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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 2020 年度スローガン】

〈題字／塚本将成理事長〉

地域を輝かせる波紋を広げよう！ 人と人との繋がりを育み活気溢れる太田 JC で新たな一歩を

❶

本年はコロナウイルスの蔓延により、私たち太田青

年会議所におきましても様々な部分で影響を受ける一

年となりました。何をするにも、人と人が直に会うこ

と自体が制限され、想像以上に身動きの取りづらいも

のとなりました。表向きにはほとんど何の動きもなく

終わったかのように思われている方もいらっしゃるか

と存じます。しかし、実際は事業の中止や延期、再構

築を繰り返し行ったことで、濃密な会議を例年以上に

実施して参りました。このような事態だからこそ私た

ちに何ができるのか。どうすれば安全に事業が実施で

きるのか。その活動は太田青年会議所の会員の成長に

繋がるのか。そして、地域の皆様から共感が得られる

のか。それが本当に地域のためになるのか。数多くの

葛藤がありましたが、全力で一年間駆け抜けて参りま

した。

本年度におきましては「地域を輝かせる波紋を広げ

よう ! 人と人との繋がりを育み活気溢れる太田 JC で

新たな一歩を」をスローガンとして掲げ、太田青年会

議所の会員同士が信頼関係を持てるよう交流を行い、

研修のなかで自らを磨き、それを地域の方々と関わる

事業へと還元することで太田市の更なる発展に繋げら

れるよう様々な運動を展開いたしました。また、2019

年度に策定されました 5カ年目標、中期ビジョンであ

る「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」を旗印に、他者からの共感が得られなけれ

ば、素晴らしいまちづくりなどできないという考えを

重要課題とし、コロナ禍における会員自身やそのご家

族の想い、職場での立場や地域の方々から今何が望ま

れているのか、私たちだからこそできることは何かを

真剣に考え実践して参りました。本年度の運動は例外

なく困難を極め、挫けそうな場面も多々ありました

が、これまでかかわっていただいた地域の方々や多く

の先輩の皆様から会うたびに暖かい応援をいただけ

たからこそ乗り越えることができたのだと思いま

す。心から感謝申し上げます。

2021 年度は原田正浩理事長を中心に、コロナウイ

ルスなど一蹴するような運動を展開し、この太田市の

明るい未来へ繋げるため歩みを進めて参ります。改め

まして、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か

か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まして、年末御礼の挨拶とさせ

ていただきます。

2020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 56 代理事長　塚本 将成
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9 月 9 日、JC ルーム及び Zoom 上にて、9 月第 1 例会「9 月
総会」が行われました。7 月総会に引き続いての Zoom も活用
しての総会となりました。次年度の体制が承認され、原田次年
度理事長予定者より所信が発表されました。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。（山菅）

10 月 4 日㈰高崎市 G メッセ群馬にて「第 50 回群馬ブロッ
ク大会」に参加しました。県内で活動する各地青年会議所メン
バーが一堂に会し、お互いの地域での活動などを確認すること
ができました。当日は YouTube でも例会視聴ができる態勢が
整えられ、現地においても入場時の検査や消毒等、絶対に感染
者を出さないという強い想いが感じられました。（担当：荒木）

10 月 10 日、金山キャンプ場にて、10 月第 2 例会「武器は
絆〜笑顔集結〜」を開催いたしました。メンバーの家族をお呼
びし、太田ボランティアサークルの皆さんにご協力していただ
いてお祭りのような設えを行いました。コロナ禍に加え、当日
あいにくの雨により縮小開催となってしまいましたが、雨を吹
き飛ばすような熱気で大いに盛り上がりました。（記事：荒牧）

10 月 18 日、金山城跡及び史跡金山城跡ガイダンス施設にて、
10月第3例会「奪還金山城!!〜まちの魅力探索型クイズRPG〜」
を開催いたしました。当日は 100 名を超える方にご参加いただ
きました。太田ボランティアサークル及びおおた金山連様にご
協力いただいて、クイズや各種体験を通じて参加者の方には金
山の魅力、太田市の歴史の魅力に触れていただきました。（記事：
山田）

10 月 31 日、佐野市マリアージュ仙水及び YouTube にて、
10 月第 4 例会「両毛地域青年会議所協議会合同例会」に参加
いたしました。今年両毛地域青年会議所協議会は 50 周年を迎
えます。本年度、両毛地域創造委員会委員長として出向してい
る田村君から、両毛地域の魅力や新しくなった HP についての
紹介が行われる等、とても盛大に行われました。（記事：小島）

