﹁家訓づくりプログラム﹂

を開催︒

参観日を利用して親子で学ぶ

意見交換会＆交流会 開催

我々因島青年会議所は年間を
通して自分達が住むこの因島を
良くしようという想いの下、様
々な事業を行っています。その
事業は各担当委員会で企画して
実施します。しかし、今後事業
を展開していく中で我々だけの
考えではなく、本当にそれは地
域が必要としているのか、考え
ていく必要があると考えました。
そこで、ＪＡＹＣＥＥ拡大委
員会では 月 日に地域の方々
と共にこの因島について考える
意見交換会及び交流会を行い、
因島の良い所・悪い所を始めと
した御題を提示して、会員と一
般の方とで行いました。多く出
た意見の中で自転車関係や景観
といった観光資源として成り立
つ資源はあるが活かしきれてい
ないといった意見があり、我々
のようなまちづくりの団体の
16

ランニングバイク選手権開催
参加していただき、その進んで
行動する姿に因島の未来の明る
さを感じさせられました、ボラ
ンティアとして参加された生徒
の皆さまにはこの場を借りて改
めてお礼申し上げます。
豊かな気候と風光明媚な島々
に恵まれたこの地域の魅力を今
後も多くの方にアピールするこ
とを考えております。

▲

岡野斉也議員

全国からちびっ子ライダー集まる
昨年のゴールデンウィーク中
の５月４日には、近ごろ自転車
で注目されるしまなみ海道にあ
るこの因島をさらに盛り上げて
いくため、大山神社様・因島ロ
ータリークラブ様・尾道因島ラ
イオンズクラブ様・尾道せとう
ちライオンズクラブ様といった
島内有志と力を合わせて大浜町
のアメニティ公園にて小さなお
子さんを対象とした蹴って進む
自転車であるランニングバイク
のレース大会を開催しました！
大会は遠くは関東・東海・山陰
・九州といった地方からこれま
でにない人数の参加者に来場い
ただき大盛況のうちに幕を閉じ
ました。
また大会運営には島内の因北
中学校・重井中学校より多くの
生徒さんにボランティアとして

星野光男議員

１つだけでは出来ない事も地域
は求めているのではないかと感
じました。
交流会を含め全体を通しても、
当初企画段階で想定していた以
上の我々だけでは出ないような
観点からの意見を一般の方から
頂き、この因島の未来について
考えている方も多くいると再認
識する事が出来ました。
最後になりますが、この因島
に住んでいると言う事はこの因
島の未来は無視できないのでは
ないでしょうか？まちづくりは
出来る人がやればいいと思われ
るかもしれません。しかし、何
も出来ないのでしょうか？日々
の生活の中でも選挙に行ってみ
たり、地域事業に行ってみたり、
今回のような事業に参加するの
も一つのまちづくりではないか
と思います。
少しでも地域の未来を想う方
が一人でも多くなる事を祈念致
しまして本年度の事業報告にか
えさせて頂きます。

自らが率先してまちづくり、人づくりを行う20～40歳の青年の団体です。

青年会議所とは

活発な意見が飛び交います。

▲

宮地寛行議員

題字 初代理事長

いう家訓を守っていきたいと思
います。」等の感想をいただき
ました。
今後も地域の子供達がしっか
りとした目的意識を持った大人
になるよう、活動を行っていき
たいと思います。

られるものでしたが、もっとも
大切なのは、誰かがやってくれ
るだろうと人任せにするのでは
なく自らが率先して行動しよう
とするリーダーシップこそが大
きな力になるということがわか
りました。
こうした事は災害といった非
常時だけではなく常日ごろから
大切なことではないでしょうか。

▲

10

10月
例会

１月 「拡大戦略会議」
〜我々が今やるべきこと〜
（会員拡大を目的とした例会）
2月 「未来地図」
〜明日に架ける橋を描こう〜
（会員のスキルアップのための例会）
3月 「雪合戦で熱くなれ」
〜楽しくそして真剣に〜
（連携を目的としたスポーツ例会）
4月 「礼節」
〜心構えと表現力を学ぼう〜
5月 「ランニングバイク選手権in
いんのしま２０１５」
〜明日への道〜
6月 「強い意志」
（ＯＢ合同例会）
7月 「思い出アレジメント」
〜笑顔の花を咲かせましょう〜
（会員家族との例会）
8月 「未来予想図」
〜未来を生きる人のために〜
（竹原ＪＣとの合同例会）
9月 「災害時のリーダーシップ」
〜明日の危機に備える〜
10月 「未来への繋がり」
11月 「家訓づくり・人づくり、
そして道づくり」
12月 「明日への扉」
（卒業例会）

