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（公社）太田青年会議所

【 公益社団法人 太田青年会議所 2017 年度スローガン】

〈題字／髙𣘺邦祐理事長〉

意識の変革から「真の組織」へ！ 夢溢れるちいきの実現に向けて！

❶

2017 年度 ( 公社 ) 太田青年会議所の運営に対し、先

輩諸兄をはじめ、行政や各種団体の皆様の御理解と御

支援をいただき、全ての事業が滞りなく大成功に納めら

れたことに会を代表して深く感謝と御礼を申し上げます。

本年は『意識の変革から「真の組織」へ ! 夢溢れるち

いきの実現に向けて !』をスローガンに掲げ、太田青年

会議所の組織力をもってちいきの可能性を向上させるべ

く1 年間活動して参りました。

まち創りの担い手としての自覚と覚悟を身に付けるため

に、メンバーの自己研鑽を繰り返しちいきのリーダーとし

ての資質向上を図りました。更に、郷土愛を育みちいき

へ行動を起こせる人材を育成すべく、金山の歴史を題材

としてイオンモール太田様の御協力のもと「オオタ

WATER フェスティバル」と銘打ち、ちいきの方々を対

象に水鉄砲合戦を開催させていただきました。

継続事業としては、本年 14 回目となりました「おおた

100kmアドベンチャーウォーク 2017」をちいきの皆様の

ご支援をいただき、子ども達の未来を力強く切り拓く力

を醸成すべく事業を開催させていただきました。また、

2015 年より開催しております「2017 上州八王子丘陵ファ

ントレイル in OTA」では、多くの方々のご支援のもとに

新たな特色を芽吹かせるべく事業拡大をして、全国より

1000 名を超える参加者の皆様に我々の住み暮らす太田

市の自然や文化に触れていただくことが出来ました。

そして、本年も ( 公社 ) 日本青年会議所に顧問として

倉嶋慶秀君を輩出し、太田青年会議所の存在を全国に

広く発信する機会をいただきました。各所への出向に対

しても、多くのメンバーがそれぞれの立場や役割を全う

し、太田青年会議所のこれまでの歴史と伝統を継承して

くれたと確信しております。

1 年間理事長として活動が出来ましたのも、歴代理事

長の皆様、これまで携わっていただいた諸先輩、行政各

種団体の皆様の御指導と御鞭撻の賜物です。そして何よ

り私を身近で支えてくれた家族、家族よりも時間を過ご

した役員、各委員長をはじめとするメンバーの支えがあっ

たからです。

全ての皆様に感謝をするとともに、この想いを今後と

も各所で表していくことをお誓い申し上げて御礼とさせ

ていただきます。

1 年間大変お世話になりました。

2017年度 公益社団法人 太田青年会議所　

御 礼 挨 拶

公益社団法人　太田青年会議所

第53代理事長　髙槗 邦祐
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8 月 2 日㈬から 6 日㈰にかけて、8 月第 1 例会
として「おおた 100km アドベンチャーウォーク
2017」が開催されました。今回は 115 名の小学
生が参加し、青年会議所メンバーやボランティア、
太田市や各諸団体の数多くの皆様の協力のもと、
小学生同士も時には励ましあい、時には助け合い、
一人ひとりの気持ちが一つになり、全員が完歩す
ることが出来ました。（記事：大塩）

8 月 19 日、20 日は富士山へ赴き、8 月第 2 例
会「自分との闘い〜 Rising Sun 〜」を開催しま
した。この事業は、メンバー向けのリーダー育成
研修事業として “何事にも折れない心 " と “一歩
踏み出す勇気 " を養うために開催されました。全
員での登頂に成功し、無事下山をすることができ
ました。また帰りのバスでは振り返りを行い、一
歩一歩歩んでいく大切さ、仲間で助け合う大切さ
を皆が実感していました !（記事：柳）