「9 月総会」
9 月第 1 例会【担当：総務委員会】

「第 49 回群馬ブロック大会」
10 月第 1 例会【担当：広報渉外委員会】

「武器は絆〜笑顔集結〜」
10 月第 2 例会【担当：研修交流委員会】

「奪還金山城 !! 〜まちの魅力探索型クイズ RPG 〜」
10 月第 3 例会【担当：まちづくり委員会】

「両毛地域青年会議所協議会合同例会」
10 月第 4 例会【担当：広報渉外委員会】
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11 月 12 日、勤労会館にて、11 月第 1 例会「思考の時間〜
Let's Think」を開催いたしました。仕事をする上でも必要にな
る思考力を鍛えるべく、様々なお題に四苦八苦しました。題材 1
では、2 人一組になり、自分が見ている絵を説明し、相手に描い
てもらいました。題材 2 では、限られた情報をお互いに伝えあい、
情報を整理しつつ正解を導き出しました。思考力について考え
させられる、とても有意義な研修例会でした。（記事：荒木）

11 月 15 日、イオンモール太田様をお借りして、11 月第 2
例会「Together」を開催いたしました。

クイズを通じて地域の困りごとである献血の減少やごみ問題
について考えていただき、参加者にはエコバッグをプレゼント
しました。また、当日は赤十字様にもご協力いただいて献血を
実施し、太田青年会議所メンバーもティッシュを配布して献血
のご協力を呼び掛けました。（記事：小島）

11 月 26 日及び 12 月 4 日、「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 5 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内山道広君
を迎え、戸川委員長との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。（記事：坂井）

12 月 6 日、休泊行政センターにて 12 月第 1 例会「ボランティ
ア研修成果報告会」を開催いたしました。本年度設立された太田ボ
ランティアサークルの今年 1 年の成果が報告されました。ボラン
ティアサークルには太田青年会議所の事業にご協力いただいている
とともに、自分たちで企画して YouTube に動画投稿を行うという
ことも行っています。ボランティアの方々の成長を感じられると共
に、我々も共に成長していこうと感じさせられました。（記事：山菅）

12 月 8 日、太田市福祉会館及び Zoom にて、12 月第 2 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、多くのメンバーが見守る中、2020 年度出向予定者の
発表がされました。（記事：中川）

「思考の時間〜 Let's Think」
11 月第 1 例会【担当：研修交流委員会】

「Together」
11 月第 2 例会【担当：地域活性化委員会】

「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：会員資質向上特別委員会】

「ボランティア研修成果報告会」
12 月第 1 例会【担当：人材育成委員会】

「次年度事業計画検討会」
12 月第 2 例会【担当：総務委員会】
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内山 道広

伊藤 雄大

稲村 雅文

荒木 隆師
2007 年に入会してからこれまで、人生

の経験値を多く積ませていただくと共に、
生涯の付き合いとなる多くの仲間を得るこ
とができました。青年会議所は求めるも
のを追い求め続ければ、どんな自分にも
なれるし、どんなことも得られる団体です。
ただ、自分で求めなければ、勝手には与
えられません。後輩の皆様には、約束を
守ること、人を大切にすること、そしてお
願いしますとありがとうの気持ちを大切に
して、これからも情熱をもって JC に向き
合ってもらい沢山のことを人生の糧として
いただきたいです。多くの先輩の皆様のご
指導、後輩の皆様の支えがあって卒業で
きます。大変お世話になりました。

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多くの友
達を作るきっかけとなりました。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。

2012 後期入会以来、沢山の人と出会
い多くの事を教えて頂きました。仕事柄
限られた時間の中での活動となりました
が、自分なりに懸命に取り組んで参りま
した。その中で、どんな時も前掛けを
外さない酒屋さん、ハイボール 2 杯で弾
けてしまう歯医者さん、委員長でもまっ
たく電話に出ないウレタン加工業の方な
ど愉快な仲間たちに恵まれました。毎年
のように退会を考えていた私にとって大
きな支えになりました。本当に辞めなく
て良かったです。この場を借りてありが
とう。これまで優しくご指導下さった先
輩方、支えてくれた仲間達に感謝申し上
げ御礼の挨拶とさせていただきます。

