂下場所」や、野球教室などの「青
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文英

お祝いのことば
会津坂下町長

齋藤
一般社団法人会津坂下青年会議所が、創立四十周年を迎えられ
ましたことを心よりお喜び申し上げます。
会津坂下青年会議所におかれましては、一九七八年の創立以来

特徴や強みを活かしながら自治体間や民間企業等と相互に連結し

足りないところを補完し合う横断的な取り組みが今後ますます重

要になってくるものと感じております。

地域の発展に大きく貢献してこられました。これもひとえに歴代

の実現に向けて、地域に根差した多彩な活動に熱心に取り組まれ、

とも次世代の担い手として、更には地域のリーダーとして斬新な

であり、各界各層からも多くの期待が寄せられております。今後

情熱を持って取り組んでこられた皆様方の存在は大変心強い限り

こうした中、長年にわたり「まちづくり」や「ひとづくり」に

の理事長をはじめ、会員皆様のご尽力の賜であると深く敬意を表

発想と行動力をいかんなく発揮され、地域社会の発展にお力添え

「修練」「奉仕」「友情」の三つの信条のもと、明るく豊かな社会

する次第であります。

をいただきますようお願い申し上げます。

結びに、創立四十周年を契機とされ、一般社団法人会津坂下青

中でも「わんぱく相撲会津坂下場所」の取り組みは、町の恒例
行事となっており、青少年の健全育成のみならず、町全体に元気

年会議所のますますのご発展と、ご参会皆様方のご健勝とご活躍

を心よりご祈念申し上げお祝いの言葉といたします。

と活力を生み出していただいており、心より感謝を申し上げます。
さて近年、少子高齢化の進行とともに人口減少が続いており、
その対策が急務となっております。各自治体では人口ビジョンや
地方版総合戦略を策定し、地域資源を磨き上げ、雇用創出や子育
て環境の充実等に取り組んでいるところでありますが、自治体単
位で完結できる課題ばかりではありません。それぞれの自治体の
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祝

辞
湯川村長

三澤

豊隆

一般社団法人会津坂下青年会議所が創立四十周年を迎えられま
したことを、心からお慶び申し上げます。

れがたく別れがつらくて泣くそうです。豊かさと厳しさを併せ持

つ会津独特の自然環境が醸し出す風土と人情味は、会津人にとっ

て誇りであり、かけがえのない宝です。私たち会津人は、この地

域性にさらに磨きをかけ、私たち自身の日常生活を充実させると

一九七八年の創立以来、明るく豊かなふるさと会津を築くため、
会津西部地域における農工商一体の地域づくり・活性化の担い手

ともに情報を発信し、全国のあらゆる人々の移住・定住につなが

創立四十周年を契機として、一般社団法人会津坂下青年会議所

として、四十年間継続して活動してこられましたことに、深く敬

さて、福島県は、平成二十三年三月の東日本大震災及び福島第

がその組織力と行動力をさらに発揮され会津西部地域の発展の原

る取り組みをしなければなりません。

一原子力発電所の爆発事故から避難を余儀なく強いられた避難世

動力として、引き続き大いに貢献されますことをご期待申し上げ

意を表しますとともに心から感謝申し上げます。

帯は全国に分散し、人口流出、過疎化の進行に拍車がかかってい

ますとともに、会員の皆様のますますのご健勝、ご活躍、そして

さらなる飛躍をお祈り申し上げ、お祝いの言葉といたします。

ます。
また、会津地方においては、原子力災害に伴う避難世帯の受入
れを積極的に行ってまいりましたが、残念ながら、人口減少に歯
止めはかかっておりません。
ここ「ふるさと会津」は、『会津の三泣き』に代表されるように、
当地に移住される方は、その頑固さと閉鎖的な人間関係に最初は
泣かされますが、しばらくして地元に馴染んでくると人情の深さ
に触れてうれし泣きします。そして、この地を離れる時には、離
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挑

戦
柳津町長

や対策を進め、住民の安全確保に努めていかなければなりません。

庄一

このたび一般社団法人会津坂下青年会議所創立四十周年を迎え

今回、皆さんに「挑戦」とさせて頂いたのは、会津坂下町出身

井関

られましたこと誠におめでとうございます。一言お祝いの言葉を

貴会議所は一九七八年の創立以来、若い柔軟な発想とその行動

年間は柳津町でお暮しになり積極的に版画制作に取り組んでおり

今年は生誕百十周年没後二十年の節目の年であります。晩年十

の世界的版画家の斎藤清画伯の生涯であります。

力により、相互の親睦を図りながら、経営合理化と技術の研鑽に

ました。高齢により入院もしましたがベッドに居ながらも、手を

申し上げます。

努め、青年会議所の理念のもと奉仕の精神と郷土への誇り、そし

動かし絵を描く動きを見せ「絵を書くんだ」とその制作に対する

意欲は増々強く持っていたそうであります。その道で極めた画伯

て自信を導き出す大きな力は存在感あふれるものであります。
さて、私たちを取り巻く環境は、情報化社会が急激に進み、併

は最後まで絵に強い執着をもち制作意欲は衰えることはなかった

こうした郷土の先輩方々が築き上げてきた、いつの時代もどん

せるように少子高齢化、人口減少など会津のみならず全国的に大

また、地球温暖化の影響により日本に限らず、世界各地におき

な時も伝統と地域を思う心を受け継ぎ、皆さん一人一人の若い力

と聞いております。

まして異常気象となり、ゲリラ豪雨や台風、大雪などの自然災害

を結集し、これからの時代に合った改革をしながら、十年五十年

幅に変化しております。

が起きております。さらには、東日本大震災から七年目となりま

先を見据えながら躍進されることを確信しております。

げご挨拶といたします。

あり誇りであり、貴会議所の益々の発展とご健勝をご祈念申し上

結びに、今、必要とされている若い皆様方がわが郷土の自慢で

したが、未だに避難所で生活し故郷へ帰還できない方々や風評被
害並びに復興等に日々ご尽力されている方々がおられます。
こうした自然災害の恐ろしさを再認識し、その教訓を忘れるこ
となく心に刻み、各自治体が協力・連携しながら、今後も風評被
害並びに復興対策等に取り組んでいくと共に、災害に対する備え
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源成