避難所運営ゲーム体験
災害時のリーダシップを学ぶ
防災月間である９月 日に因
島市民会館にて、島内学校関係
者・自主防災団体・各種団体の
方々をお招きして尾道市総務課
生活安全係の指導のもとＨＵＧ
と呼ばれる避難所運営ゲームを
開催いたしました。
▲
ＨＵＧは実際の災害を元にし
て作られたシミュレーションゲ
ームで、災害時の対応の確認や
予行演習といった面ではなく、
被災時に私たちの身に降りかか
る様々なトラブルを考えされる
内容となっています。
チームを組んで疑似的に避難
所を運営していく中で、モデル
ケース通りにはいかない災害発
生時に求められてくるのは何か
が問われるものでした。
そうした場面では幅広い視野・
▲ 健康な肉体など多くの物が求め

16

近くで見ると大迫力のレース！
！

ＨＵＧ実施中の１コマ

５月
例会

９月
例会

375

11月
例会
尾道市立因島南小学校6年生
を対象とした事業として 月7
日の参観日の時間を利用して、
講師の幡谷哲太郎氏をお迎えし
て「家訓づくりプログラム」
を開
催致しました。
ワークショップを交えなが
ら 、日頃なかなか話さないまじ
めな内容をしっかりと見つめ、
各々の家庭の家訓づくりを行い
ました。家訓をつくることで各
家庭の目的が決まり、それによ
り日頃の行動にもメリハリが生
まれ、意識の高い生活が送るこ
とができることなどを学びまし
た。親子で将来のために今する
べきことを考えるきっかけとな
りました。
尾道市立因島南小学校とＰＴ
Ａと因島青年会議所とが一緒に
子供たちを支えていくために、
準備段階から打合せを重ね、し
っかりとした協力体制をとるこ
とが出来ました。今後に向けて
更なる連携を形成することが出
来ると確信を持てる事業となり
ました。
事業を受けた子供達からは
「家訓で挨拶を頑張るに挑戦し
ようと思います。」「地域の人た
ちに挨拶をしていきたいです、
挨拶をしたら笑顔にもなるし、
しっかり守っていきたいです。」
「将来に向けて人助けをすると
11

弓場敏男
熱いお話で子供たちを惹き付ける幡谷哲太郎氏
親子で真剣に講演を聞いています。
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２０１５
年度も因島
青年会議所
に多大な支
援を頂きま
して深く感謝申しあげます。
昨年度は「未来への架け橋」
をスローガンに掲げ、ランニン
グバイク選手権をはじめとして
因島の地域の方々と共に多くの
事業を共同で開催する事ができ
ました。地域の方々と共に開催
した多くの活動を通じて、我々
の活動が地域に共にある事を実
感させていただきました。多く
の方々の支えもあり我々の活動
が未来に繋がる一歩となりまし
た事を深く感謝申し上げます。
地域社会の明るい豊かな社会
を築き上げる為、また、我々の
活動を未来に繋げる為、今後も
皆様のご指導とご鞭撻を賜りま
すようお願い申し上げ昨年度理
事長のご挨拶とさせて頂きます。

