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２０１４年度を振り返って
　今年、この三方五湖地域では舞鶴若狭自動車道の
全面開通や、それに伴う地域の様 な々活性化に向けて
次代へのビジョンを描こうとしていく節目でありました。
　その様な中で私達も次代へ向けて、この地域で活躍
されている経済人の方 と々共に、未来を担う若い世代
の為に出来ることを話合いビジョンを描く事業を行いまし

た。そしてさらに、子供たちと共に成長していく為の事業を開催する予定でし
たが、台風の影響で開催することが出来ませんでした。ご協力頂きました企業
の皆様、楽しみにしていた子供たちにご迷惑をお掛けしたことをお詫び申し上
げます。
　私達は今年度、様 な々次代へ向けた活動を行って参りました。その中で地
域の方 と々共に成長し、さらなるこの地域の発展の為に邁進することが出来ま
した。これからもこの三方五湖地域の為に成長し、次代へ繋いでいけるように
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。
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ごあいさつ
　来年度、一般社団法人三方五湖青年会議所は「捲
土重来」～気概を持って地域に活力を～をスローガン
に掲げ、まちづくり、ひとづくりに取組んで参ります。
　今年７月に全線開通した舞鶴若狭自動車道により、
今後、県内外から多くの方が訪れることが見込まれま
す。この機会に私達も、若い発想で青年経済人らしい

まちづくりを展開します。
　また、本年、この地域のいくつかの小学校が再編されます。今までと違う地
域の子供達がそういった環境に順応できるよう、交流・友情を促進できるような
機会を提供します。
　いずれにしても地域の皆様方のお力無くして大きな成果を得ることはできませ
ん。どうか私達の活動にご理解、ご協力頂けますよう宜しくお願い申し上げます。

祝・卒業
　青年会議所に入会させて頂
いて、多くの仲間と共に、貴
重な経験や活動をさせていた
だきました。この三方五湖地
域では、まだまだJCだけの
活動は小さいものかもしれま
せん。しかしながら、会員だ

けでなく先輩諸兄や行政、まちの様々な企業
や団体、そして地域の皆さんの協力があった
からこそ、活動してこれたと、卒業にあたり心
から感謝申し上げます。
　私自身、自分の職場や生活環境だけでは知
り得なかった事。多種多様な職場で活躍され
ているメンバーから多くの刺激を受けたこと
が印象深く思い出されます。
　これからは、この三方五湖青年会議所での
活動を通じて学んだものを、地域や仕事に活
かせれるようにと思っております。
　本当にありがとうございました。

　青年会議所に入会させてい
ただいて6年、このたび、40歳
を迎え卒業させて頂くことにな
りました。本年度は福井ブロッ
ク副会長と日本JC本会の環
境・エネルギー戦略委員会へ出
向という大きな役職を頂き、多

くの事を経験し学ぶ機会を頂きました。その中
で多くの仲間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。
　青年会議所活動を通じて諸先輩方の御指導や
後輩たちの後押し、そして活動に携わって頂き
ました地域の皆様には本当にお世話になりまし
た。ここで得た経験をこれからの人生に活かし、
自分自身を常に向上させ、多くの人に伝えてい
けるように頑張っていきたいと思います。今後
とも地域のために貢献していければと思います。
　ありがとうございました。

　このたび青年会議所を卒
業させて頂くこととなりまし
た。入会したその年に卒業な
ので、入会期間も短く、何も
お役にたてなかった事が大
変心残りですが、私なりにず
いぶん多くのことを学ばせ
て頂きました。

　今後、若い世代のさまざまな活動を、陰な
がら応援させて頂き、また何か一緒に活動で
きる機会がありましたら、積極的に参加させ
て頂きたいと思います。
　最後になりますが、こんな私を受け入れて
くれた三方五湖青年会議所およびメンバーの
皆様方、ご家族の皆様方のますますのご発展
を祈念いたしまして、卒業の挨拶とさせて頂
きます。
　これからも宜しくお願い致します。ありが
とうございました。