只見川流域町村のさらなる連携を
～四十周年を契機として考える～
三島町長

矢澤

の年を迎えられたことを、心よりお慶び申し上げます。会津坂下

全体の相互の想像力があって、調和のあるすばらしいメロディー

脚本家や演出家の通りに演じても観劇者は感動しません。舞台

の個性が協和する時、観劇者は感動します。

青年会議所は、創立宣言にもありますように「つねに未来をみつ

を奏でるものだと信じています。この事が根底に無いと、言葉や

一般社団法人会津坂下青年会議所が、創立四十周年という節目

め」「人につくし」そして「行動をすることを誓う」と高らかに

また、三島の「未来は過去にあると」信じており、そのような

行動が空虚になると考えます。

んですが、広域的な連携の視点を大切にしながら、個人の自己研

視点から「温故知新」の理念や神髄の理念は変えることなく時代

一九七八年宣言し、その理念を会員が共有し会津坂下町はもちろ

鑽・社会への奉仕・地域や世界への友情の三点を信条として首長

の変化に伴って変えていく町づくりの理念として「不易流行」を

す。桐に竹を接ぐ文化」でなく「桐に桐」を接ぐ事を柱として次

候補の公開討論等や地域に根付いた積極的な活動にご尽力いただ

私の町政運営の基本理念は、「雪国の生活文化を生かしたまち

の世代に送って行くことが、町長の役割であり、私の政治哲学で

大切にしながら「雪国の生活文化」を継承していく覚悟でありま

づくりの創造」であります。町づくりの行動理念は、私は演劇と

あります。

いており、三島町長として感謝申し上げます。

似たようなところがあると考えています。それは行政ばかりでな

フレーズが、某コヒーメーカーの宣伝にありました。違いを相互

ければならないと考えます。数十年前「違いの分かる男」という

多様性の中の個人を大事にしながら運営していく組織体制でな

います。その視点から会津坂下青年会議所の果たす役割は益々重

見川流域町村が連携する事により自給圏構想実現になると信じて

知られています。「自分の足下の泉」つまり地域の宝を掘り、只

じで、個性町村の連携を通して、川は「文化」を伝播した事でも

その様な視点から行政でも青年会議所でもよって立つ基盤は同

に認識する事から社会は成り立っているのだと考えます。脚本を

要になると考えています。

く、貴所の組織も同じようなものであると考えます。

書く人・演出する人・舞台で演じる人・照明や舞台装置を創る人
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一流の田舎を目指して
金山町長

長谷川 盛雄
一般社団法人会津坂下青年会議所におかれましては、このたび
創立四十周年を迎えられましたことを、心からお祝い申し上げま

少子・高齢化率が県内最高を記録するなど、現状は極めて厳しい
と言わざるを得ません。

新潟・福島豪雨災害以降、寸断されてきた「ＪＲ只見線」の全線

この難局を乗り越えていくため、平成二十三年七月に発生した

坂下青年会議所は、創立以来、「明るい豊かな社会」の実現を

復旧が正式に決定されたことを受けて、再開通が予定されている

す。

目指して、人づくりや青少年の育成、地域文化の振興など様々な

二〇二一年を目標年度と位置づけ、全国的にも珍しい天然炭酸水、

ス、人気が急上昇している奥会津金山赤カボチャ、黄金に輝くエ

活動を通じて、地域社会の発展に大きく貢献してこられました。

さて、日本が人口減少時代に突入する中、各地域がそれぞれの

ゴマ油等々の、金山の未来を切り開く貴重な資源を磨き上げ、町

町内各所で湧出している天然炭酸温泉、沼沢湖に生息するヒメマ

特徴を活かし、地域の持つ強みに磨きをかけ、自律的で持続的な

民の誇りとなるよう形にしていきたいと考えております。

皆様のご尽力に深く敬意を表します。

社会を創生できるよう全力をあげて取り組んでいかなければなり

町民一人一人が生き生きと暮らし、来訪者の皆さんには「来て

よかった」、「将来住んでみたい」と思っていただける、そうした

ません。
金山町は緑豊かな山々に囲まれ、町の中央部には尾瀬を源流と

皆様のご健勝を祈念申し上げ、お祝いの言葉といたします。

結びに、一般社団法人会津坂下青年会議所の益々のご発展と、

上げます。

今後とも、より一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し

真に“一流の田舎”を目指して町づくりを進めてまいりますので、
と
” もいうべきたたずまいを見せ

する清らかな流れを持つ只見川、そこに流れ込む中小の河川が深
い渓谷を刻み、 日“ 本の原風景
てくれます。

この美しいふるさとを次の世代に引き継いでいくことは町民全
ての願いでありますが、我が町では人口減少が加速度的に進み、
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自己成長を求め「日本道」を歩もう
「日本を変えるのはオレたちだ 」

