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（公社）太田青年会議所

【 公益社団法人 太田青年会議所 2019 年度スローガン】

〈題字／深澤利弘理事長〉

今を全力で生ききろう!　 すべては未来のために

❶

平成から令和へと元号が改まり、社会の各般で直面

する課題に立ち向かい新しい時代を良くしようという

機運が高まった一年でした。

私たち太田青年会議所においても、「すべては未来

のために」を合言葉に、

①交流人口拡大と国際意識醸成による開かれた都市太

田の創造

②未来に生きる教育と自己成長の証明による未来を輝

かせる人材育成

③JCを学び体感することによるメンバーの研鑽と組

織強化

④共感をデザインする組織運営

⑤未来へ駆け出す創立55周年

――この 5 つを実現すべく「今を全力で生ききろ

う」と呼びかけ、取り組んでまいりました。

なぜ「今を全力で生ききる」ことを求めたのか。未

来は誰にもわからない。でも、今を生きる私たち次第

で決まることは確かです。だから、一日を懸命に生き

きり、できることを全力でやり、世のため人のために

行動を起こす。そうすれば大切な人も自分も、良い未

来を見られる。そう信じるからです。

行動を起こし、様々なチャレンジを繰り返しまし

た。この一年で実を結んだこと、成し得たことは数々

ありました。一方で道半ばのもの、課題を残したもの

もあったかもしれません。しかし、成功も失敗もすべ

て成果です。すべてを糧としてチャレンジを繰り返し

ていこう。その先により良い未来が必ず拓かれます。

より良い未来への指針として、創立 55 周年記念式

典において「公益社団法人太田青年会議所中期ビジョ

ン」を発表しました。パートナーシップとブランディ

ングで共感を拡げ、自己成長の意義は変わらず、組織

運営はしなやかに変化させる。そうした取り組みに

よって「地域から共感されメンバーの心が共鳴する太

田青年会議所」が、次なる 5年間、創立 60 周年まで

に実現されるよう、次世代に託してまいります。

2020 年は塚本将成理事長を中心に、未来を見据え

た組織づくりと成長の連鎖による幸せな地域の創造

を目指して、次のステージへと歩みを進めてまいりま

す。本年一年間共に活動してくれたメンバーの皆様、

そしてご指導ご支援くださった太田青年会議所OB会

の皆様、賛助会員の皆様、当会議所並びに事業に関

わってくださったすべての皆様に感謝を申し上げる

とともに、来年も変わらぬご指導ご支援を賜りますこ

とをお願い申し上げ、年末御礼の挨拶とさせていただ

きます。

2019年度 公益社団法人 太田青年会議所　

御 礼 挨 拶

公益社団法人　太田青年会議所

第55代理事長　深澤 利弘
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8 月第 1 例会「おおた 100 ㎞アドベンチャーウォーク 2019」
が 8 月 7 日㈬〜 8 月 11 日㈰に開催されました。ボランティア
スタッフ、そして主役である子供達にとって修練の 5 日間でし
た。慣れない環境の中、泣き出してしまう子もいましたが、ボ
ランティアスタッフやメンバーの協力により無事に全員ゴール
する事が出来ました。（坂岩）

8 月 31 日、イオンモール太田にて行われたワールドコネク
ションでは世界各国のクイズを用いたスタンプラリーやフラダ
ンスやカーニバルといった世界の文化に触れ、参加者にわかり
やすくその魅力を感じていただきました。

様々な外国の方々が住まうここ太田市。私たち日本人がたく
さんのグローバルカルチャーを知り、関心をもつことで国の垣
根を越えた明るい未来へと繋がっていくことでしょう。（高田）

9 月 5 日、冠稲荷ティアラグリーンパレスにて、9 月第 1 例
会「9 月総会」が行われました。

太田青年会議所の 5 ヵ年目標「From2019To2024」や「2020
年度理事長基本方針」などが承認され、塚本次年度理事長予定
者の想いを聴く事が出来ました。

