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　事業計画や予算が承認
された後、美浜・若狭両町
のご来賓やOBの先輩方と懇親を深め、卒業生に卒業証
書の授与させて頂きました。メンバーも各委員会の事業方

針・活動内容を理解し、1年間共通
認識のもと一致団結し、良い一
年のスタートをきることが出来
ました。

平成25年1月16日（水）
於：浪路旅館

定時総会

　「行動習慣」を軸として、会社はもち
ろん団体、家庭、そして個人としても落
とし込みやすい内容で、可能性を再認
識し目指す形に向かって進むきっかけと
することができました。また、講座を通して他の見本と
なるべく自律の姿勢を学ぶことで、地域の先駆者とし
て必要な人間力の向上に繋げることが出来ました。

平成25年3月9日（土）
於： 生涯学習センターなびあす
 コミュニティールーム

行動習慣改革講座  ～習慣が変われば人は変われる！～

磨こう自分！シリーズ① 磨こう自分！シリーズ②

　事業のキーワードである「時間管
理」を軸として、自分のやりたい事を
実現するための考え方や具体的な
手法を学ぶことで、可能性を感じる
とともに実行する能力を向上できました。また、
タイムマネージメントを学ぶことで、自律したリー
ダーとしての資質の向上を図ることができました。

平成25年4月11日（木）
於： 生涯学習センターなびあす
 趣味の部屋1・2・3

時間の達人になる  ～学校では教えてくれない時間の勉強～

　本例会は、モノポリーというゲームをモチーフに、ゲー
ムを通して経済を学ぶといった例会でした。「三方五湖
版モノポリー」の特性上、流れを確実に把握する必要
がありその中で的確な判断力を養うことができました。さ
らにゲームという特性を活かし、失敗を恐れずに挑戦す
る姿勢を学ぶことができました。青年経済人として地域
の「先駆者」となるきっかけとすることが出来ました。

平成25年6月13日（木）
於： わかさ東商工会
 美浜支所 大会議室

経済を学ぶ例会

　多数の企業を一ヶ所に集め簡易的な職場体験と社会
システムを造り、子供達がそれを体験することで多数の職
種と社会システムを知り学ぶ事ができる事業を開催しまし

た。子供達は地域の色々な職種や社
会システムを体験することで、より
地元企業を知ることができ仕事
の楽しさや難しさを通して将来の
人生選択の一つとして捉えること
が出来ました。

平成25年8月4日（日）　於：美浜町総合体育館

JCスクール２０１３
三方五湖キッズタウン  ～僕たち私たちの未来～

　将来の三方五湖地域を担う子供達が、町の現状や町
政の仕組みを学び自分達の考えや希望を行政に質問や

提言をしました。子供達
は政治を身近に感じると
ともに、今まで以上に町
のことを考え、興味を持
つきっかけとなりました。

平成２５年１２月４日（水）
於：美浜町議場
平成２５年１０月１８日（金）
於：三方中学校（ディスカッション）

JC子供議会2013

　今回の目的である三方五
湖地域の観光に通ずる方々
と協力し大きな力となるきっか
けを作るために当青年会議所と参加者の皆様で情報を共
有できる全 4 回の交流会を行いました。最終的には今回の
交流のきっかけを facebook のページを活用し、三方五湖
地域の観光に通ずる方々の協力体制へのきっかけ作りがで
きました。

平成25年5月30日（木）
於： わかさ東商工会
 美浜支所 大会議室

すばらしき三方五湖からの便り
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●会員紹介 ※役職は2014年度 ●賛助会員紹介（敬称略・順不同）

2013年度を振り返って
　このたび、40歳を迎え青年会議
所を卒業させて頂くことになりまし
た。当初はこの自分が地域のため
に何ができるのかという不安を抱え
ながらの活動でした。しかし諸先
輩方の御指導や後輩たちの後押

しなどもあり、なんとか活動を続けることが出来ました。
たくさんの仲間に出会い、地域方 と々接することがで
き当初考えていた地域のために何ができると言う考え
は払拭されました。自分自身が地域の方々そしてメン
バーよりたくさんの知識と気付きさらには、地域愛を頂
きました。卒業したこれからも、地域と仲間と深く携わ
り一生暮らしていく三方五湖地域を住みよい街にして
いくため、頑張っていく所存でございます。最後にな
りますが、支えてくれた家族、会社の従業員にこの場
をお借りしてお礼を申し上げます。長い間お世話にな
りました。

　青年会議所に入会させて頂き、多くの友と知り合うことができ、物事の考え方や人との
接し方など数多くのことを学ばせて頂きました。この青年会議所で学んだことを今後の人生、
仕事や地域に対して少しでも生かしていきたいと思います。
　これまで青年会議所活動に携わって頂きました地域の皆様、JCメンバーの皆様、職場
のメンバーや家族の方 に々感謝しております。本当にありがとうございました。
　これからも一生懸命がんばっていきたいと思いますのでどうか宜しくお願いします。

　本年度、（一社）三方五湖青年会議所では「先駆け」
をスローガンに掲げ、明るい豊かな三方五湖地域の創造
に向かって、活動して参りました。
　特に、未来を担う青少年に今まで以上にこのまちを好
きになって欲しくて、地域で活躍されている方々から様々
な仕事を体験してもらう事業の開催。また仕事だけでは