㈲沢左官工業所
澤　 紀和

㈲松坂屋
松坂 隆司

㈱美浜モーター
サービスセンター

金森 　滋

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？
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　毎年恒例のコラボ☆ほしまつり
では射的ブースを担当しています。
大勢の子供達が訪れ寒い中でも
活気のある１日となりました。

　ＪＣ花壇は草取りや苗の植替え
を定期的に行っています。皆で協
力して綺麗になった花壇を
見ると気持ちが
いいです。
　また来年も
がんばります。

平成26年12月14日（日）
於： 美浜駅特設会場

＜予定していた事業内容＞

　多数の企業を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
この地域の多数の職種と社会システムを学ぶ
事ができる事業の開催を予定しておりましたが、
台風のため止む無く中止とさせていただきました。
　安全を第一に考え中止という結論を出させて
いただきましたが、楽しみにしてくれていたお子様、ご協力いただいた企業や自
治体の方 に々ご迷惑をおかけし心よりお詫び申し上げます。

　次回の開催を望む電話等、
うれしいお声を多数いただきま
した。重ねてお礼申し上げます。
　来年度の三方五湖ＪＣの事
業にご期待ください。

平成２６年８月１０日（日）
於：美浜町総合体育館　アリーナ

ＪＣスクール２０１４
三方五湖キッズタウン
～仕事、その先にあるもの～

　12 月度例会では「家族を考える
例会」と題し、映像を鑑賞して家族
に対しての感謝の手紙を作成しまし
た。普段、支えていただいている家
族のありがたさや意義を考える良い機会とすることができました。また、手紙に
書く内容を考えて作成する中で家族への思いを再度見つめ直しました。そして、
伝えること表現することの大切さを感じ、手紙という形で表現しました。今後も
家族に対して、感謝の気持ちを表現することを実践していきます。

平成２６年１２月１１日（木）
於： わかさ東商工会
 美浜支所３階大会議室

家族を考える例会

　２０１４年度の一歩を踏み出すに当た
り、理事長所信、各事業計画、予算な
どが承認され、メンバー全員が共通認
識のもと一致団結し一年をスタートすることが出来ました。
　また、懇親会では美浜・若狭両町のご来賓やＯＢの先輩方と懇親を深め、
理事長所信をはじめ各委員会の基本方針及び事業計画、メンバー全員の抱
負を示し、本年度の活動に理解を深めて頂くことが出来ました。

平成26年1月16日（木）
於： 浪路旅館

定時総会

　4月度例会は「JC活動基礎講座例会」と題して、外部より講
師をお招きして、私たちが活動していく中で基礎となる目的や意
義について学びました。講師の方のわかりやすい説明により青
年会議所の意義や目的に対する理解をより深めることができまし
た。また、三方五湖青年会議所としての個性というべき事象に
ついて考えることができ、より積極的なJC活動につなげる土台
ができました。他団体との違いや三方五湖青年会議所の特徴
や誇れる活動など今後の活動に活かしていきます。

平成26年4月10日（木）
於： わかさ東商工会美浜支所　3階大会議室

JC活動基礎講座例会

　我々三方五湖ＪＣの活動にご協力いただいている企業様に集まっていただき、我々が考える
ひとづくり・まちづくりのビジョンを発信し、目指す未来・子供達に伝えたい未来、それを実現
するための活動・工夫を共に考えました。
この地域を取り巻く現状をスライドを使用し企業の皆様
へ分かりやすくお伝えし、問題点に対しどうしていけば
良いかという解決策を一緒に考えることができました。
今後の三方五湖地域の発展に対して意見を共有でき
たのではないかと思います。

平成25年5月14日（水）
於： わかさ東商工会　美浜支所 大会議室

未来を伝える
～子供達に伝える未来を考える～
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8月度事業のお詫び 12月度例会