照護

公益社団法人 日本青年会議所
第六十六代会頭

青木
したことを、日本青年会議所を代表して、心よりお慶び申し上げ

育再生により、自国を誇れる国家観、他を慮る道徳心、そして国

もが夢を描ける日本への回帰」を基本理念に掲げております。教

誰

ます。貴青年会議所が永年紡いでこられました歴史とご功績、先

を支える主権者意識を兼ね備えた「全うな日本人」を育成し、経

日本青年会議所では本年度、「教育再生と経済再生による

輩諸氏から連綿と受け継いでこられました高い志に対しまして、

済再生により、デフレ脱却、経済戦争の終結、モノづくり大国日

本の復活を成し遂げます。教育再生と経済再生というダブルエン

ジンによって、誰もが夢を描ける日本への回帰を目指します。

かせません。それぞれの地域において青年会議所が実情を分析し、

「誰もが夢を描ける日本」を実現するためには地域の再興が欠

貴青年会議所と四十年の長きにわたり、ともに歩んでこられたこ

課題を抽出し、小さな社会実験を繰り返して未来を切り拓いてい

く必要があります。日本青年会議所としても本年度、地域再興政

策の立案に向けた支援をさらに充実させてまいりますので、大い
にご活用いただければ幸いです。

為、地域の為に飛躍され、地域づくりに尽力されますことをご期

祈念申し上げ、お祝いの言葉とさせていただきます。

諸氏や現役会員の皆様のご多幸とご健勝、事業の発展を心よりご

結びとなりますが、会津のまちのさらなるご発展、並びに先輩

待申し上げます。

域活性化事業や会員拡大などすべての取り組みが成功し、個人の

力をさらに高めるべく運動を展開されていることと存じます。地

孝理事長の下で「飛躍」とのスローガンを掲げ、会津のまちの魅

貴青年会議所におかれましては節目となります本年度、二瓶浩

とに心から感謝を申し上げます。

日本における青年会議所運動を力強く牽引されてこられました。

かな社会を実現するため、英知と勇気と情熱をもって行動され、

貴青年会議所は一九七八年の設立以来、会津における明るい豊

深い敬意を表します。

一般社団法人会津坂下青年会議所が創立四十周年を迎えられま

!!
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す。そして、創立から今日に至るまで、地域の発展のために、活

たり、東北地区内会員会議所会員を代表してお慶びを申し上げま

一般社団法人会津坂下青年会議所が創立四十周年を迎えるにあ

を確立し、ヒトとモノの往来を活性化させるために、首都圏を起

震災からの復興を加速させるとともに、有事の際の防災安全保障

所得を産み出す政策が求められています。東北地区協議会では、

人口の拡大、さらには地方の自立、長期的、且つ安定した雇用と

祝
公益社団法人 日本青年会議所
東北地区協議会会長

動を続けてこられました先輩諸氏の皆様と地域により良い変化を

点とした交通網から地方循環型の交通網への整備を促進させる輿

全史

もたらすための自己研鑽と社会貢献に邁進されております会員の

論を喚起してまいります。共に東北の未来への投資にご理解とご

石田

皆様に心より敬意を表する次第であります。

により良い変化をもたらしてきたのは、その地に住み暮らす若者

いつの時代も変化の原動力となり、進化の起点となって地域社会

動指針を打ち出す絶好の機会であります。歴史を振り返えれば、

“率先して地域に貢献する組織を目指し、個人の行動力の強化と

様の自己成長と地域との架け橋となると確信しています。そして、

瓶浩孝君の卓越したリーダーシップと行動力は、必ずや会員の皆

また、本年は「飛躍」というスローガンを掲げられた理事長二

協力を賜りますようお願い申し上げます。

であります。今まさに、混沌とした時代を切り拓くことができる

他の組織との連携を進め、会津坂下青年会議所の存在意義を高め

周年とは、創立の志に立ち返る原点回帰と次の節目に向けた運

若者は、経済活動と社会貢献を両輪に市民の先頭に立ち当事者意

展開されております皆様は、まさにこの地域の希望であります。

る。”を基本理念として、地域に必要とされる団体としての自覚

さて、近年の社会情勢は首都圏への人口流出により、地方は高

結びに、創立四十周年を迎えられた一般社団法人会津坂下青

識を喚起する運動を展開する私たちＪＡＹＣＥＥしかいないので

齢化と過疎化が進行する現象“東京一極集中”が進んでいます。

年会議所の益々のご発展と先輩諸氏の皆様、並びに現役会員の皆

と責任のために、行政・諸団体連携や青少年育成事業を情熱的に

これらは、東京圏における晩婚化と婚姻率の低下を招き、日本全

様のご活躍をご祈念申し上げ祝辞とさせていただきます。

あります。

体の少子化を惹き起こしています。特に、被災地の高齢化と過疎
化は深刻であり、東日本大震災からの復興の遅れを招いています。
地方における人口流出に歯止めをかけるために、定住人口と交流
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ために取組まれてこられました先輩諸兄の皆様に心より敬意を表

し上げますとともに、これまで明るく豊かなふるさと会津を築く

ございます。創立四十周年を迎えるにあたり、心よりお祝いを申

一般社団法人会津坂下青年会議所創立四十周年誠におめでとう

自己を修め、鍛え、友を信じ、知性と意気をもって人につくし、

立宣言にある「情熱にあふれる青年として、つねに未来をみつめ、

力強く運動を展開するためにも改めて、会津坂下青年会議所の創

施等、真に地域に根付いた運動を展開されています。今後さらに

あるわんぱく相撲大会や会津坂下町長選挙に伴う公開討論会の実

祝
福島ブロック協議会

します。また、先輩の皆様から連綿とつながる会津坂下青年会議

明るく豊かなふるさと会津を築くため、行動していかれることを」

英樹

所の歴史と伝統そしてその熱い想いを受継ぎ、愛するふるさと会

をしっかりと意識していただき、愛するふるさとのため、メンバ

成田

津のために取組まれている二瓶浩孝理事長をはじめとする現役メ

ーの皆様、一人ひとりが当事者意識を持ち、地域を担うリーダー

我々福島ブロック協議会としましても役員一丸となり、今後も

として運動を展開されますことを心よりご祈念申し上げます。

ンバーの皆様に篤く感謝申し上げます。
また、平素より、我々福島ブロック協議会の運動に際し、ご理
解とご協力を賜っておりますことに感謝申し上げます。そして、
本年も多くの出向者をご輩出いただいておりますことに改めまし