また、次年度の委員長予定者指名も行われ、新たな年度に向
けて期待の高まる総会となりました。（糸井）

9 月 14 日㈯太田市民会館にて創立 55 周年記念事業・式典が
行われました。地域参加者に協力いただき、吞龍様をテーマに
した演劇を披露しました。式典では沢山の祝辞をいただき、更
なるステップとなる中期ビジョンを発表致しました。祝賀会で
は最高のおもてなしをさせていただき、皆様に感謝の気持ちを
伝えさせていただきました。（坂岩）

9 月 26 日、韮川行政センター大ホールにて、大成長 ‼ 劇的
ビフォーアフター〜 After 〜が開催されました。この事業では、
2 月例会において自分の成長する為の取り組みを計画し、それ
が達成出来たか、自己成長が出来たかを発表するというもので
した。それぞれの委員会から代表者が選ばれ、その中から投票
で一番成長した人を選び称えました。（森）

「おおた 100kmアドベンチャーウォーク 2019」
8 月第 1 例会【担当：未来に生きる委員会】

「ワールドコネクション」
8 月第 2 例会【担当：国際意識醸成委員会】

「９月総会」
9 月 1 例会【担当：総務委員会】

「太田青年会議所創立 55 周年記念式典・祝賀会」
9 月第 2 例会【担当：未来へ駆け出す創立 55 周年実行特別委員会】

「大成長！！ 劇的ビフォーアフター〜After 〜」
9 月第 3 例会【担当：自己成長証明委員会】
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10 月 6 日、10 月第 1 例会「Always Smile 〜笑顔が創る未来
へ〜」がぶどう園なかざとにて、開催されました。

普段 JC 活動をあまり見る機会のない JC メンバーの家族や友
人、また地域の方々が集まり、

ほうれん草収穫や BBQ などを通じて笑い声の絶えない楽しい
時間を過ごしました。（糸井）

11 月 2 日、宝泉遊水池にて「太田 deトラウト2019」を開催いたしま
した。開催地の宝泉遊水池が群馬県の形をしているって皆さんご存じで
したか。この事業では遊水池での釣り体験やマスの塩焼きや焼きそばな
どを参加者に振る舞いました。多くの方にご家族で参加いただき笑顔溢
れる事業となりました。太田市には文化や歴史など様々な魅力がありま
すが、まだまだ知られていない銘所を楽しみながら知っていただくことで
もっともっと太田市を好きになっていただけたと感じています。（高田）

11 月 19 日、太田市福祉会館において、「入会認承証伝達式
後期」及び「オリエンテーション後期」が執り行われ、後期新
入会員 4 名が新たに加わりました。オリエンテーションでは講
師に髙橋邦祐先輩を迎え、パネルディスカッションをとおして
熱くご講話いただきました。新入会員だけでなく、私たち現役
メンバーも大変参考になる内容でした。今後さらに青年会議所
活動を深めてまいりたいと思います。（舟橋）

12 月 3 日、太田市社会教育総合センターにて、12 月第 1 例
会「次年度事業計画検討会」が開催されました。

次年度の委員長予定者より、運営基本方針や事業計画が発表
され、様々な質問や意見を通して議論が深まりました。

また、多くのメンバー見守る中、2020 年度出向予定者の発
表がされました。（糸井）

12 月 8 日太田ナウリゾートホテルにて、本年も卒業式を開
催いたしました。本年度の卒業生は 16 名。卒業される皆さま
一人ひとりが非常に多くの功績を残され、その活動に敬意を表
し盛大に卒業式を執り行いました。卒業生の皆さまの今後益々
のご活躍をご祈念申し上げます。（舟橋）

「Always Smile 〜笑顔が創る未来へ〜」
10 月第 1 例会【担当：共感デザイン委員会】

「太田 de トラウト2019」
11 月第 2 例会【担当：交流人口拡大委員会】

「入会認承証伝達式後期・オリエンテーション後期」
例会外【担当：会員特別委員会】

「次年度事業計画検討会」
12 月第 1 例会【担当：総務委員会】

「卒業式」
12 月第 2 例会【担当：会員特別委員会】
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亀井 貴文

