創立五十周年
記念大会を開催

▲

因島市民会館にて一般社団法人
因島青年会議所創立５０周年記
念式典を開催いたしました。
当日は前夜から降り続いた雨
も止み素晴らしい秋晴れの下で
来場された皆さまをお迎えする
ことができました。
行政関係者・友好団体・各地
青年会議所という各所よりご来
賓いただき、式典の冒頭にこれ
までの因島青年会議所の歴史を
表した映像を流し厳粛な雰囲気
の中で式典が開会いたしました。
弊青年会議所串畑佑樹理事長
よりの挨拶の後、平谷祐宏尾道
市長を始めとしたご来賓の方々
よりご祝辞を賜りました。
その後創立時にお力添えいた
だきましたスポンサー青年会議
所である一般社団法人尾道青年
会議所様に改めて５０年を機と
した感謝を申し上げました。
そして４５周年からの５代に
渡る近年の因島青年会議所歴代
理事長の表彰を執り行いました。
最後に因島青年会議所創立時
のメンバーであるチャーターメ
ンバーの皆様にご登壇いただき
創立５０周年にあたり改めて感
謝を伝えました。
この創立５０周年を記念する
▲ 式典にて我々自身もこれまでの
歴史を振り返り、新たな半世紀
への第一歩を踏み出すことがで
きました。
式典終了後は、場所を芸予文
化情報センターに移して、創立
５０周年記念祝宴を執り行いま
した。
祝宴は、東京を中心に活躍す
る因島出身の岡野紘大君の激し
いダンスパフォーマンスで幕を
開け、宴の途中、劇団ミラクル
ワーカーズのオリジナルミュー
ジカル『海賊の唄 因島村上水
軍物語』の一節を因島青年会議
所会員とともに披露するなどオ
リジナリティ溢れる演出で、参
加していただいた皆様をおもて
なしし、感謝の気持ちを伝える
ことができました。
最後は、実行委員長の謝辞、
エンドロールの上映を行い、感
動の内に幕を閉じました。
弓場敏男
チャーターメンバー代表挨拶（岡野巧三先輩）

初代理事長
題字

芸予諸島サミット・市民シンポ
ジウムを初めとした様々な事業
を年ごとに違うスローガンを掲
げ実施して参りました。
当時から現在までの半世紀の
間には造船不況・しまなみ海道
の開通・因島市の尾道市との合
併・人口減少と高齢化といった
大きな社会の変革がありました
が、それらを乗り越えこのよう
に長く運動・活動することがで
きたのはこの地域に住む皆様の
支えがあってのことでした。
この半世紀を記念して２０１
８年は創立５０周年を記念する
諸事業を実施させていただきま
した。
まず創立５０周年を記念する
式典として、因島青年会議所を
創られた先輩方が最初に一同に
会された記念するべき日と同日
であります１０月２７日
（土）
に

実行委員長挨拶

▲

会員も参加した
ミュージカルの模様

１２月１６日（日）ユーホー
因島店駐車場にて「因島青年会
議所創立５０周年記念事業」を
開催いたしました。
本事業は、因島青年会議所が
誕生して５０年の記念として行
われ、地域の方々とともに育っ
てき た因島青年会議所が５０周
▲ 年の節目として、これまでお世
話になってきた地域の方に感謝
の心を届けるために開催致しま
した。
屋外での開催ということで当
日心配された雨も終了直前まで
なんとかもち、非常に多くの参
加者にも恵まれました。因島青
年会議所現役会員とＯＢの協力
▲
のもと、ＪＣ歴史館、餅つき体
験、ふわふわドーム、フリース
ケート、ボルダリング、重機体
験等の様々なブースを設置しま
した。各ブースでの体験を通じ
て地域の子ども達のたくさんの
笑顔をみることができ、また参
加した大人の方からも「因島に

は、あまり子供が遊べるところ
がないので今日は非常に楽しん
でいます。」「普段できないこ
とが出来て嬉しい」「またやっ
てほしい」と言った声をたくさ
ん聞くことができました。
そのような声をいただいたこ
とで普段からお世話になってい
る地域の方々に私たちの感謝の
想いが伝わったと思います。
青年会議所活動は明るい豊か
な社会づくりが目的ですが、そ
れは我々だけではなく地域の方
々の支えや応援があってこそ実
現可能であります。
今後、地
域に必要と
され求めら
れる存在と
なれるよう
に活動して
参りますの
で、よろし
くお願いい
たします。