私は 2016 年前期に太田青年会議
所に入会させて頂きました。この 4
年半は私にとって掛け替えのない思い
出ででいっぱいであります。特に同じ
委員会になったメンバーの方々そして
一緒に太田 JC を背負って出向に行っ
た方々本当に良い経験をさせて頂きあ
りがとうございました。皆さんのサ
ポートがあってこその JC 生活でした。
そして今回 40 代になりまた新たな人
生を歩みたいと思います。皆様に教え
て頂いた知識経験を生かしこれから
も頑張って行きますので今後も宜しく
お願い致します。

12 月 12 日、八王子農園にて、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。（記事：佐藤）

「卒業式」
12 月第 3 例会【担当：会員資質向上特別委員会】

卒業生から後輩達へ「一言」
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戸川 悠介

高草木 亜弥

押岡 将康

小川 隼介

高田 友樹

栗原 広太

大川 志門

小川 恭兵

2016 年からの約 4 年半、多くの先
輩方やメンバーの皆様に支えられ卒業
することができました。短い時間でし
たが様々な役職や出向の機会を提供
していただき本当に感謝しております。
ありがとうございました。JC はより良
い変化をもらたす力を青年に与えるた
めに発展・成長の機会が提供されて
いますので是非機会に接してくださ
い。4 年半、本当にありがとうござい
ました。

2012 年に入会させて頂き、多くの
先輩方や同期、メンバーに支えられ、
卒業を迎えることが出来ました。仕事・
家庭等の事情などで、満足に顔を出
せないことばかりでしたが、様々な貴
重な体験・経験をさせて頂き、感謝し
ております。卒業後も、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。太田青年会議所
の益々の発展と、皆様の益々のご活
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。

入会してから、多くの諸先輩方やメ
ンバーの皆さまに支えられて無事に
JC 生活を終えることができました。
長いようで短かった日々を振り返ると
反省することも多々あります。しかし、
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。
現役の皆さんが沢山の仲間たちと一
緒に大きく成長できることを願うと共
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。

この太田青年会議所には色々な事
を教えていただきました。毎年多くの
事を学び、多くの苦労もしました。一
時は仕事との両立も大変でしたが、ど
うせやるならやり切ろうとの思いで
色々な役職も務めさせていただき、充
実した JC 生活を送れました。厳しく
指導してくれた先輩方、かわいい後輩
たちがいてくれたから今の自分がいま
す。その友情は自分の宝物です。最
後に、少し背伸びして下さい。少し高
い壁を乗り越えればそこには新たな自
分がいます。これから先の皆さんの
活躍を願っています。約 8 年半、本
当にお世話になりました。

2012 年度の入会から気づけばあっという間の 8
年間でした。特に今年は COVIT-19 の影響により、
様々な団体の事業や催事が延期、中止を余儀なくさ
れました。青年会議所として何が出来るのか？活動
の意義を改めて考えさせられる、そんな 1 年でした。
それと同時に、刻々と変化する状況に合わせ手探り
ながらも新たな事へチャレンジする力強さを感じま
した。大変な一年ではありましたが大きな変化が求
められる瞬間を皆さんと共に過ごせたことは一生の
思い出となりました。また、会員数の減少が懸念さ
れておりますがメンバー同士が今まで以上に関わり
を持てる機会と前向きにとらえて一人ひとりが目的を
もって活動出来ることを願っています。最後になりま
すが、入会してから今までの全ての出会いと、この
ような機会を与えてくれた事に心より感謝します。

2018 年前期に入会し、三年間とい
う短い間でしたが多くの先輩方や現
役メンバーの皆様に支えられて無事卒
業する事ができました。入会年度が
遅かった事と仕事柄、多くの活動に参
加する事はできませんでしたが非常に
素晴らしい経験をさせていただきまし
たし、大切な仲間達もできました。こ
の太田青年会議所で得た事を糧にこ
れからも精一杯頑張っていきたいと思
います。最後に現役の皆様のさらな
る御活躍をご祈念申し上げます。あり
がとうございました。

2009 年前期に入会してから、たく
さんの諸先輩方や現役メンバーの皆
さんに支えられ卒業することができま
した。そして多くの事を学ばせて頂き、
いろいろな方々と出会うことができ、
貴重な経験をさせていただきました。
さまざまな活動を通して学んだことを
今後の人生に活かしていきたいと思い
ます。お世話になった皆様に感謝を申
し上げます。本当にありがとうござい
ました。

