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　今例会では、スポーツ少年団の代表者の方をお招きし、各団
体の活動内容や子供達との関わり方について意見交換を行いま
した。子供達にスポーツを通して伝えたいことをお聞きする中で、
各団体が抱えている問題点やそれについての解決策を全員で話

しあい、それぞれが新しい視点
を取り入れることが出来たと思い
ます。　　  【ひとづくり委員会】

4
月
度
例
会

平成23年4月14日（木）
於：美浜町保健福祉センター「はあとぴあ」

　福井県海浜自然センターと協働で若狭・三方五湖ツーデーマー
チの会場に「三方五湖水族館」を開設し、三方五湖の生き物を
周知しました。また、10㎞コースをウォーキングしながら、背負い看
板とチラシで生き物やラムサール条約など自然に関するＰＲを行い
ました。多くの方々に自然環境について関心を持っていただくこと
ができたと思います。　　　　　　　　　　【まちづくり委員会】

5
月
度
例
会

平成23年5月21日（土）
於：若狭・三方五湖ツーデーマーチ会場

　３月度例会は竹長会計事務所３０周
年記念経営セミナーに参加し、経営者の
心得を学びました。経営者に必要な考え
方や活動に対しての目的とビジョンの重
要性、何よりも素直な気持ちを持つことが
大切ということなど、今後の仕事やＪＣ活
動に生かしていけることを学ぶことができ
ました。　　　　【会員拡大研修委員会】

3
月
度
例
会

平成23年3月25日（金）
於：サンピア敦賀

　拡大活動の報告をメンバーに対して行い、
上半期の目的として全員で取り組むことを掲げ
て活動しました。全国や福井県内のＬＯＭの
拡大活動での成功事例を紹介することで、ひ
とりひとりの意識を高く持ち持続させ勢いが必
要なことや、傍観者にならず個々の目標を話し
続けることなど、拡大を成功させる為のヒント
に繋がりました。　　 【会員拡大研修委員会】

6
月
度
例
会

平成23年6月16日（木）
於：わかさ東商工会 美浜支所 大会議室

　原子力発電所立地地域のメンバーと
共にパネルディスカッションを通じ意見を
交わしました。今回の事業の一番の目
的はこの例会を通じて我々が今以上
に原発に対して高い意識を持ち、原
発を立地しているＬＯＭとして行動
を起こしていくことが大切なことだと
思いました。

【会員拡大研修委員会】

10
月
度
例
会

平成23年10月13日（木）
於：わかさ東商工会 美浜支所 大会議室

　地域における観光産業の現状を学び、
将来の発展について考えることを目的に美
浜町と若狭町の観光の担当の方をお招き
して意見交換を行いました。この地域にお
いて観光は重要な基幹産業であり、今後
両町の行政や団体の枠組みを越えて活動
していくことや観光の関係者でなくても一人
ひとりが考え行動していくことが大切だと認
識し合いました。　　【まちづくり委員会】

9
月
度
例
会

平成23年9月8日（木）
於：わかさ東商工会 美浜支所 大会議室

　今年度のＪＣスクールでは、三方五湖周辺の大自然を生かした体
験を通して、湖それぞれの魅力と、この地域のことを今以上に身近
に感じて頂くことを目的として一泊二日の事業を行いました。当日は
普段経験することの少ない体験を、参加者全員で協力し合い、楽
しみながら行うことができ、今まで以上にこの地域のことを好きになっ
ていただけたのではないかと思っております。   【ひとづくり委員会】

7
月
度
例
会

平成23年7月23日（土）・24日（日）
於：三方五湖周辺

　東日本大震災に際し当青年会議所からも復興支援
として募金活動、救援物資の配送、災害ボランティア５
名の派遣を行いました。岩手県陸前高田市では想像
以上の凄惨な光景に言葉を失いました。辺り一面は瓦
礫の山。重機が入れない場所での瓦礫撤去が主な仕
事でしたが、自分達の無力さを痛感するばかり…しかし、
一歩一歩進むことが大切であり、少しでも支援できる事
を継続していきたいと強く感じさせられた３日間でした。

平成23年6月10日（金）～12日（日）

青少年育成活動拡大例会 協働でまちづくり 会員拡大研修

会員拡大上半期活動報告会

JC研修セミナー我が地域を考える2011

JCスクール2011

　２０１１年度三方五湖青年会議所は、一般社団格を取得し新たに一般社
団法人三方五湖青年会議所として３４年目のスタートを切りました。その最初
の定時総会に初めて美浜町・若狭町の町長・教育長をお迎えし、現メンバー
やＯＢとの繋がりを深めることができました。そして引き締まった気持ちで一般
社団法人三方五湖青年会議所として、団結力を高める事が出来ました。

総
務
広
報

平成23年1月24日（月）　於：三方中央公民館

1月度定時総会

一般社団法人三方五湖青年会議所 ２０１１年活動報告
ひとづくり

災害支援

まちづくり 会員開発



●会員紹介
2011年を振り返り

2011年度 理事長

加茂 浩司

　本年は３・１１の東日本大震災、それに伴う福島第一原発事
故による甚大な被害のあった、日本にとって国難と言える大変な
年でありました。この地域にも原発があり、決して人事ではない
気持ちでこの1年を過ごしてきました。三方五湖青年会議所とし
ても現地への支援物資の提供、岩手県陸前高田市での災害
ボランティアなど出来る限りの活動をしております。また、本年は
この地域の将来像を見据えて、原発に関する意見交換会、観
光産業について考える事業、青少年に三方五湖の素晴らしさ
を伝える事業、ツーデーマーチへの参画等、メンバー全員が同
腹一心のもと活動をして参りました。そして来年は創立３５周年
という節目の年を迎えます。今まで以上にこの三方五湖地域の
ために出来ることはないか模索を続け、この地域が元気になる
ように邁進していきます。今年１年間、地域の皆様方には大変
お世話になりました。ありがとうございました。