会津坂下青年会議所に寄り添い、お手伝いをさせて頂くことを改

申し上げさせて頂きます。会津坂下青年会議所、創始の精神を振

さて、創立四十周年という節目にあたり、一言お祝いの言葉を

健勝をご祈念申し上げ祝辞とさせていただきます。創立四十周年、

びに二瓶浩孝理事長をはじめとするメンバーの皆様のご多幸とご

結びに、一般社団法人会津坂下青年会議所の益々のご発展、並

て感謝申し上げます。

り返るとともに今後、四十五年、五十年を見据え、輝かしい歴史

誠におめでとうございます。

めましてお約束させて頂きます。

をさらにつむいでいかれることをご祈念申し上げます。
本年は、二瓶浩孝理事長の卓越したリーダーシップの下、会津
坂下青年会議所メンバーの皆様が一丸となり、青少年育成事業で

10
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一般社団法人
会津喜多方青年会議所

毅

同様の状況であると認識しております。そのような状況だからこ

星
一般社団法人会津坂下青年会議所が創立四十周年を迎えました

そ、この四十年の節目の年に改めて双方がしっかりと手を取り合

係を引き継ぐために重要なことだと考えます。決して依存するこ

こと、一般社団会津喜多方青年会議所を代表し、そしてスポンサ

一九八七年の創立以来、明るい豊かな社会の実現に向け、「自

となく、福島県の１ＬＯＭとして切磋琢磨し、お互いが頼りあえ

い、友情を深めることが、諸先輩方、そして我々が築いてきた関

己開発」と「社会開発」をし続け、地域と真剣に向き合いながら

る存在となるため、また、明るい豊かな社会を築くために、これ

ーＬＯＭとして、心よりお祝い申し上げます。

ＪＣ活動、運動を行ってきた歴代理事長をはじめとした多くの諸

からも共に歩んで参りましょう。

周年の年は、過去を振り返りながら、今までの五年と、これか

先輩方、そして二〇一七年度、「飛躍」のスローガンのもと、「わ
んぱく相撲大会 会津坂下場所」など数々の事業、例会に取り組

らの五年間を考える年であると認識しています。この四十年とい

上げてこられたこれまでの伝統と活動をしっかりと継承し、会員

み地域貢献されている現役会員の皆様に対し、深く敬意を表する

会津喜多方青年会議所は、会津坂下青年会議所のスポンサーＬ

一丸となって、将来に向かい、益々「飛躍」されますことをご祈

う節目の年をきっかけとして、貴青年会議所が、先輩諸兄が積み

ＯＭとして、四十年間、共に歩んでまいりました。その繋がりは

念いたしまして、お祝いのご挨拶とさせていただきます。

次第です。

まさに三信条にある「友情」そのものであり、会津エリア４ＬＯ
Ｍの繋がりをさらに強固なものにしてきた一因だったのではない
かと思います。本年、会津喜多方青年会議所は入会三年未満の会
員が半数以上となりました。また貴青年会議所におかれましても
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四十周年によせて
藤田

信隆

会津坂下青年会議所ＯＢ会
会長

会津坂下青年会議所が四十周年を迎えたことは、ＯＢ会長とし

うとする町議に、そして会津を代表する経済人を送り出しており

現在、地域社会では少子高齢化の影響もあり会員数も減少して

ます。

地域に「農工商一対の明るい豊かな社会を作るために設立された

おりますが、青年会議所活動では選挙時の討論会であったり、わ

て大変ありがたく現役メンバーに御礼を申し上げます。会津西部

青年会議所の三信条と言われる『友情・奉仕・修練』を四十年間

がら、新入会員の確保や、予算の工面など悩みも多いと思われま

んぱく相撲であったり重要な事業に的を絞り的確に実施している

私が現役時代を振り返りますと二十周年の理事長でしたが、事

すが、これからも自分自身の修練と、明るい豊かな社会を作るた

脈々と受け継いで来てくれたことへの感謝の気持ちの何物でもあ

業を展開する際の理事会の厳しさだったり、例会のプログラムの

め人との繋がりを大切にして、今後会津坂下青年会議所の存続が

事が伺えます。現役メンバーの中では様々な事業の構想がありな

内容や当時初めてわんぱく相撲福島県ブロック大会の運営を会津

五十年、百年と飛躍されることを祈念致します。

りません。

坂下青年会議所が担当した事や、今でも続いている小出ＪＣとの
交流の思い出があります。
周年事業で山肌にテントを張るため当たり前の気持ちで当時の
メンバーと整地をしたのですが、ある時後輩から「山を削った先
輩です」と紹介された際、自分達のしたとんでもない事に初めて
気が付きました。数年後、その場所を訪れたところそこは会津平
野を望む素晴らしい展望台になっていました。良いことをしたの
か、迷惑をかけたのか判断がつきませんでしたが、その対処をし
てくれたのは会津坂下青年会議所の先輩であろうと思います。
どの青年会議所も傑出した人材を輩出していると思いますが、
当会津坂下青年会議所も首長に、県会議員に、町をより良くしよ
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四十年のあゆみ
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40年のあゆみ
1978 初代