2014 年後期に入会してからあっと
いう間に卒業する事になりました。思
い返して見れば色々な事がありまし
た、大変な事や楽しかった事でも 1 番
の思い出は役職に関わらずやり切った
時の達成感は凄いです ! 現役の皆様
も誘われたらはいか YES か喜んでの
返事をして下さい最高の経験が出来
ます。最後ですが私に関わってくださっ
た皆様に感謝します、本当にありがと
うございました
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布施 善弘永井 幸弘

吉田 いずみ町田 和哉

居酒屋滉家の代表を務めさせて頂い
てる岩崎滉弥です。JC という場をお借り
してまだ 26 という年齢でたくさんの先
輩方と関わらせて頂けるので人として成
長し、個人のスキルアップの為に頑張っ
ていきたいと思います。宜しくお願い致
します。

初めまして、新入会員の浅野麻代です。
飲食業を通じて、太田市の地域に少しで
も貢献できればと思い入会しました。ま
た活動をする中で、様々な人に出会い
経験をすることで、自分自身の成長に繋
げていければと考えております。ご指導
ご鞭撻の程、宜しくお願いいたします。

新規入会させていただきました有限会社セイワの中島
です。群馬県、栃木県の製造業を中心に派遣事業を営
んでおります。担当も様々な語学に精通している為外国
人労働者にも対応しています。私の父が派遣事業を 30
年も前から事業を行っていて派遣が馴染んでいない時か
ら派遣事業に携わっておりました。今はコロナの影響で
派遣事業も苦しい状況が続いてますが、歴史ある会社
ですので守っていきたい所存です。地域の発展に携わっ
ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

新規入会させていただきました島倉淳由朱と申します。ALL STAR 
CHEER ★というキッズチアリーディングチームの代表コーチをしてお
ります。太田市含め、県内 13 ヶ所の教室があり元気いっぱいな子
どもたちと共に、地域の活性化に繋がるよう活動しております。55
周年記念事業や、まつりまつり等でも大変お世話になりましてあり
がとうございました。元幼稚園教諭で、私自身生まれも育ちも太田
市民なので、大好きな太田市が更に元気になるよう、微力ながら
精一杯頑張らせていただきたいです。ご迷惑おかけする事も多いと
思いますが、先輩方どうかご指導よろしくお願い致します !

岩崎 滉弥
居酒屋滉家

浅野 麻代
La・La・La Snack

中島由一アレックス
㈲セイワ

島倉 淳由朱
ALL STAR CHEER★

卒業生から後輩達へ ｢一言 ｣（続き）

入会してから、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 生活が出来ました。自分自身の
事を振り返ると、トレイルランニング
のようなまちづくり事業に多く携わら
せていただき、普段は体験できないよ
うなことを多く経験させていただきま
した。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。

2015 年後期入会から 5 年半、たく
さんの出会いと経験をさせていただき
ました。多くの方に支えていただきな
がら卒業を迎えることができました。
地域のため、人のため、同じ目標に
向かい力を合わせ、輪を拡げ取り組
む活動できたは、私の大きな宝です。
ぜひ、いろんなことにチャレンジして
みてください、きっと違った自分と仲
間がそこにはいると思います。結びに、
太田青年会議所の益々の発展と皆様
のご活躍を祈念する共に、これまで
支えていただいた皆様に感謝申し上
げお礼の言葉とさせていただきます。
ありがとうございました。

私が太田青年会議所に入会させて
いただき、これまで多くの方々に支え
ていただいたことで、無事に卒業を迎
えることが出来ました。仕事の事情も
あり、活動への積極的な参加ができ
たとは言い難いですが、様々な人との
出会いや経験は、自分自身が大きく
成長できるきっかけになったと感じて
おります。メンバーの方々には今後沢
山の仲間たちと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
た方々に深く感謝申し上げます。本当
にありがとうございました。

2011 年に入会させていただき、多
くの先輩方、メンバーに出会い沢山の
事を学ばせて頂きました。お世話に
なりました皆様に支えられ、無事卒
業する事ができました。沢山の楽しい
思い出ばかりで、振り返るとあっとい
う間のJC活動でした。農家だけをやっ
ていたら、こんなにたくさんの出会い
や経験をすることが出来ませんでし
た。今、卒業できて嬉しい気持ちと
寂しい気持ちがあります。JC 生活で
学んだことをこれからの人生に生かし
て、精一杯頑張っていきたいです。今
までお世話になりました皆様、本当に
ありがとうございました。