大塩 知孝

岡村 和彦

石丸 俊樹
2012 年に太田青年会議所に入会してから、大変多くの皆様

に支えられ卒業することができました。振り返ってみると、役
を全うしなければと必死にもがき苦しんできた毎日であったな
と思います。何故そこまでして辛く苦しい日々を乗り越えて来
られたのか？やはり支えてくださった全ての方々の存在が、今
日まで私を導いてくれたのだと思います。奉仕・修練・友情は
時代が変わり、手法も変えなければならない部分があるかも
しれません。ただ、本質は変えてはならないものです。現役
の皆様には、変えるべきものは大いに議論し変えて欲しいと
期待しています。ただし、変えてはいけないものはこの先もしっ
かり受け継ぎ、太田青年会議所の更なる発展に繋げていただ
きたいと思います。結びに、支えていただきました皆様のご健
勝とご多幸を心よりお祈りし、私自身もまた世のため人のため
に一生懸命生きていくことをお誓い申し上げまして、感謝の言
葉とさせていただきます。ありがとうございました !

2012 年前期に、同業の方に声を
かけられ、何の考えも無しに太田青
年会議所に入会して約 8年。あっと
いう間でした。多くの皆様に迷惑を
かけ、支えられ、現役を終わらせる
こととなりました。すべての皆様に
感謝いたします。活動を通して学ん
だことを今後の人生に生かしていき
たいと思います。事業で係わった皆
様のお役に少しでも立てていれば幸
いです。これからの太田青年会議所
の活躍を信じています。ありがとう
ございました。

2014 年前期に入会し、訳もわからない中でも先輩
たちの活動する姿に引っ張られ、活動を続ける中、
多くの役職や出向を経験させていただき、多くの人と
出会うことが出来ました。つながりの根っこはただ一
つ「JCである」。それだけで十分でした。日本青年会
議所の卒業式でも言っていた先輩がいましたが、改め
て「JC である」という名刺は非常に強力で、非常に
面白いものだと思います。活動のスタンスはもちろん
人それぞれですが、現役の皆様におかれてはちょっと
でもやってみようかな、やれるかもしれないな、と思
うことがあれば是非チャレンジをしてみてください。
やってみて、経験して、自身で振り返った時に感じる
ものが答えだと思います。最後に現役の皆様の今後
の活躍を祈念すると共に、お世話になった皆様に感
厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。

太田青年会議所の扉を叩いて 12
年。長かった気持ち半分、まだやり
たい気持ち半分。ですが、色々な人
と知り合いました。街を車で走って
居ると色々な知り合いに合う様にな
りました。全て JC のお陰です。あ
りがとうございました。

12 月 11 日、太田ナウリゾートホテルにて本年度
最後の事業となります「AWARDS OTA」が開催され
ました。

当日は多くのメンバーに参加していただき、2019
年度の活動を共に振り返りました。

互いに労をねぎらい、より一層絆を深めることで
2020 年度へと繋げていく素晴らしい事業でした。

今年は 55 周年という節目の年ではありましたが、
来年度以降も日々、身近にいる大切な人のために活
動し続けて参ります。全ては未来のために。（高田）

「AWARDS OTA」
例会外【担当：会員特別委員会】

卒業生から後輩達へ「一言」
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平井 優一

中澤 雅司

小暮 孝哉

川崎 正浩

畠山 有紀

柴宮 佑介

鯨井 宗一郎

亀田 真子

2017 年前期に入会してからあっ
という間の 2年半でした。入会認承
証をいただいたのは、つい昨日のこ
とのようです。それなのに、この 2
年半を振り返ってみると、数え切れ
ない思い出ばかりです。厳しい社会
の中で、皆さんとたくさん無邪気に
笑い合い、語り合えて、本当に幸せ
でした。もう現役として時を刻むこ
とはできなくなってしまいますが、
いつまでもみなさんのことを、そし
て、太田青年会議所を応援していま
す。本当にありがとうございました。