大 感 謝 祭 の開 催

創立５０
周年を記念
する諸事業
にご参加・
ご協力いた
だきました
地域の皆様をはじめ行政・友好
団体・各地青年会議所の方々に
改めて感謝申し上げます。
また創立からこれまでの半世
紀の間、因島青年会議所に所属
された多くの先輩方が熟慮し、
自らの暮らす因島のまちをより
良くするための運動・活動に尽
力されてきたことに改めて敬意
を表します。
今後も我々現役会員は因島青
年会議所が何世代を経ても変わ
らず受け継いできた志を受け継
ぎ、この地域をより明るい豊か
な社会とするべく行動してまい
ります。
青年会議所は一年ごとに新し
い目標を掲げ活動する団体であ
り、この新年をもちまして我々
の新しい半世紀が始まります、
これ からの半世紀もさらに多く
の仲間とこのまちに運動・活動
の輪を広げて参りたいと存じま
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

式典で挨拶をする串畑佑樹君

パフォーマンスを披露する岡野紘大氏
武者姿でおにぎりを配布

375
昨年、２０１８年に我々因島
青年会議所は創立５０周年を迎
えることができました。
今を遡ること半世紀前、高度
経済成長期真っ只中の１９６７
年１０月２７日、このまちで住
み暮らす４７人の若者が一堂に
会し、この地域に明るい豊かな
社会を築くための運動・活動を
始めました。
その後、先だって創立されて
おりました尾道青年会議所様に
スポンサーいただきまして、１
９６８年６月２２日に青年会議
所の全国組織である日本青年会
議所より全国で３７５番目の青
年会議所として正式に承認され
ました。
それ以来我々因島青年会議所
は、地域の活性化のため水軍ま
つりの開催・因島公園へのアス
レチック・水軍とりでの建設・

弓場一輝
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りますが、誰一人として、余裕
があって活動を行ってはいませ
ん。それでも「まちづくり」を
行うのは、私たちの多くはこの
地域を中心として商売を営み、
従業員もお客様もこの地域の人
たちで、家族もこの地域で生活
しています。その因島を少しで
も良くしたいという想いがある
からです。そして、時代が変わ
っても先輩方が引き継いできた
誇りと伝統、若者としてのチャ
レンジ精神を胸に、我々が行う
「まちづくり」が未来へと繋が
ると信じ邁進してまいります。
本年度も一層のご指導とご協
力をお願いするとともに、新し
い年が皆様にとりまして素晴ら
しい年でありますよう心よりご
祈念申し上げ年頭のご挨拶とさ
せて頂きます。
２０１９年度
第５２代理事長
毛 利 勇 介

２

会員募集 あなたのチカラが因島を動かす

計画を変更しまして、因島青年
会議所として災害時行動マニュ
アルを作成する例会を行いまし
た。それは、今回の大規模災害
を経験した今だからこそ必要な
ものであり、また仮に今後同じ
ような災害が起こった場合には
今回の経験をもとに緊急時の行
動マニュアルから的確に地域の
支援をすることができるのでは
ないかと考えます。

▲

３

ご紹介も大歓迎ですので、
お気軽にお問い合わせください！
すぐに説明に伺わさせていただきます！
講演会やイベントなどの参加体験も可能です！

会議の進め方や方法が習得出来ます！

地域社会に対して貢献出来ます！

沢山のＯＢ会員の方と知り合えます！

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。

統率力や指導力が身につきます！

世界各国のＪＣメンバーと交流出来ます。

国際交流

チャンス

多くの仲間を作ることが出来ます！

セミナーを通して様々なことが学べます

各種セミナー

チャンス

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。

様々な面で表現力が身につきます！

気になる方は、こちらまで連絡をお願いします。ご説明に伺います !!

▲

▲

FACEBOOK

御礼のことば 卒 業 生 挨 拶
私たち２名
は、２００９
年に入会し、
その時には長
いと感じてい
た青年会議所
ライフですが、振り返ればあっ
という間の時間でした。
青年会議所活動を通じ、多く
の出会い・何事にも変え難い機
会を頂きました。この団体に入
っていなければ、自分自身の人
生の価値は違っていたでしょう。
４０歳までの限られた時間を現
役会員の皆様は一つでも多くの
経験という扉を開けてください。
やり残したことがないといえば
嘘になりますが、私たちが青年
会議所で得た知識、経験そして
高めた人間力を次のステージで
発揮していきたいと思います。今
まで、お世話になりました方々
には心より感謝申し上げます。
卒業生代表 藤田政明