小沢

隆

1980 ３代

真嶋

善介

竹内

昰俊

1979 ２代
1981 ４代
1982 ５代
1983 ６代
1984 ７代
1985 ８代
1986 ９代

1987 10代
1988 11代
1989 12代
1990 13代
1991 14代
1992 15代
1993 16代
1994 17代
1995 18代
1996 19代
1997 20代
1998 21代
1999 22代
2000 23代
2001 24代
2002 25代
2003 26代
2004 27代
2005 28代
2006 29代

五十嵐周司
金子
小野

利夫
哲

二瓶

孝也

大竹

利幸

広田
二瓶
原

新国
小林
大島
斎藤
小林
黒澤

和彦
博光
幸二
善幸
昭一
秀一
善平
博

英司

高久栄一郎
鈴木二三夫
藤田

信隆

星

昭三

平松
戸内
宇内
宮田

一栄
英景
一広
伸一

長谷川孝一
風間

一晃

高橋

直樹

桑原

勇

1978 ～ 2006

和をつくり、明日への飛躍

ＪＣの心で豊かな街を創ろう

探れ住民のニーズ学べＪＣの本質

高めよう自治意識広めよう地域の輪

責任への自覚修練への努力 奉仕の心
地域の活力は 人材育成と拡大から
熟慮からの果敢なる行動

今こそ地域社会に 青年の英知と勇気と情熱を！
育もう郷土 深めようＪＣ愛

奮い立て… 10 歳の志士たちよ

熱い想い 心あらたに挑戦しよう！
未来に夢を！ もっと大きな夢を
変化への対応 変化への挑戦

自分づくりこそ地域づくりのキーワード！！
まちづくりは あなたが主役

未来へつなぐこの一歩 もう一歩の前進を！

新たなる発想で未来のまちづくり 未来を見つめて進もうＪＣ
変わろうＪＣ 変えよう地域 一歩踏み込め！若い力！
人づくり それは自己改革から

いまをかける！ 共生・共創のこころで 20th

きづこう意識の改革！ きずこうコアの世代（ひとたち）
磨こう自分を！つなごう若い力を心で創ろう共生きの地域
天 壌 無 窮（あめつちときわまりなし）

一歩を踏み出そう！ ～新しい夢をつかむために～

さくさくっと語ろう！！ 地域の未来 そして自分の未来 ～本気でがんばんべぇ～
“夢・勇気・友情”いま、考える時！～個人の考えを持ち、行動、そして思いやり～
プラス思考で行動あるのみ！
鍛造！自分軸 創造！未来軸

前へ行こう！ ～未来に誇る今の為に～
14

第三十代理事長

五十嵐賢司

副理事長
五ノ井智彦

鈴木 伸司

桑原
勇
監
事

蓮沼 昭治

徹
専務理事  小平

第三十一代理事長

五ノ井智彦

徹
勇
直樹
昭治
和孝

「さあ行こう！新たなるステージへ 夢を引き寄せるには夢を
見ることから始まる」のスローガンのもと、第三十一代理事長を
務めさせていただきました。
夢を見ることの出来る人材育成と、地域との共生を柱に、人的、
組織的な基礎づくりを進め、次の時代、変革へ対応すべく、事業
運営に取り組みました。
メンバー全員、それまでの三十年という期間と込められて来た
思い、その尊さを噛み締め、思いを強くし邁進しました。
あれから十年という歳月の中に、青年会議所としても、世の中
としてもさまざまな出来事がありましたが、無事に今を迎えてい
ます。青年会議所がある。活躍できる地域がある。素晴らしいこ
とです。自分を高め自信を持ち、人を信じ、地域と共に。そして
夢を見て、先を見据える。強くも優しい人格を青年会議所は育ん
でくれるのです。
どんな形であれ、四十周年の長きに渡り、存続し得た「会津坂
下青年会議所」を大いに利用し、遠慮せず行動してください。そ
れがあなた方の義務であり、歴々諸先輩
方への孝行でもあります。もちろん我々
ＯＢも負けずに頑張ります。

副理事長
小平

桑原

高橋
監
事

蓮沼

専務理事  二瓶
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員

役

員

役

三〇周年を迎えた十年前、私は新年早々より周年という
節目の理事長として方々に挨拶回りをしていた記憶が蘇り
ます。周年を迎えられた感謝と今までの関係各位との連携
をさらに強めたいという想いで【会津坂下】という看板を
背負い様々な場へ赴きました。周年の日取りも早期の段階
で決まり、ブロック内にも周知をし、その良き日に向け会
議や準備をメンバーの団結で進めました。しかし周年式典
準備の多忙さに加え、日本ＪＣが推進する事業が私共のエ
リア内隣接町にて初の試みとなりうる事業の可能性を見い
だし、その事業に執行部も翻弄されるという時期もありま
したが、何事も自発的に気概を持って推し進めて行こうと
いう「考動」は一歩実現したと確信しております。継続事
業、周年事業も下半期に実行する事が出来ました事も改め
てメンバーの団結力があったからこそだと。本年の四〇周
年という大きな節目に感じた想いを現役の皆様、今後もど
う ぞ 継 続・ 実 行・ 研 鑽 を 重 ね、 頼 れ
るＪＣとして飛躍して頂きたい。