入会してから、多くの諸先輩方や
現役メンバーの皆さまに支えられて
無無事に JC ライフを終える事がで
きました。長いようで短かった JC
生活を振り返ると反省することも
多々あります。しかし本気で打ち込
み 1つの目標を目指して費やした時
間はとても大事な経験となり、自分
自身を成長させてくれました。まだ
JC ライフが残っている方々には沢山
の仲間たちと一緒に大きく成長でき
る事を願うと共に、ここまで支えて
いただいた方々に感謝を申し上げま
す。本当にありがとうございました。

人間において生きるとは、ただ単に生
き永らえる事ではない。人間において生
きるとは、何のために命を使うか、この
命をどう生かすかということである。命
を生かすとは、何かに命をかけるという
ことである。だから生きるとは命をかけ
るという事だ。命の最高のよろこびは命
をかけても惜しくない程の対象と出会う
事にある。その時こそ、命は最も充実
した生のよろこびを味わい激しくも美し
くも燃え上がるのである。君は何に命
をかけるか。君は何のためになら死ぬこ
とができるか。この問いに答えることが
生きるということであり、この問いに答
えることが人生である。

私が 2016 年後期に入会してから
早 3年、会員委員会 2回と共感デザ
イン委員会へ所属をさせていただき
ました。入会年度が遅かったため、
多くの活動に参加できたとは言い難
いですが、この数年間で築き上げた
人脈と経験は、この先の自分の人生
に多く役立つと思っています。まだ
太田青年会議所に残る後輩メンバー
達には、悔いのないように精いっぱ
い活動して欲しいと思ってます。

2012 年に入会させていただき , 多
くの先輩方やメンバーに支えられ ,
卒業することができました。家庭の
事情などで , あまり顔を出せないこ
ともありましたが , 京都会議や 55 周
年記念事業などで , 様々な貴重な経
験をさせていただき , 感謝しており
ます。これからも , 太田青年会議所
で培った経験を糧に頑張っていきた
いと思います。皆様のますますのご
活躍を心よりご祈念申し上げます。
本当にありがとうございました。

2012 年後期の入会以来、長いよ
うで短い JC 活動でありました。私
自身、全力での JC 活動が叶わず、
後悔もありますが、多くの仲間との
関わりや JC という組織からの学び
を通して、自分自身を成長させるこ
とができたように思います。この先、
太田市や自分の暮らす地域のために
一助となるべく活動できるような礎
を築くことができたように感じられ
ます。これまで暖かいお言葉をかけ
ていただいた先輩方や、ともに飲み
あかした仲間たちに感謝を申し上
げ、御礼の挨拶とさせていただきま
す。

2012 年に入会させていただき、多く
の事を教えて頂きました。また色々な
方々との出会いが充実した日々を送る
力になりました。青年会議所に入会し
なければ漫然と仕事をするだけの30
代を過ごしていたかと思います。それ
も尊敬できる先輩方、頼りになる後輩
達と様々な事業に参加した結果だと思
います。現役の皆さんには40 歳まで
と限られた時間の中で是非とも色々な
方と時間を共有し多くの事を学び悔い
無くJCライフを満喫して頂ければと
思います。今後ともお会いする機会は
あると思いますので気軽に声をかけて
下さい。8年間有難うございました。

2015 年前期で入会し、短い期間ではあ
りましたが多くの学びがありました。主婦
という立場で、委員長という役職まで経験
させていただき、改めてたくさんの方々に
お世話になっていること、家族の協力に感
謝できました。言葉では語り尽くせないほ
どの素晴らしい経験と関わったたくさん
の仲間はきっと生涯かけがえのない大切
な宝物になることと思います。現役の皆さ
んもぜひ前向きにいろいろなことにチャ
レンジしてください。大変お世話になった
事務局の真理子さんとOBの皆様方の益々
のご健勝と素晴らしい現役の皆様の今後
のご活躍を期待しております。本当にあり
がとうございました。
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村上 賢士深澤 昌治

