し、結びつけて、上手く発信す
ることに取り組んでいくことが
大切ではないかと考えます。

ランニングバイク選手権開催

の入り混じった一日となりまし
た。
また、当日はドローンで大会
と自然の景色を撮影し因島なら
ではの大会として今後のアピー
ルに繋がる映像を作成しました。
詳しくはＱＲコードからご覧
ください。
開催にあたりご参加いただき
ました皆様、ご観覧いただきま

全国から１３７ 名のちびっ子ライダー集結

２０１７年６月２５日（日）
︻因 島 青 年 会 議 所 推 奨 ３コース︼
因島アメニティ公園にて、２歳
①因島の自転車のパワースポッ ～６歳の未就学児を対象とした
トを巡るコース︻１６キロ︼ 「ランニングバイク選手権ＩＮ
︵白滝山→大山神社→因島公園︶ いんしま はっさくカップ２０
１７」を開催いたしました。
前日の雨で天候が心配されま
②因島を東回りで堪能コース
したが無事に晴れ全国各地から
︻24キロ︼
︵大浜崎灯台→水軍スカイライン １３７名の参加となりました。
５年目となる本大会では参加
→鼻の地蔵→生口橋︶
者に因島の魅力を堪能してもら
い楽しんでもらうことで、因島
③因島を西回りで堪能コース
を好きになってもらうことを目
︻12キロ︼
︵アメニティ公園→フラワーセンタ 的とし、村上海賊に関心が高ま
る中で因島水軍まつり（島まつ
ー→除虫菊→生口橋︶
り）と同日に開催いたしました。
子どもたちが目を輝かせて真
剣に走る姿、悔しくて泣いてし
まう姿、転んでも立ちあがって
ゴールまで走る姿、そんな全員
がドラマの主人公となれるラン
ニングバイクレースの魅力に保
護者も夢中となり、驚きと感動

▲

した皆様、ご支援、ご協力いた
だきました団体、関係各位の皆
様、ボランティア協力いただき
ました皆様、応援して下さった
全ての皆様に心より厚く御礼申
し上げます。
昨年の反省を踏まえ、本年度
も皆様に愛される大会となるよ
う会員一同努力し
てまいりますので、
皆様のご参加をお
持ちしております
今後ともご支援
願えれば幸いです。

▲

二〇一七年度を振り返って

講師：因島総合支所長

橘忠和様

１月例会﹁ＯＵＲ ＷＡＹ﹂
︵マイスローガン発表︶
２月例会﹁道﹂〜俺たちが目指す未来〜
講師：中村雄一郎様
３月例会﹁因島を変えるのはわたしたち
だ ﹂〜因島をサイクリング
の聖地に〜
４月例会﹁一丸となるために﹂
講師：因島消防署 大畠司様
５月例会﹁地域共同まちづくり﹂

︵Ｏ との合同例会︶
６月例会﹁ランニングバイク選手権 い
んのしま はっさくカップ２
０１７﹂
７月例会﹁男気！キャッチボール﹂〜わ
しが絶対捕っちゃるけぇ〜
︵スポーツ例会︶
８月例会﹁変わっていくために﹂
９月例会﹁わしについて来い ﹂〜人を
惹きつける魅力あるリーダー
を目指して〜
講師：早稲田大学１７代目監督
應武篤良様
月例会﹁明日を見据えて﹂
講師：株式会社Ｇサポート
岡田積善様
月例会﹁ツール・ド・インノシマ﹂
︵サイクリングで因島一周︶
月例会﹁俺が歩んだ道﹂
〜誇りと自信を持って〜
︵卒業例会︶

in

詳しくは左記にあるＱＲコー
ドをスキャンしてください。
今後、コースの追加や観光ス
ポットの追加など随時専用ぺー
じを更新して参りますのでご期
待ください。

うあるべきかを常に自分に問い
かけ、日々自らを磨き続けるこ
とがリーダーとして大切である
と学びました。

▲

!!