会員紹介

③技術と信頼で地域に貢 ③安心安全をモットーに ③安全運航に努めてお客 ③車のことならなんでも ③お酒のことなら何でも ③時代の変化・ニーズに

①名前︵在籍年数︶
②勤務先
③仕事について
④来年度のJCについて

地域に貢献する。

④みんなで楽しく活動し

できるよう頑張ります。 ④全身全力

昨年末、「女性は
離婚後６カ月間、再
婚できない」という
再婚禁止期間を定め
た民法733条の規
定について違憲とする判断が初
めて最高裁判所においてなされ
た。民法には「離婚後３００日
以内に生まれた子供の父は前夫」
「婚姻後２００日後に生まれた
子供の父は現夫」とする嫡出推
定規定がある。離婚後すぐに再
婚を認めると、推定期間が重な
るため、女性のみに再婚禁止が
課せられた経緯がある。ただ、
再婚禁止の原告側は離婚から
１００日を経ての再婚ならこの
「重複」が避けられるため、「推
定期間との均衡を考えるなら
１００日で十分」とのことから
１００日間を超える部分につい
て、違憲だと判断した。
文化や伝統を尊重しつつ、時
代の流れによって新たな問題が
出た場合は変革していくことも
必要であると思います。JCに
おいても、良いものは残しつつ、
新たなものには挑戦しさらに進
化していく、そのような年にし
たいと思っております。

新入会員紹介

因島ＪＣ

その他の活動報告について ホームページ・Facebookにて掲載していますので、閲覧して頂ければと思います!!

合わせたサービスで、

相談して下さい。

お任せ下さい。

様に快適な船旅を提供

地域貢献します。

④明るく、楽しく、元気

ていきたいです。

④今年はＪＣでも活躍し ④今年は仕事とJC活動を

私たち３名は２００８年に入
会し８年間、長かったようで短
かったＪＣライフでした。人生
で一番思い出深い日々になりま
した。卒業までにＪＣ活動・運
動でお世話になった方々に心よ
り感謝申し上げますとともに、
今後とも（一社）因島青年会議
所へご指導・ご鞭撻賜わります
ようお願い申し上げます。
ＪＣでは卒業してからが本番
とよく言われます、在籍中にＪ
Ｃ活動・運動で培った事を糧に
これから先、自分の好きな道へ
一直線に突き進み頑張りますの
で現役の皆さんもそれぞれの思
いがあると思いますが、めげず
に頑張って下さい。失敗を恐れ
ず積極的に色々なことに果敢に
挑戦して下さい。大成功か成功
しかありませ
ん。ご活躍を
期待しており
ます。
有意義なＪＣ
ライフでした。
卒業生代表
箱 崎 幹 久

①窪 田 恵 介（2年）

①岡 野 邦 治（2年）

①弓 場 一 輝（5年）

①毛 利 勇 介（6年）

①濱 岡 謙 次（4年）

①串 畑 佑 樹（5年）

②瀬戸内電気工業㈱

②㈱丸扇技行

②土生商船㈱

②㈲因島モータース

②濱岡酒造㈱

②串畑葬儀店

二〇一六年度理事長挨拶 直前理事長お礼の言葉
新春を迎
え、謹んで
お慶び申し
上げます。
長年にわた
り皆様より賜りました多くのご
支援、ご協力に心より感謝申し
上げます。
２０１６年度は、スローガン
を『進化への挑戦』と掲げ、ど
んなことにも前向きに取り組む
ことが出来る人材を育成すると
ともに、これからの「まちづく
り」のあるべき姿として地域の
人たちと目的を共有しそれぞれ
が持っている力を発揮すること
によって、このまちにワクワク
が溢れる魅力的な事業の実現へ
向けて邁進していく所存でござ
います。
明るい因島の実現の為、皆様
方のより一層のご支援、ご鞭撻
を お願い申し上げ、年頭のご挨
拶とさせて頂きます。

街かどインタビュー

Ａ１ お祭りです︒もっと因島が盛り
上がるようなことをして欲しい︒
Ａ２ 有名人が来るような事業があれ
ば参加したいです︒
Ａ３ とにかく因島に人を呼び込める
事業があればもっと良いと思う
Ａ４ 観光を盛り上げるイベントや事
業をしてほしい︒

て因島を盛り上げて行こう 生年月日 1983.5.28

に活動したい。

両立し頑張ります。

たいです。

Ｑ１
Ａ１

ろが多い︒
Ａ５ 景色が良く海風もあるのでサイ
クリングしていても︑気持ちい
い︒
Ａ６ 他の地域に比べて︑地震等の災
害が少なく温暖で過ごしやすい︒

あき

たか

かみ

Ａ２

令 32才

と思い入会しました。よろ 年

Ｑ３
Ａ１

Ａ２

インタビューさせていただいた多くの方
々お忙しい中ご協力ありがとうございま
した︒今回のインタビューを通じて︑た
くさんの因島には多くの良いところ︑ま
だまだ足りないところを聞くことができ
ました︒こういった声を因島青年会議所
として地域のために出来ることを真剣に
考え︑今後の青年会議所活動に生かして
行きたいと思っております︒誠にありが
とうございました︒