渡邊 鉄平茂 木　亮

2019 年後期に新規入会しました高田
誠と申します。皆様、宜しくお願いします。
地元が埼玉県と近いですが太田には知り
合いや仲間が少ないという理由で jc に
入会しました。仕事は 2019 年 4月に法
人登記したまだスタートしたばかりの新
米です。jc の先輩方をお手本にさせても
らい頑張りますので宜しくお願いします。

初めまして。株式会社リホームの篠原正
弘と申します。私がJCに入会したキッカケ
は太田市に貢献するための入口の一つと
思ったからです。建設業を生業としていて、
この事業を通して社会貢献活動をするには
どうすれば良いのか。諸先輩方のお力をお
借りて、この課題をクリアにしていく所存
でございます。若輩者ではありますが、ご
指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します。

初めまして新入会員の武藤将大です。
太田市内にて、内装業、リフォーム業を
営んでいます。職業柄地元に居る事が
少ないのですが、生まれ育った街をより
良い街にするため貢献できるよう努力し
てまいります。

はじめまして、2019 年度後期より新規会員・
入会させて頂きました、福士健太郎と申します。
弊社はバイク屋一筋 40 年、主に二輪の販売、
整備を行なっております。今まで弊社は、地元
の方々との付き合い、交流もあまりございませ
んでした。今回の入会を機に、青年会議所の会
員様、地元の方々との親交を深め、自身の成長、
また太田市の発展に少しでも貢献出来るよう邁
進いたします。どうぞよろしくお願い致します。

髙 田　誠
Link株式会社

篠原 正弘
㈱リホーム

武藤 将大
M'S企画

福士 健太郎
㈱伸善商事

卒業生から後輩達へ ｢一言 ｣（続き）

ルーザールーズゲームのような、
自らジルベルトスタイルを好む猛者
たちに出会えた。牛の部位で、よく
ステーキなどに使われる部分、サー
ロインはみなさんご存知ですね。
サーロインという部位は sir-loin と
書きます。ロースのロインの部分が
とても美味しく感激して称号「sir」
を与えたようです。さて、私がよく
使うジェイサーも、その一つです。
J-sir と書きます。私の心に残る J-sir
は数人います。では、みなさんごき
げんよー !

2013 年後期に入会し、卒業まであっとい
うまに終わってしまいました。改めて思い起
こすとそう感じますね。入会してから各年度
の委員長達には恵まれていて楽しいJCライ
フを過ごす事が出来ました。太田 JC では財
政規則審査会議や野球部会に参加すること
が出来、出向もご縁があり、関東地区協議会
と群馬ブロック協議会を経験させて頂きまし
た。活動の中で新しく知る事、新しい交友が
生まれる事、失敗しても良い事（もちろん怒
られますが）を感じました。委員会だけでな
く部会や出向も経験してみればまた新しい気
づきを得ることが出来るのでぜひ行ってみて
ください。結びに今まで関わり支えて下さっ
た皆様方、本当にありがとうございました。

2016 年の後期に入会させて頂き
ました、気が付けば、あっという間
に卒業を迎えてしまいました。多く
の仲間に囲まれ、楽しく学びの多い
JC せいかつが出来ました。自分自身
の事を振り返ると、もっとやれたん
じゃないかと、思うところもありま
す。これからは JC で学んだ事、経
験した事を糧に地域、会社の為に貢
献していきたいと思い御礼の挨拶と
させて頂きます。すべは未来の為に !

2009 年前期に入会してから、多
くの諸先輩方や現役メンバーの皆さ
まに支えられて無事卒業を迎える事
ができました。約 10 年間の JC 生活
を振り返ると反省することも多々あ
ります。しかし本気で向かい合い議
論を重ね、1つの目標をより良いも
のにしようと切磋琢磨した時間はと
ても貴重な経験となり、また財産と
なりました。現役の皆さんが沢山の
仲間と大きく成長できる事を願うと
共に、今まで支えて頂いた全ての方
へ感謝致します。本当にありがとう
ございました。