リーダー論を学ぶ
２０１７年９月１８日（月）
因島商工会議所４Ｆにて、『わ
しについて来い ～人を惹き付
ける魅力あるリーダーを目指し
て～』をテーマに、早稲田大学
野球部第１７代目監督 應武篤
良氏を講師として講演会を開催
いたしました。当日は市民の皆
様にも参加していただける公開
例会として定員の３０名の方に
ご来場いただきました。
リーダーとして必要な資質・
指導力、強い精神力と行動力に
ついて、実体験に基づいて講演
を行っていただきました。
講演では、チームを優勝へと
導いたその実体験から、相手に
負けたくないという反骨心、些
細なことも全力で勝ちにこだわ
るという信念を貫くことの大切
さを学ぶことができました。
また自分を取り巻く環境に感
▲ 謝の気持ちを持ち、人としてど

!!

B

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

レディーセットゴー!!の合図で大迫力のスタート

10

11

12

サ イ ク リン グ による
地域活性化を目指して
口にサイクリングコースの案内
看板を作成いたしました。看板
のＱＲコードを携帯電話で読み
取ることで、因島の魅力を堪能
できるサイクリングコースと観
光スポットを案内できるように
なっています。
この度の看板設置は、「せっ
かく因島に来てくれたからには、
この島の魅力と深く触れ合って
欲しい」との想いが詰まったも
のです。自転車での観光は、地
域の名所だけでなく、その間の
景色を楽しみ、途中におもしろ
い場所やお店等があれば気軽に
停まって立ち寄ることができま
す。徒歩よりも広い範囲を気軽
に移動でき、観光される方それ
ぞれがお気に入りの場所を発見
し、地域をより深く知ることが
でき、地域のファンを増やすこ
とができると考えます。
これからの因島のまちづくり
では、既にある良いものを活か

看板設置の模様

２歳児も必死に駆け抜けます

謝辞を行う串畑担当副理事長

375
我々が住み暮らす因島を含む
しまなみ海道は、サイクリング
の聖地の一つとまで言われ、い
まや国内のみならず海外からも
多くの人が訪れるまでになって
おり、大きな観光資源の一つと
言えます。
しかし、因島を訪れたサイク
リストの感想は、因島にはしま
なみ海道ならではの景観を楽し
みながら走行出来るところが非
常に少なく、行き交う自動車に
気をつけて通過するだけの島と
いうものであり、サイクリスト
の方にとって因島は魅力的に感
じられていない状況です。この
結果は、因島のことをサイクリ
ストの方に対して上手く情報発
信できていないことが原因であ
ると考えます。
そこで、因島を訪れる大勢の
サイクリストに因島の魅力を幅
広く発信するため、因島の入り
口にあたる大浜町の自歩道入り

▲

!!

弓場敏男

▲

設置を終えたＬＯＶＥ因島委員会メンバー

初代理事長
題字
因島１周し、サイクリングの魅力を体感

サイクリングマップを
ＱＲコードで簡単ゲット!!
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２０１７年９月２１日（木）
尾道市役所にて災害時における
被災地支援に関する協定締結式
が執り行われました。本締結式
では、尾道市並びに尾道市社会
福祉協議会と全国的な組織体制
を持ち、多種多様な職種の会員
が属する尾道青年会議所と因島
青年会議所との４者間にて災害
協定が締結されました。
この締結が結ばれたことで大
規模な自然災害の発生時には、
被災者支援で市・社協が中心と
なり、市サポートセンターが開
設され、全国から集まるボラン
ティアの受け入れなど一つの組
織のみでは迅速な対応が難しく
なる状況下においても、４者間
の連携をとることでより迅速な
対応が可能になっていきます。
また因島青年会議所並びに尾
道青年会議所メンバーの多種多
様な会員が在籍する特性を活か
すことで、人的支援、資器材の
調達、仕分けと運送など、専門
的な技能も活用した支援活動を
効果的・効率的に展開すること
が可能になります。
今後も引き続き防災について
の取り組みを続け、地域の皆様
の防災意識を高め、安心・安全
なまちづくりに貢献していくと
ともに有事の際にはリーダーと
して行動できる人材を育成して
参ります。