9 月 2 日 ㈯ イ オ ン モ ー ル 太 田 に て「 オ オ タ
WATER フェスティバル」が開催されました。こ
の事業は、金山城の合戦を再現してちいきの歴史
に触れながら、楽しんで頂く事業として開催しま
した。チームに分かれての水鉄砲対戦はものすご
い盛り上がりを見せ、お子様から大人まで真剣な
熱い戦いを見ることが出来ました。最後は参加者
全員で八木節と尾島のねぷたで締めくくり、盛大
に幕を閉じました。（記事：亀田）

9 月 7 日、冠稲荷ティアラグリーンパレスにて
9 月第 2 例会として、9 月総会を開催しました。
内山次年度理事長予定者の力強い方針が上程さ
れ、活動の方向性を全員で決議するとともに、
2018 年度委員長予定者の指名もなされ、委員長
予定者を決議致しました。（記事：神保）

「おおた 100 ㎞アドベンチャーウォーク 2017」
8 月第 1例会【担当：未来の力養成委員会】

「自分との闘い〜 Rising Sun 〜」
8 月第 2例会【担当：ちいきのリーダー育成委員会】

「オオタWATER フェスティバル」
9 月第 1例会【担当：ちいきの力開発委員会】

「9 月総会」
9 月第 2例会【担当：総務広報委員会】
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9 月 9 日㈯に 9 月第 3 例会として「群馬ブロック協議
会第 47 回群馬ブロック大会〜 J のココロエ〜がイオン
モール太田にて開催されました。人気漫画「お前はまだ
グンマを知らない」とのコラボレーションが実現し、群
馬県の未だ知られていない魅力を発信するべく、ご当地
の食材紹介ブースや伝統工芸の体験ブース、太鼓などの
伝統芸能や群馬県出身バンドのステージ演奏、群馬県企
業によるディスカッションなど様々な催し物の出展があ
りました。（記事：大塩）

10 月 4 日㈬、太田市運動公園にて 10 月第 1 例会が開催されました。
当日、即興でランダムに組まれたチームに分かれて、ジェスチャーゲー
ムや二人三脚での長距離競争など、趣向を凝らしたゲームにて対戦を
行いました。普段あまり交流のないメンバーとも協力し合いながら真
剣にゲームを進めていく度に、童心にかえったように徐々に盛り上が
りを見せました。この例会で、リーダーに必要な知識や柔軟性、持久
力を培うことができ、困難を乗り越えられる強さを学ばせて頂きまし
た。自身を成長させる為に必要な要素を取り入れた、ちいきのリーダー
育成委員会の 3 部作の例会が幕を閉じました。（記事：加藤）

家族交流例会が 10 月 27 日㈮にグリーンパレスにて開催
されました。委員会毎に用意された円卓で会食を共にしなが
ら、家族同士での交流ができ、更にバルーンパフォーマーの
登場で会場は一気に賑やかに彩られました。風船を使ったパ
フォーマンスは、参加された子ども達はもちろん、大人も夢
中になるほど惹きつけられました。また、終盤には各委員会
紹介の映像を映し、JC 内での様子を家族の方々に見て頂け
る良い機会となりました。改めて家族の大切さを感じられた
素晴らしい例会でした。（記事：加藤）

11 月 21 日、冠稲荷ティアラグリーンパレスにて 11 月第 1 例
会として、「太田 JC 塾〜組織の可能性〜」を開催しました。太田
青年会議所の歴代理事長である石川重政先輩、椎名章先輩、高橋
嘉一郎先輩、松本徹先輩、島田光貴先輩の 5 名をお招きし、それ
ぞれの皆様が現役でご活躍されていた時代のお話を中心に様々な
テーマでパネルディスカッションをしていただきました。現役メ
ンバーへの熱いメッセージも皆様からいただき、「53 年の歴史を
引き継いで後世にもしっかりと引き継いで行こう」という決意を
再確認させていただく貴重な経験となりました。（記事：神保）