集え！若き志士たちよ！ ～感謝の心で地域の魅力を発信！～
スローガン

2008
さあ行こう！新たなるステージへ 夢を引き寄せるには夢を見ることから始まる
スローガン

2007
一般社団法人 会津坂下青年会議所 創立40周年

40th Anniversary 2017

伸司

第三十二代理事長

鈴木

スローガンの通り、何事にも全力で取り組む事を念頭に
置き、皆で知恵を出し合いながら研鑽と創意工夫を重ね、
メリハリを付けながら、事業承継やＪＣ青経塾、人や物を
繋ぐシステムの構築についての例会を開催し、青年経済人
としての資質や力量の向上を図ったり、地域に出て行って
魅力を探ったり、地域に眠る資源・宝を発掘し光を当てる
事業や例会を開催した。
無論、ＤＡやわんぱく相撲等の継続事業にも新しいエキ
スを注入し取り組んだ。
また、公益法人制度改革への対応、会員相互や地域の皆
様との親睦交流と信頼の構築を図った年でもあった。
我々の活動は、家庭や職場を初め、気が付かないところ
で犠牲や迷惑をかけていると感じている。だからこそ活動
の本質を見極めながら、身の丈に合った地域社会に誇れる
言動が求められている。答えは卒業後に如実に表れる。頑
張れ現役、
己の子孫と地域のために。

副理事長
小平
徹

田村
圭

五十嵐賢司
監
事

高橋 直樹

専務理事  歌川新一郎

第三十三代理事長

渡 部

副理事長
上野 朗弘

二瓶 和孝

五ノ井智彦
監
事

高橋 直樹

圭
専務理事  田村

員

役

員

役

篤

二〇一〇年度は、スローガン「新しい力をつかみ取り、ＪＡＹＣＥＥ
の結束力で地域を繋げ！」を胸に、一年間職務を全うさせて頂きました。
第四十回福島ブロック協議会会員大会が、五百余名の参加者で二十三
年ぶりに坂下の地で開催されました。当日は記念事業の市民討議会にち
なんだ、まちづくりフォーラム、その後式典、最後にばんげ夏の宴と一
日の中で、めまぐるしいスケジュールをこなしました。当時のメンバー
には無理難題を押し付け、苦しい事もあったかと思います。ばんげ夏の
宴では、会津坂下青年会議所ＯＢ会にご協力を賜りまして、夏の大俵引
きをする事ができました。
記念事業の「ＶＯＩＣＥ ｏｆ あいづばんげ市民討議会二〇一〇」も
実行委員会を立ち上げ、協議を重ねて十月の本番を迎える事が出来まし
た。町やＮＩＶＯとパートナーシップ協定を締結し、行政主体ではない、
新しいまちづくりの手法として県内初の試みを行いました。十一月に無
事、会津坂下町に報告書を提出させて頂きました。これからのまちづく
りのなかに必要性を感じた事業でした。
大きな大会を県内でも少人数の青年会議所が運営する事が出来、会津
坂下青年会議所メンバーはＪＡＹＣＥＥとしてのスキルアップをし、新
しい力になったものと思います。そして会津４ＪＣや県内各ＬＯＭと協
力し力を合わせ大会スローガン「広がれ、市民共動の輪」の基に繋いで
いく事が出来たのではないかと感じます。
いろいろと貴重な体験をさせて頂きました事、青年会議所に感謝した
年になりました。
現役の皆さんも、大きな事業が出来ない事
と思わずに、物事に挑戦する事や越えていく
力強さを、身につけて行って欲しいと思いま
す。必ず、これからの人生や仕事に生きてく
るはずですので。

2010
新しい力をつかみ取り、JAYCEE の結束力で地域を繋げ！
スローガン

2009
なし得る事に全力をつくせ！ そして感じろ 地域と自分の魅力

スローガン
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和孝

第三十四代理事長

二瓶

副理事長
田村
圭

歌川新一郎
監
事

鈴木 伸司

専務理事  加藤 康明

朗弘

第三十五代理事長

上野

会津坂下青年会議所が創立四十周年を迎えられたこと大変うれしく思
います。
私は第三十五代と第三十八代の理事長を務めさせて頂きましたが、ど
ちらの理事長を務めた時にも強く印象に残っている事業は『わんぱく相
撲会津坂下場所』です。特に二〇一二年度は、その前年が東日本大震災
と そ れ に 伴 う 原 発 事 故、 更 に は 新 潟 福 島 豪 雨 災 害 と 非 常 に 辛 い 年 で あ
り、復興元年としてスターしました。創立三十五周年の記念の年でもあ
りましたが、震災の年も県内で唯一中止することなく実施した『わんぱ
く相撲会津坂下場所』が記念すべき二十回を迎えた年でした。二十回大
会を記念して八角部屋より会津若松市出身の力士三名をお招きし、子ど
も達に稽古をつけてもらい、今では当たり前になりましたが女子の部を
設けて女の子同士の熱い戦いもこの年から始まりました。二十回大会特
別賞を準備して女子の部を設けるきっかけとなった女の子に賞を渡せた
のも嬉しい思い出です。更に参加した子ども達には色紙に手形を押して
もらいそこに将来の夢を書いてもらいました。子ども達の夢や笑顔、元
気な姿で大人が元気になり、それが地域全体の活力へ繋がっていくと実
感できる『わんぱく相撲会津坂下場所』でした。会員数が減少し、現役
一人ひとりに掛かる負担が大きくなっている活動の現状ですが、自分達
のやっている事の一つひとつに地域の笑顔、
元気が付いてくる事を忘れず、信じ続けてこ
れからも頑張っていただきたいと願っていま
す。

副理事長
田村
圭

歌川新一郎
監
事

竹内 千穂

篤
専務理事  渡部
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員

役

員

役

三〇周年を迎えた十年前、私は新年早々より周年という
節目の理事長として方々に挨拶回りをしていた記憶が蘇り
ます。周年を迎えられた感謝と今までの関係各位との連携
をさらに強めたいという想いで【会津坂下】という看板を
背負い様々な場へ赴きました。周年の日取りも早期の段階
で決まり、ブロック内にも周知をし、その良き日に向け会
議や準備をメンバーの団結で進めました。しかし周年式典
準備の多忙さに加え、日本ＪＣが推進する事業が私共のエ
リア内隣接町にて初の試みとなりうる事業の可能性を見い
だし、その事業に執行部も翻弄されるという時期もありま
したが、何事も自発的に気概を持って推し進めて行こうと
いう「考動」は一歩実現したと確信しております。継続事
業、周年事業も下半期に実行する事が出来ました事も改め
てメンバーの団結力があったからこそだと。本年の四〇周
年という大きな節目に感じた想いを現役の皆様、今後もど
う ぞ 継 続・ 実 行・ 研 鑽 を 重 ね、 頼 れ
るＪＣとして飛躍して頂きたい。