勤 務 先 ㈱加納屋建設

しくお願いします。

村 上 貴 映

世代の方たちと切磋琢磨し

むら

くありますが、自分と近い

を頑張る。

①村 上 佑 太（2年）
②てもみ たけや
③地域の皆様から愛され
るリラクゼーションス
ペースとなるべく、日
々勉強しています。
④ダイエットをして、ス
マートなＪＣ活動を行
います。

できるようにする。

Ａ３

Ａ４

Ａ３
Ａ４
Ａ５

Ａ６

因島で足りないと思うところは
何？
お店が足りないと思います︒お
盆に親戚が帰ってきても食べる
ところがないです︒
みんなで気軽に集まれる場所が
なかなかないですね︒
因島といえばこれだ︑という名
物があまりない︒
上り坂や階段が急な場所が多く
て︑年寄りに優しくない︒
空き地も多いので企業や大学を
誘致すれば︑人が集まるのでも
っと活性化すると思います︒
眺めが良い場所が多いが︑そこ
にたどり着くための手段がなか
なかない︒

まだわからない部分も多

います。
②㈱備装

信頼できる会社を築き

ボックス

た、加納屋建設の村上貴映

④志を高く、身を低くＪＣ

①小 林 晃 和（８年） ①巻 幡 臣 持（８年）
②㈲柳屋農園
②㈲みつばち
③お祝いから葬儀まで、
③お客様に安く、早くを ③お客様が笑顔で幸せに
ゆりかごから墓場まで
モットーに頑張ってお
なれるような料理を作
花のことなら柳屋へ！
④ＪＣ生活最後の年。最
ります。
りたい。
④組織の潤滑油になれる ④和をもって尊しとなす。 後の最後までフルスイ
ング！節制を心掛け、
ように頑張ります。
3軒目で切り上げます！

①沢 野 貴 士（８年）
②村上溶材㈱

献していきたいです。

沢 野 貴 士

Ｑ ４ どういう事業があったら良いと
思いますか？

です。

ＱＲコードを
スキャン！
！

青年会議所に期待することは？
若いのでもっとアイデアを出し
て因島を盛り上げて行って欲し
い︒
若者がすぐに出て行ってしまう
ので︑若い人に因島の良いとこ
ろを伝えて留まって欲しい︒
因島にこれといって特徴あるも
のがないので︑隠れた名物を作
ったり探し出してみたら良いと
思う︒
もっと地域に提案して︑﹁こう
いうことをやります﹂というの
をアピールして︑いろんなこと
にチャレンジして欲しい︒

Ｑ ２ 因島の良いところは何？
Ａ１ 白滝山から見下ろす島の景色は
最高︒
Ａ２ 因島大橋は上から見ても︑橋の
袂から見ても良い景色だと思い
ます︒
Ａ３ 因島出身のポルノグラフィティ
ーとかの有名人がよく活躍して
いるところ︒
Ａ４ いんおこ！お好み焼き屋が多く
市内で食べるよりおいしいとこ

に入会することになりまし

ダムの管理等を行って
①村上真太郎（5年）

④自分自身が楽しく活動

ＪＣ

この度、因島青年会議所

③１級建築設計事務所、

①藤 田 政 明（7年）
②西華園
③深く正確なアピールを ③安心して買って頂き、 ③美味しい笑顔を大切に
お客様に感動できる料
モットーに日々仕事を
園芸を楽しんでもらい
理の提供を心がけてい
しています。
たい。
ます。
④何事にも挑戦し、スケー ④前向きにみんなが頑張 ④島の魅力を発信する活
ルアップを目指す。
れるように頑張る。
動を目指します。
②ジョージア園芸

②相方印刷㈱

力（6年）

①相 方 佑 斗（８年） ①村 上

力

村 上
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