サインした締結書を掲げる相方理事長

郷土の為
に日々活動
を行う青年
会議所とい
う団体に所
属し、卒業する自分は今までこ
の地に育まれたその恩をどれだ
け返すことができたのだろうか
とこれまでの活動を振り返ると、
その中で多くの仲間や地域の方
々に助けられ逆に返すべき恩よ
り多くの恩をいただいてきたこ
とが思い返されます。
同じ想いを持つ者が協力した
時に出る本当の力の強さという
ものを学びました。一人では出
来なかったことも出来るように
なり、多くの経験と思いを心に
刻み、これからも青年会議所活
動の中で学んだことを活かし地
域のために行動していきたいと
思います。今までの青年会議所
活動でお世話になった皆様、本当

村上 真太郎

▲ にありがとうございました。

新入会員紹介

会員募集

▲

▲

FACEBOOK

ホームページ

大規模災害に備え協定締結

掲げ、地域から頼られ必要とさ
れる団体を目指し邁進してまい
ります。時代が移りゆく中、今、
因島に求められているものを青
年世代として感じ取り、これか
らも皆様と共にこのまちに根差
した活動を、失敗を恐れず情熱
を持って展開して参りたいと存
じます。
また、因島青年会議所は、本
年創立５０周年を迎えます。こ
の節目の年を機に、会員一同よ
り一層気を引き締め、地域の皆
様のご期待にお応えできるよう
努力して参ります。
結びになりますが、本年も因
島青年会議所に対しまして、こ
れまで以上にご指導、ご鞭撻、
またご支援を賜わりますことを
お願い申し上げ、新年の挨拶に
かえさせていただきます。
一年間どうぞよろしくお願い
申し上げます。
２０１８度第５１代理事長
串 畑 佑 樹

たか

まさ

ぶき

や

新理事長挨拶
謹んで新春
のお慶び申し
上げます。皆
様方におかれ
ましては、益
々御清栄にて
良き新年をお迎えのことと存じ
ます。
また、私どもの活動に対しま
して、皆様には一方ならぬ御厚
情を賜りまして重ねて御礼申し
上げます。
私達因島青年会議所は「何か
このまちのためにできることは
ないだろうか」「何か子どもた
ちの未来のためにできることは
ないだろうか」そんな事を会員
同士切磋琢磨しながら真剣に考
え事業を展開し、そこで得た経
験を自身の成長に繋げる、そん
な志し高い２０歳から４０歳ま
での若者の集まりです。
２０１８年度は「Ｒｅ Ｓｔ
ａｒｔ」～５０年の誇りを胸に、
新たなる挑戦～をスローガンに

活発な意見が飛び交います

の皆様にも参加していただきま
した。
サイクリストが因島の魅力を
堪能することができるサイクリ
ングコースにするためには、ど
のようなまちづくりを行ったら
サイクリストの聖地になるのか、
因島南中学校の生徒を中心に新
しいアイデアを考えていただき
ました。
地域の子どもと大人が気持ち
を一つにし因島南中学校生徒の
アイデアが実現することに向け
て因島の魅力創りについての意
見交換を行いました。
互いに良い刺激を受けること
▲
が
でき、まちづくりは地域が一
体となって取り組むことが重要
であると改めて感じることがで
きました。
そして、各班で考えたアイデ
アを発表し、多種多様なアイデ
アを皆で共有することで、アイ
デアの融合が起こり、さらに魅
力的な因島の実現への第一歩と
なりました。

沢山のＯＢ会員の方と知り合えます！

ＪＣ（青年会議所）は、活動の基本を

QRコードを
スキャンしてCHECK!!