「第 47 回群馬ブロック大会太田大会」
9 月第 3例会【担当：会員委員会】

「発揮する力〜 Maximum 〜」
10 月第 1例会【担当：ちいきのリーダー育成委員会】

「家族交流〜誇り〜」
10 月第 2例会【担当：交流委員会】

「太田 JC 塾〜組織の可能性〜」
11 月第 1例会【担当：組織力拡充特別委員会】
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11 月 17 日㈮にヴィラデマリアージュ太田において入会認承
証伝達式「後期」およびオリエンテーション「後期」が執り行
われ、後期新入会員 6 名が新たに加わりました。オリエンテー
ションでは入会認承証伝達式を終えた新入会員および入会 3 年
未満のメンバーを対象に渡邊晃司先輩を迎え、現役時代の経歴
や JC 内の役職、また「カッコイイとは」について熱くご講話頂
きました。新入会員のメンバーのみならず我々現役メンバーも
参考になる内容でした。この講話を糧にして、さらに青年会議
所活動を深めて参りたいと思います。（記事：五十嵐）

12 月 7 日、綿打行政センターにて 12 月第 1
例会次年度事業計画検討会を開催しました。各委
員長予定者より 2018 年度の委員会運営基本方
針、事業計画が発表され、多くのメンバーから活
発に質疑がなされました。2018 年度への理解が
深まると共に出向者が発表され、来年度に関して
も多くのメンバーが日本各地で活躍することを誓
いました。（記事：高橋）

12 月 9 日㈯太田ナウリゾートホテルにて、卒
業式を開催しました。本年度の卒業生は 11 名。
卒業される皆さま一人ひとりが非常に多くの功績
を残され、その活動に敬意を表し盛大に卒業式を
行いました。卒業生の最後のスピーチを聞き、多
くの現役メンバーが涙していました。残った現役
で太田 JC を盛り上げていくとともに、卒業生の
皆さまの今後益々のご活躍をご期待申し上げま
す。（記事：高橋）

12 月 13 日㈬冠稲荷神社ティアラグリーンパ
レスにて、最終事業 AWARDS OTA を開催しまし
た。本年度最終事業として優れた活躍をした委員
会・個人に褒賞が与えられました。また、1 年間
を全力で駆け抜けた証に、参加者全員が笑顔でお
互いの活動を讃え合いました。大宴会をやる時は
とことん楽しく、元気に、そんな太田 JC らしい
素晴らしい最終事業でした !（記事：高橋）

「入会認承証伝達式『後期』、オリエンテーション『後期』」
例会外【担当：会員委員会】

「次年度事業計画検討会」
12 月第 1例会【担当：総務広報委員会】

「卒業式」
12 府月第 2例会【担当：会員委員会】

「AWARDS OTA」
例会外【担当：会員委員会】
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秋山 健太郎

倉嶋 慶秀江連 康次

髙山 栄二近藤　聡

角田 真吾長　則行

2010 年に入会以来、様々な貴重な
経験をさせて頂いた太田青年会議所
に感謝の気持ちでいっぱいでありま
す。特に委員長時代には、多くの方々
からご指導頂いたことは今の自分に
とってかけがえのない宝物のように
思っています。後輩の皆様も是非「率
先垂範」でJC活動に邁進して下さい。
本当にありがとうございました。

2000 年後期に入会し、18 年が経ちました。
青年会議所という組織と出会い、人生が大きく
変わりました。常に思っていた疑問。何を目指して、
どのように生涯を過ごすのか。何のために仕事を
し、どのように家族を守っていくのか。その迷い
に対し、明確な答えに導いてくれたのが青年会議
所でした。また、何より、多くの仲間と出会い、
真剣に語り、熱い議論をしたこと。最終年度、
日本青年会議所に出向し、全国各地の文化や伝
統に触れ、日本の無限なる可能性に触れられたこ
と。そして、各地のメンバーと知り合う中で、太
田青年会議所の組織力の高さと伝統の深さを実
感できたこと。全ての出来事に感謝しています。
現役の皆さん、明確な目的を持ってJC 活動して
くださいね。信じられない奇跡が待ってますよ。