月豪雨災害支援

昨年、一
般社団法人
因島青年会
議所は創立
５０周年を
迎えること
ができました。これも偏に、長
きに亘り当青年会議所運動・活
動を支えていただいた地域の皆
様をはじめ、各種関係団体の皆
様の深いご理解と多大なご支援
ご協力の賜物と心より、厚く御
礼申し上げます。そして創立以
来先輩諸兄が努力と情熱で築き
上げてこられた歴史、伝統を受
け継ぎ、次の半世紀に向けて新
たな第一歩を踏み出すことがで
きましたこと心より感謝御礼申
し上げます。
これからも、５０年という輝
かしく誇りある歴史と共に、我
々は、自己成長を求めながら、
愛する因島の未来のため、力強
く歩みを進めて参ります。

年

動をはじめ、サポートセンター
とも協議しながら被害状況の確
認や利用できる資機材の収集、
人的支援として給水活動などを
行いました。
特に、今回の災害については
約１０日という長期間の断水に
より、飲料水はもとよりトイレ
で流す水といった生活用水すら
ままならない状況でした。給水
自体は早い段階で各地域の公民
館等で行っていましたが、給水
場所に行きたくてもいけない高
齢者が多くおり、その状況を解
決するため因島ユネスコ協会・
尾道因島ライオンズクラブと連
携し独自の給水活動をおこない
ました。
井戸水を給水タンクに汲み上
げ、高齢者宅に配布していく活
動を中心に行いました。
また、平成３０年７月豪雨災
害を受け当青年会議所の８月例
会では本来予定しておりました

１

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。

日本各地のＪＣメンバーと交流出来ます。

向
出
ＪＣ（青年会議所）
は、活動の基本を

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３万人いる会員と交流出来ます。

チャンス

「修練」
「奉仕」
「友情」に置き、

新理事長挨拶
平素は、私
ども一般社団
法人因島青年
会議所の運動
・活動に深い
ご理解とご協
力を賜り心より感謝申し上げま
す。また、昨年度、当青年会議
所は１９６８年の創立から５０
年の節目を迎え新たな一歩を踏
み出しました。
２０１９年度は、スローガン
を「愛～Ｆｏｒ ｅｖｅｒｙｏ
ｎｅ～」と掲げ、自分の為だけ
でなく、みんなの為に活動を展
開してまいります。本年度は、
近年と比べても少ない人数での
スタートとなります。だからこ
そ、メンバーのひとりひとりが
この一般社団法人因島青年会議
所に関わる全てに愛をもってい
ないといけないと考えます。私
たちは「明るい豊かな社会」の
実現に向けて日々努力をしてお
〜 for everyone 〜

平成

串畑佑樹

昨年６月末から７月初旬の記
録的な豪雨により広島県内各地
で豪雨災害が発生しました。災
害が少ないこの因島においても
土砂災害や家屋の浸水などの甚
大な被害をもたらしました。
これ に伴い、因島青年会議所
として、２０１７年９月２１日
に締結した災害協定（尾道市・
尾道市社会福祉協議会・尾道青
年会議所と因島青年会議所の４
者間）をもとに対応することと
なりました。この協定は今回の
ような大規模災害が起こった場
合に４者間で連携をとり、迅速
な対応を行うためのものであり
ます。災害後、４者間で会議を
開きスムーズに行動することが
でき、地域での連携の重要性を
再認識致しました。
今まで被災地支援の経験はあ
ったものの自分たちが被災する
のは初めてで、協定を元に因島
青年会議所は、ボランティア活

たくさんのチャンスもあります！
ＪＣってなに？

ホームページ

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

７

因島青年会議所が主催する様々な講演会・セミ
ナー（例会）に参加することができます。
また、全国各地の青年会議所が、主催する講演会
・セミナーに無料で参加することも出来ます。

入会すると？

3団体による給水活動を実施

生名サーキット場を舞台に上島町商工会青年部と
特産品販売など多数のブース出
店もしていただきました。
全国各地から集まった２歳か
ら６歳のちびっ子ライダー約１
２０名が本格的なサーキットコ
ースを舞台に熾烈なレースを繰
り広げました。
大会を通し、参加された皆さ
まに近隣地域の特徴や良さを知
ってもらうこ
とで、再びこ
の地域に訪れ
てみたいと思
っていただく
良い機会とな
りました。

大会の
模様は
→

被災した家屋から土砂を運び出す様子

広島ブロック協議会と連携し飲料水の支援

ランニングバイク大会を共催
5月4日（金）愛媛県上島町
の生名サーキット場にて「ゆめ
しまランニングバイク選手権２
０１８」を開催しました。
昨年で６回目となる今大会で
は、因島青年会議所と上島町商
工会青年部と初めて合同でのラ
ンニングバイク選手権開催とな
りました。因島と上島町それぞ
れの地域のボランティアスタッ
フと共に運営を行い、地域の

▲

スタートの合図で一斉に駆け出します
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