なく、まちの政治にも関心を持って頂けるように子供議会を開催させて頂きました。
　一方で来年開通予定の舞若道や、情報の多元化などから、従来の地場産
業を初めとする地域経済のシステムが大きく変わろうとしています。そこで、自治
体や他団体との枠組みを超えて広域的な連携を図れる一助となれるような事業
活動を展開させていただきました。
　そして私達会員も、地域に先駆けて行動できる青年経済人に近づく為にと、
自己研鑚に励んでまいりました。
　一年という節目は終わりますが、今後も三方五湖地域にできることがないか模
索を続け、地域が楽しくなるように邁進していきます。
　１年間、地域の皆様方には大変お世話になり、本当にありがとうございました。

2013年度 理事長

澤　 紀和

2014年度 理事長

笹井 弥一

㈱カモコン
㈱金吾設備
㈲タカショウ
武田建設㈱
税理士法人竹長会計
㈲鳥居印刷所
㈱ともえ屋
（医）中村歯科医院
㈲藤本農園
ホップ
㈲円
㈲三方五湖環境
㈱美浜モーター
　サービスセンター

《法人会員》 《個人会員》
一瀬　繁哲
木野　　隆
木村　勇人
谷口　篤美
鳥居　幸一
石塚　　勲
河藤　茂夫
堀口　正徳
吉田　利明

《特別会員》
金森　　輝
加茂　浩司
髙木　和彦
谷口　直利

ごあいさつ
　来年度、「次代へ ～さらなる成長を目指して～」をス
ローガンに掲げ、明るい豊かな三方五湖地域の創造に
向かって活動していく所存です。しかしながら、地域経
済の低迷や会員数の減少など様 な々課題に直面してお
り、岐路に立たされている状況にあります。
　そのような中でも舞鶴若狭自動車道の開通など明るい

話題もあり、我々はこの地域の活性化のためにビジョンを描き、その過程で成長
し、その成長の輪をひろげる為に活動していきます。そして、青少年たちにそれ
ぞれの成長に合わせた経験する場の提供や、先を考え、ビジョンを持つことの
大切さを伝えていきます。
　次代へ繋いでいく為にも同志を集い、活動の輪を広げながらメンバー一人ひと
りが今と向き合い、考え、志をもち、さらなる成長を目指して邁進します。それが、
この三方五湖地域の成長の一助となり次代へと繋げる役割が果たせるのだと信
じておりますので、来年度もご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。

祝・卒業

祝・卒業

　青年会議所に入会させていただいて１０年。素敵な仲間に出会うことができ、大変素
晴らしい時間を過ごさせていただきました。２０歳から４０歳までの若者が地域のために何
ができるかを真剣に考えながら取り組んでいくのがこの青年会議所です。この年になって
これだけ真剣に議論しあえ、お互いに切磋琢磨できる場所はそうありません。
　活動自体は微力なものかもしれませんが、それも素敵な地域になるための第一歩。個
人の情熱は素晴らしいものがあります。素敵な仲間を求めている方、地域を少しでも良く

したいと考えている方、ぜひ一度三方五湖青年会議所の門を叩いてみてください。きっと求めているものが
見つかります。
　私は卒業しますが、今後とも地域のために微力ですが貢献していければと思っております。最後になります
が今まで温かく見守っていただいた地域の皆様、家族、そして成長の機会を与えていただいた（一社）三方
五湖青年会議所に感謝し、卒業にあたっての挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。

㈱旅工房

林　　正人

沢井石油店

澤井　信昌

㈲岡三屋 彩かさね

岡　　勝之

一般社団法人三方五湖青年会議所 ☎0770ｰ32ｰ0700 ★ホームページで検索下さい！
検索三方五湖青年会議所

我々の活動・団体に興味のある方は
こちらまでご連絡ください。

活動の様子はfacebookでもアップしております。ご覧下さい。 
https://www.facebook.com/mikatagokojc
※facebookページを見るにはfacebookへの登録が必要です。

三方五湖青年会議所とは？　三方五湖青年会議所は笑顔で暮らせる美しい三方五湖地域を創ること、健やかで
心豊かな青少年を育むこと、地域に貢献できる人間力を鍛えることを活動指針として活動しています。
JC活動を通じて得られる貴重な体験、新たな発見、共に活動した仲間との友情・絆は一生の宝です。２０歳から４０歳とい
う人生に於いて貴重な時間を地域のため自己の成長のために我々と共に情熱をかたむけてみませんか。

私たちと共に活動
してみませんか？

澤　　紀和
会社名／㈲沢左官工業所

直前理事長

小堀　誠史
監事

会社名／美方ケーブル
ネットワーク㈱

笹井　弥一
会社名／㈱笹井組

理事長

柗下嘉兵衛
会社名／大洋潜水工事㈱

監事

松坂　隆司
会社名／㈲松坂屋

副理事長

榎本　俊樹
副理事長

会社名／小森商事㈱

渡辺　英朗
会社名／闇見神社（若狭天神）

専務理事

小畑　輝晃
会社名／㈱ワカサ商事

総務広報委員会 委員長

国川　晃
会社名／㈲耕雲商事

みらい共創委員会  委員長

立井　隆一
総務広報委員会  副委員長

会社名／とび魚

北山　道雄
会社名／㈱美浜商事

次代への架け橋委員会  委員長

佐本　哲也
会社名／関西電力㈱

美浜発電所

みらい共創委員会  委員

小堀　和広
みらい共創委員会  委員

会社名／うなぎや 源与門

吉田　篤史
会社名／㈱吉田組

みらい共創委員会  副委員長

金森　夕里
事務局員

会社名／㈱テクノマインド

次代への架け橋委員会  副委員

木村　健人
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