入会以来、皆さまには大変お世話
になりました。今になって考えてみる
と太田青年会議所にお世話になって、
とても良い経験ができました。後輩
の皆さまにも是非色々と積極的にチャ
レンジしていって頂きたいと思います。
後輩の皆さんのご活躍を心から期待
しております。

2015 年後期に太田青年会議所に入会させ
て頂き、短い2年間でしたが諸先輩や現役
メンバーの皆様にお支え頂き無事卒業する
ことができました。入会当時は JCの独特な
雰囲気があるのかと思い少し気が重く事業
への参加が嫌でしたが、参加してみると自
分が誤解していた事が分かり事業に参加出
来るようになりました。これまでにお会いす
る機会がない方にお会いでき貴重な体験や
貴重な意見を見聞きする機会が増え、ほん
の少し成長できた気がします。短い間でし
たので役は受けられず、何も出来ませんでし
たが、本当に充実した時間が過ごせたと事
を大変感謝いたします。今まで支えて頂い
た皆様本当にありがとうございました。

本年度をもちまして卒業いたします、ちいき
の力開発委員会の近藤です。私は、2016 年前
期入会させていただき、太田青年会議所のメン
バーとして一年半事業を携えさせたていただき
ました。本当に、短い期間の中で、太田市のタ
メ、在籍者の為力になれたか、卒業を迎える今
でも心痛く感じております。様々な事業に参加
させて頂き、太田青年会議所のメンバーと触れ
合い、太田市の為に少しでも協力出来た事を誇
りに思います。一年半と、短い期間ではありま
したが、自分を成長させる事が出来きました。
これからも、在籍者の方々には、とても素晴ら
しい事業を企画して頂き、もっと多くの人に太
田青年会議所の素晴らしさを伝えて頂きたいと
思っています。今までありがとうございました。

2012年に太田青年会議所に入会してから、
諸先輩方を始めとする多くの皆様に支えら
れ、無事、卒業を迎えることが出来ました。
6 年間の JC 生活の中で学んだ数々の経験や
たくさんの方々との出会いは、今後の人生に
繋がる貴重な財産となりました。現役の時は、
楽しいことだけではなく、つらい思いもたく
さんすると思いますが、その経験があるから
成長に繋がると思いますし、仲間というのは、
苦楽を共にするから出来るものだと思います
ので、ぜひ最後までやり通して卒業してもら
いたいです。今後は、OBとして現役の皆さ
んのご活躍を応援しています。最後に、今ま
で支えてくださった全ての方へ、心より感謝
申し上げます。ありがとうございました。

入会から卒業までの 4 年間、多くの諸先輩方や現
役メンバーの皆さまにお支えいただき卒業を迎える
ことができました。短い期間の中で振り返れば反省
をすることばかりですが、時には意見をぶつけ合うほ
ど真剣に向き合い、活動してきた中で得られる一体
感や達成感という喜びの分かち合いから「人が人の
為に活き、己が生かされる」ことを教えていただきま
した。現役メンバーの皆さま、まずは参加しメンバー
同士で声を意見を掛け合ってください。互いに思い
やり切磋琢磨し、一生懸命活動することで自己の成
長とより良い街づくりができるのではないかと思いま
す。いままでJC活動をする中でお世話になりました
多くの方々、事務局の鈴木さん、そして家族へ心か
ら感謝すると共に今後も太田青年会議所の発展と活
躍をご祈念申し上げます。ありがとうございました。