育もう、和のこころ！ ～日本人らしさと人の和が、新しい自分と地域を創造する～
スローガン

2012
揺るぎない志を立て、力強い一歩を踏み出そう！ ～全ては笑顔溢れるふるさとの為に～
スローガン

2011
一般社団法人 会津坂下青年会議所 創立40周年

40th Anniversary 2017

田 村

第三十六代理事長

in

副理事長

 加藤
監
事  渡部
専務理事  竹内

役

康明
篤
千穂

圭

康明

第三十七代理事長

加藤

朗弘
和孝
篤
千穂

二 〇 一 四 年、 一 般 社 団 法 人 と し て 一 年 間 を 活 動 す る 最 初 の 年 と な り ま し
た。これまでの年間報告事項の公開の仕方、会議の運営方法、法人格を有す
る団体として法律に基づいた組織運営と様々な課題を持ちスタートしまし
た。
二〇一四年度スローガン「感謝！そして前進～ありがとうの心と弛まぬ努
力」を掲げ一年間運動を展開いたしました。この一年間で感謝する心は私自
身の中で大きく醸成されました。地域の皆様に支えられ運動を展開できてい
ることを深く胸に刻むことが出来ました。
年間の例会は「会員の資質向上」「交流目的」様々な気づきを得られる内
容で毎月一回合計十二回行い、事業は七事業行うことが出来ました。継続事
業でありますわんぱく相撲は今年度で第二十二回目を迎え、参加児童から多
くの感動を頂きました。会津坂下場所から全国大会へは二名のわんぱく力士
が出場し、会津坂下場所の代表として両国国技館で勇猛果敢に相撲を取りま
した。青少年育成事業はこれからの未来となる子供たちを対象に行っており
ます。これからの成長に繋がるきっかけとなるわんぱく相撲であったと思い
ます。ＯＭＯＩＹＡＲＩの心啓発事業は湯川村、柳津町、金山町にて開催。
開催地の方々からは高評価を頂いております。地球に対して、人に対してＯ
ＭＯＩＹＡＲＩ運動はこれからも展開してまいります。金山町にて開催され
ました首長選挙における公開討論会。初めてとなる開催地でしたが、多くの
参加者に候補者の考えを伝える機会を設けることが出来ました。青年会議所
ならではの事業であり、有効的な公開討論会でありました。
この全ては少ないメンバーでも志を高く持って取り組んだ成果だと感じて
おります。近年、会員数の減少傾向にある中、今年度は特に会員拡大に力を
注ぎました。しかし、結果に結びつかず会員数の拡大には至れなかったのは
大きな反省点です。一般社団法人を有する団体として地域の住民から認めら
れ、多くの青年が自ら集ってくる魅力ある団体に成長するために今後も運動
は展開してまいります。
心からの感謝を持ち、そこから踏み出す一歩
を確実にし、更なる努力を続ける覚悟を決めた
一年間でした。

副理事長
上野

二瓶
監
事

渡部

専務理事  竹内

員

役

員

「Ｓｔｅｐ Ｂｙ Ｓｔｅｐ」～愛する地域の為に前に
進もう～をスローガンに掲げ、三十六年目の会津坂下青年
会議所の運動を展開しました。
「震災復興支援コンサート鈴木さおりチャリティーリ
サイタル２０１３ 会津坂下」、「第二十一回わんぱく相撲
会津坂下場所」、首長選挙、議会議員選挙における「公開
討論会」、「ＯＭＯＩＹＡＲＩの心啓発事業」を三町村で、
「地域賑わい創出事業」、当時、会津坂下町在住の佐藤敦
之選手（北京五輪マラソン日本代表）佐藤美保選手（陸上
女子８００ｍ日本記録保持者）夫妻による「トップアスリ
ートトークショー」などと多く事業を展開しました。各事
業を通して、地域との強いつながりを感じることができた
と同時に、地域の方々に何時もご支援いただいていること
を実感しました。
明るい豊かな社会の実現に向けて、常に若者が当事者
意識を持ち、少しでも前に進む努力を怠らず、アクション
を起こし続けることが地域を明るく
するものと確信をしております。

2014
感謝！そして前進 ～ありがとうの心と弛まぬ努力～
スローガン

2013
Ｓｔｅｐ Ｂｙ Ｓｔｅｐ ～愛する地域の為に前に進もう～

スローガン
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上野

圭
和孝
篤
浩孝

朗弘

第三十九代理事長

田 村

康明
和孝
篤
遼介

圭

「挑戦」をスローガンに「愛する地域のため、会員一人
ひとりが、何事にも勇気と情熱をもって果敢に挑戦し、前
向きな変化を求め、地域から必要とされ、魅力ある存在に
なる」を基本理念に運動を展開しました。
毎月の例会では、会員のスキルアップに重点をおき、継
続事業である「第二十四回わんぱく相撲会津坂下場所」で
は八角部屋の会津出身力士を招きわんぱく力士と触れ合
い、憧れの存在である大相撲力士と相撲を取り、生き生き
とした表情が印象的でした。
青 年 会 議 所 の 運 動 は 小 さ な 運 動 か も し れ ま せ ん。 し か
し、それがいつ、どのように波及し効果が生まれるかは大
きな可能性が秘めていると思います。だからこそ、アクシ
ョンを起こし続ける必要があるのです。四十歳までの限ら
れた時間の中で、ＪＣでしかできない経験を積み、その経
験 を 活 か し 地 域 に 貢 献 で き る Ｊ Ａ Ｙ Ｃ Ｅ Ｅ と し て、 逃 げ
ることなく、正面から真摯に取り組
み、挑戦し続けて欲しいと願ってお
ります。
副理事長
加藤