ごあいさつ

2012年度 理事長

澤井 信昌

　次年度一般社団法人三方五湖青年会議所第35代理事長
を務めます、澤井信昌と申します。
　来年度は「千里の道も一歩から」をスローガンに、メンバー全
員が一丸となり三方五湖地域のために一歩ずつ確実に活動し
ていきます。ひとづくりに関しましては、この地域の素晴らしい自
然の中で創造力豊かで、たくましい青少年に育っていけるような
活動を、そしてまちづくりに関しましても自然の魅力を再度自分た
ちも見つめなおし、地域の皆様と共に感じ、まちづくりに生かし
ていきます。そして我々自身も成長できるように自己修練に励むと
ともに、我々の活動に賛同していただける若い力を集めたいと
思っております。
　我々は20歳から40歳までのメンバーで構成されております。こ
の世代でしかできないこと、この世代だからこそできることを模索
し一生懸命活動していく所存ですので、来年度もどうか当青年会
議所に対して温かいご指導、ご協力のほどよろしくお願いします。

●賛助会員紹介（敬称略・順不同）

㈱カモコン
㈱金吾設備
㈲タカショウ
武田建設㈱
竹長徹税理士事務所
㈲鳥居印刷所
㈱ともえ屋
（医）中村歯科医院
㈲藤本農園
ホップ
㈲堀口精長堂
㈲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

三方五湖青年会議所
入会にあたり

　自身の見聞を広め、自己
成長したいと思い入会を決
意しました。活動は初めて
で分らないことばかりですが、
同世代の仲間と共に考え、

意見し合える環境はとても勉強になります。そし
て、地域、社会の為にも何か貢献出来るよう頑
張って行こうと思いますので宜しくお願い致します。

小畑 輝晃
石橋　幸城
会社名／㈱千鳥苑
会社住所／ 美浜町坂尻43－3－1

榎本　俊樹
会社名／小森商事㈱

住宅資材部
会社住所／ 敦賀市蓬莱町8－6

岡　勝之
会社名／㈲岡三屋
会社住所／ 若狭町生倉18－19－2

小畑　輝晃
会社名／㈱ワカサ商事
会社住所／ 美浜町久々子60－4－1

金森　　輝
会社名／炭火焼の宿

錦波とろばこ亭
会社住所／ 美浜町日向48－1

加茂　浩司
会社名／㈱カモコン
会社住所／ 美浜町久々子54－9

北山　道雄
会社名／㈱美浜商事
会社住所／ 美浜町佐柿34－10

木村　健人
会社名／㈲キムラ工業
会社住所／ 美浜町佐田102－2－1

国川　　晃
会社名／㈲耕雲商事
会社住所／ 美浜町久々子18－17－1

小堀　和広
会社名／うなぎや 源与門
会社住所／ 若狭町三方52－6

小堀　誠史
会社名／美方ケーブル

ネットワーク㈱
会社住所／ 美浜町久々子31－2－1

笹井　弥一
会社名／㈱笹井組
会社住所／ 美浜町北田58－15－1

佐本　哲也
会社名／関西電力㈱

美浜発電所
会社住所／ 美浜町丹生66号川坂山5－3

澤　　 紀和
会社名／㈲沢左官工業所
会社住所／ 若狭町能登野33－18

澤井　信昌
会社名／沢井石油店
会社住所／ 美浜町佐田38－8

髙木　和彦
会社名／髙木クリーニング店
会社住所／ 美浜町菅浜110－2

立井　隆一
会社名／立井商店
会社住所／ 若狭町上野6－21－1

田辺　峰昭
会社名／昭和館
会社住所／ 若狭町遊子2－3

谷口　直利
会社名／㈱谷口工務店
会社住所／ 美浜町郷市47－5－1

林　　正人
会社名／㈱旅工房
会社住所／ 美浜町木野21－4－1

広瀬　　誠
会社名／海のホテル ひろせ
会社住所／ 美浜町久々子2－5－2

松坂　隆司
会社名／㈲松坂屋
会社住所／ 美浜町松原35－19－5

松下嘉兵衛
会社名／大洋潜水工事㈱
会社住所／ 敦賀市野神4－6－1

渡辺　英朗
会社名／闇見神社

（若狭天神）
会社住所／ 若狭町成願寺12－7

　自分の力は微力で
すが仲間とともに地域
の活性化や人づくりの
活動の中で、地域に
少しでも貢献できるよ

うがんばっていきます。よろしくお願いし
ます。

北山 道雄

　まずは仕事と両立し、
できるだけ地域に貢献
できるようになればと思
います。まだ何もわから
ないですが、全ては自

分の成長にもなると思うので、これから自
分に起こるいろいろな事を肯定的に考え
て何事にも逃げずにやっていきたいです。

立井 隆一

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

我々の活動に団体に興味のある方は
こちらまでご連絡ください。

平素より一般社団法人三方五湖青年会議所の活動に御支援、御協力
を賜り誠にありがとうございます。２０１２年度は創立３５周年を迎えます。
メンバー一丸となって頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。

編 集 後 記
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