卒業生から

後輩達へ「一言」
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橳島 貴広寺内 宏之

吉澤 弘晃原島 謙介

卒業生から後輩達へ ｢一言 ｣（続き）

2013 年後期に入会し早 4 年。あっとい
う間に卒業を迎える事になりました。入会
当初は、何をすれば良いのか何も分から
なかったので、とにかく参加してみること
から始めました。役を経験する事はなかっ
たので新たな学びを沢山得る事は出来ま
せんでしたが、新たな仲間を沢山得る事は
出来ました。社会に出ると新たな学びや出
会いを得る機会は少なくなりがちですが、
この JCには少しだけ勇気を持って自ら望
めば得られる機会が沢山あると思います。
現役メンバーの皆様がその機会を得て、更
なるご活躍をする事を期待します。最後に
支えてくださった多くの皆様に心より感謝
を申し上げます。ありがとうごいました。

2013 年度後期入会し、今まで多くの諸
先輩方や現役メンバーの皆様に支えてい
ただき、何とか卒業を迎えることができま
した。JC活動を通して、今までできなかっ
た経験や気づき、学びを得ることができ
ました。そしてたくさんの仲間とともに同
じ目標に向かう楽しさがありました。青年
会議所は出会いの場でもあります。ここ
でできた絆はこれからの人生できっと大
きな力となるでしょう。現役メンバーの皆
様につきましては、40 歳までの限られた
時間の中で多くの経験と友情を築いて頂
ければと思います。最後になりますが、い
ままで関わっていただいた皆様に感謝を
申し上げます。ありがとうございました。

先輩諸兄を始め多くの皆様にお支
え頂き無事に卒業を迎えることが出
来ました。本当に感謝申し上げます。
15 年という長い時間ではありました
が、振り返ればあっという間でもあり
ました。何も分らなかった自分でした
が、多くの学びを経て一生の財産とな
りました。太田青年会議所は無限の
可能性を持っています。英知と勇気と
情熱を持って、人に関心を寄せて、人
の幸せを願い努力する。それぞれが
しっかりと目的意識を持ち、心を持っ
て活動すれば幸せが満ち溢れるちい
きが実現すると信じています。本当に
ありがとうございました。

2008 年後期に入会してから今まで 9 年
間、大変お世話になりました。この 9 年間
を振り返ると色々なことが昨日のことのよう
に鮮明に思い出します。尊敬する先輩や心
寄せ合えるかけがえのない仲間と共に切磋
琢磨し、共に泣き、共に感動し、本当に充
実した日々をいただき卒業を迎えることが
できました。是非、メンバーの皆様は自分
のペースでこの太田青年会議所でなければ
経験できない素晴らしい成長の機会を楽し
んで下さい。今しかできません。皆さん一
人ひとりの経験が未来永劫輝く太田青年会
議所の魅力に必ず繋がります。応援してい
ます ! 今まで共に活動し支えて頂いた皆様
に感謝申し上げます。有難う御座いました。

① 生方克典
②33
③桐生信用金庫（金融業）
④サッカー、ボルダリングをやってみたい
⑤太田西支店で融資をしているので何でも聞いてください !
⑥活動の中で知り合いを増やしてお互い
の仕事を充実させていきたいです。

① 中山いずき
②26
③HLS（人材派遣）
④料理
⑥ボランティア活動など人の役に立つこ
と、自分自身の人見知りやあがり症を克
服する事が目標です。

① 稲塚祐輔
②27
③㈱稲塚工業（製造業）
④ゴルフ、ジム
⑤ゴルフ
⑥仕事としてもプライベートとして良い友人
を作りたい。

① 佐藤圭佑
②32
③㈱匠組（建設業）
④ボランティア活動
⑤
⑥ボランティア活動がいろんな企業へと拡
がり、良い地域が創られること。

① 牧野　剛
②31
③認定こども園みその幼児園（保育士）
④映画、音楽鑑賞、アウトドア、野球
⑤
⑥健常児と障害児の交流が図れればと考
えています。

①名前
②年齢
③社名（業種）
④趣味（興味）
⑤人に薦めたい事
⑥ JCを通して
　行いたいこと
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