二瓶
監
事

渡部

専務理事  田部
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員

第三十八代理事長

副理事長
田村

二瓶
監
事

渡部

専務理事  二瓶

挑

会津坂下青年会議所が創立４０周年を迎えられたこと大変うれし
く思います。
私が第三十五代理事長を務めさせて頂いた二〇一五年度は活動エ
リア内の柳津町と湯川村で首長選挙が行われた年でした。今では日
本各地で行われるようになった公開討論会ですが、会津坂下青年会
議所として初めて実施したのは二〇〇七年の『柳津町長選挙に於け
る公開討論会』でした。その時は中止となってしまいましたが、翌
年から町村長選挙だけでなく町村議選挙に於いても公開討論会を実
施し続け、気が付けば県内でもトップクラスの回数を実施していま
した。しかし二〇一五年度の会津坂下青年会議所の現状は少ない会
員数の中で在籍年数十年以上と三年未満に大きく分かれていて三年
未満の会員で柳津町長選挙と湯川村長選挙の公開討論会を計画する
事になりました。ほぼ経験の無い彼らにとってはとても大変だった
と記憶しています。それでも柳津、湯川どちらも計画し六月の『柳
津町長選に於ける公開討論会』は結果的に中止になってしまいまし
たが、十月の『湯川村長選に於ける公開討論会』は見事に実施して
くれました。
公開討論会を実施する団体は公正で中立が絶対条件であり、青年
会議所だから出来る事業だとも言えます。地域に益する公正で中立
な 団 体 と し て、 今 後 も 公 開 討 論 会 を 実 施
できる唯一の団体としての意識を持って
実施し続けていただけるよう期待してい
ます。

未来へ繋ぐため、今やるべきことを全力でやり抜く！
スローガン

2016

役

員

役

戦
スローガン

2015
一般社団法人 会津坂下青年会議所 創立40周年

創立四十周年

記念式典

一九七八年の創立から四十周年目
となる二〇一七年︑十月二十二日に
創立四十周年記念式典︑祝賀会が開
催されました︒
県内外から一七〇名を超えるご来
賓︑
ＪＣの 仲 間 を お 迎 え し て 盛 大 に

スポンサーＪＣである
会津喜多方ＪＣ理事長
星毅君

坂下小町との打ち合わせ

式典司会の専務理事と
坂下小町山口麗華さん

東北地区協議会長代理
副会長三浦智君

記念式典の様子

会津坂下町長
齋藤文英様

歴代理事長への感謝状贈呈

開催することが出来ました︒
式典と祝賀会を通して四十年のこ

る機会となりました︒

ちを表し︑これからの決意を表明す

支えてくださった 方々へ感謝の気持

れまでの歩みを振り返り︑これまで

記念式典で理事長挨拶

20

祝賀会
祝賀会の様子

祝賀会でのアトラクション
上野亜依様

祝賀会でのアトラクション
大島嘉仁様

来訪 JC からのお祝いのお酒

おもてなしのお酒

祝賀会のおもてなし料理
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祝賀会の様子

祝賀会司会の坂下小町高橋綾乃さん

40th Anniversary 2017

創 立 40 周 年 記 念 事 業

野球教室

創立四十周年を記念する事業とし
て︑十一月十二日鶴沼球場にて元プ
ロが教える野球教室﹁夢をつかみ取
れ！﹂が開催され︑元プロ野球選手

開会式を終えて

ポジション別練習

楽しく運営する JC メンバー

キャッチボール

元プロによる指導風景

ウォームアップ

練習終えての講話

の講師三名から多くの小中学生に野
球の指導をしていただきました︒
技術的な指導だけでなく︑努力する
ことについての心構えを教えていた
だくなど多くの学びがありました︒

集合写真

バッティング練習
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一般社団法人 会津坂下青年会議所 創立40周年

特別会員

（敬称略）

立正佼成会両沼教会

賛助会員
赤城

（敬称略）

社志

宇内

一広

金子

利夫

大八木健一

小平

徹

佐久間

淳

佐藤

充

竹内

千穂

鈴木二三夫

二瓶

和孝

平松

一栄

長谷川孝一

古川

宮田

山内

渡部

敏典

伸一

惣喜

範昭

物故会員
竹内

昰俊

享年 65
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会津坂下ライオンズクラブ

五十嵐賢司

大竹

笠間

利幸

徳子

上竹原由美

五ノ井智彦

斎藤

善平

塩田

恵介

戸内

英景

高久栄一郎
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山内ますみ

編集後記
創立 40 周年を迎える今年は、多くの方々に支えられここまでやってくること
ができました。本当に感謝申し上げます。私ども青年会議所メンバーは少ない会
員でもそれぞれの仕事や事情があり、一致団結してできない場面も多々ありまし
が、最後にはこうして式典や祝賀会、そして記念事業を終えることができまし
た。案ずるより産むが易し。人数が少ないからと言ってできないと決めているこ
とも、工夫次第で何とかできることもあるのだなと思った１年でした。
最後に、周年を通して撮影された写真には運営する側の笑顔、そしてお越しく
ださった方々の笑顔があり、Power of Smile を感じることができた周年でした。
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