「因島青年会議所」
と検索していただくと、
因島青年会議所公式ホームページ・公式 Facebook ページ
がご覧になれます。
活動報告等掲載していますので閲覧してください！あわせて、
いいね！フォローもお願いします！

その他の活動報告について

TEL
（0845）22-6116 e-mail:insei@mx4.tiki.ne.jp

青年会議所活動は世界規模で行われています。
世界約１００カ国、２０万人以上のメンバーが
活動しています。

３

世界各国のＪＣメンバーと交流出来ます。

国際交流

気になる方は、連絡をこちらまでお願いします。ご説明に伺います !!

2017年度入会
生年月日 1985.9.26
年
令 32才
勤 務 先 因島鉄工㈱

チャンス

矢 吹 真 誉

地域社会に対して貢献出来ます！

２

様々な面で表現力が身につきます！

社会への奉仕（＝Service）を通じて
個人の資質を向上（＝Training）し、
活動の中で友情（＝Friendship）を得ること。
この三つの要素を併せ持つ団体は、
他に類をみません。

会議の進め方や方法が習得出来ます！

因島青年会所が主催する様々な講演・セミナー
（例会）に参加することができます。また、日本
青年会議所や他地域の青年会議所が主催するセミ
ナーに参加することも出来ます。

チャンス

セミナーを通して様々なことが学べます

各種セミナー

会員は「明るい豊かな社会を築き上げること」を
共通の理想としています。

統率力や指導力が身につきます！

１

ＪＣってなに？

入会すると？

たくさんのチャンスもあります！

多くの仲間を作ることが出来ます！

日本各地のＪＣメンバーと交流出来ます。

向

出

であると考えます。因島青年会
議所の設立された時代、造船の
好景気に沸き、人口は四万人を
超えていたころに比べ、現役会
員も減少してはおりますが、こ
の地域のために活動を行いたい
という思いは、設立当時から何
も変わっていません。
創立五十年という大きな節目
に身を置く我々であるからこそ、
ここでもう一度原点に戻り、こ
の先も地域から必要とされる団
体であり続けたいという思いを
胸に、新たなる挑戦の第一歩を
踏み出します。

２０１７年３月１７日（金）
尾道市立因島南中学校にて「因
島を変えるのは私たちだ 」～
因島をサイクリングの聖地に～
をテーマに、因島の未来につい
て考える例会を開催いたしまし
た。尾道市立因島南中学校の生徒
８３人、因島青年会議所会員、
尾道因島ライオンズクラブ、因
島観光協会、土生商店街連合会
!!

「修練」
「奉仕」
「友情」に置き、

因島から離れて、広島県内や全国の青年会議所
メンバーと共に、ひとづくり・まちづくりの様々
な青年会議所活動を行うことができます。また、
全国に約３万５千人いる会員と交流出来ます。

チャンス

創立五十周年を迎えるにあたり 因 島 の 未 来 を
考える︒
因島青年会議所の原点は、こ
の地域のために活動を行いたい
という思いから一九六七年に設
立したことに始まります。翌年
全国で三七五番目の青年会議所
として承認され、本年で創立五
十周年という大きな節目を迎え
ます。これもひとえに五十年と
いう長い歴史の中でその時代そ
の地域に必要とされ「ひとづく
り」「まちづくり」など様々な
分野において情熱を注ぎ、青年
会議所運動を展開されてこられ
ました諸先輩方、そして五十年
という長い間見守り育てて頂き
ました地域の皆様と、様々な場
面で支えてくださいました関係
諸団体の皆様のお陰と心より御
礼申し上げます。
また、現役会員においては因
島青年会議所がこれまで歩んで
きた五十年のつながりに感謝し、
全会員が結束して創造的な周年
事業を成し遂げることで次の五
十年の第一歩を示すことが重要
Anniversary

グループディスカッションの模様

自分たちの意見を発表する生徒達

第247号
2018年１月

（一社）因 島 青 年 会 議 所 広 報 紙
（2）

