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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2021年度スローガン】

〈題字／原田正浩理事長〉

すべての出会い、出来事に意味がある　そこから始まる明るい未来へ

❶

2021年度公益社団法人太田青年会議所の運営に対
し、諸先輩皆様をはじめ、行政や各種団体の皆様のご
理解とご支援をいただき、本年の活動が無事に成果を
納められたことに会を代表して深く感謝と御礼を申し上げ
ます。
本年は「すべての出会い、出来事に意味がある　そこ

から始まる明るい未来へ」をスローガンとして掲げ、太
田青年会議所の根幹である人との繋がりを大切にし、事
業や活動の規模に限らず、それぞれに目的意識をもって
向き合うことで、自身の成長に繋げ、そして地域の資質
を向上させるべく1年間活動して参りました。
本年は新型コロナウイルスの世界的流行により、日本

でも年当初より緊急事態宣言やまん延防止等重点措置な
どにより人が集まることに消極的な背景がありました。
しかし、そのような状況でも賀詞交歓会のWEB配信を
皮切りに時代に即した事業や方法、そして事業そのもの
と同様にその過程を大切にすることに努めて参りまし
た。これまでの歴史にはない方法を模索し実行に移すこ
とは難しさもありましたが、時代を乗り越える術を身に付
けることができた1年であったと感じております。
本年は地域に向けた事業として、地域の子どもたちと

ボランティア、青年会議所メンバーでつくりあげる「みん
なでつくる音楽祭」を開催しました。事業自体はWEB
開催となりましたが、事業に向けて子どもたちを中心に
世代を超えた人が関わり合い、練習や研修を行い本番
を迎えられ、そして地域の皆様に音楽やダンスの発信の
場を提供することができました。

また、「太田まるごとフェスティバル」と銘打ち、地域
の雑貨店や飲食店への支援を念頭に進め、マルシェ開
催は中止とはなりましたが、その過程でクラウドファンディ
ングを活用し地域への支援を働きかけました。
地域の方々やボランティア、太田青年会議所メンバー
や家族の垣根を超えた交流事業として、ぐんまこどもの
国様ご協力のもと「仲間と楽しむハロウィン祭」を行いま
した。様々な人との繋がり、さらに地域との繋がりを感
じられる大盛況の事業を開催することができました。
地域に向けた研修事業として、高校生と太田市議会
議員の皆様を交えたスピーチ発表会「ローカルサミット
in太田」を開催しました。若い世代の考えをもとに高度
な思考をし、多くの人と共有し推し量ることができました。
1年間理事長として活動ができましたのも、歴代理事
長の皆様、これまで携わっていただいた諸先輩、行政各
種団体の皆様のご指導とご鞭撻の賜物です。そして何よ
り、多くの時間をともにした役員、各委員長をはじめとす
る全てのメンバーの支えがあったからです。すべての出
会い、出来事に意味がある、それを真に感じられた1年
でした。関わっていただいたすべての皆様に感謝すると
ともに、明るい未来のために今後もこ
の想いを繋いでいくことをお誓い
申し上げて御礼とさせていただ
きます。

2021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57代理事長　原田 正浩
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8 月 22 日ぐんまこどもの国にて、みんなでつくる音
楽祭のパフォーマンスを撮影しました。保護者の方や地
域の方にご来場いただき、見ていただく予定でしたが、
新型コロナウイルスにより動画撮影をし、後日、太田青
年会議所の YouTube チャンネルにて配信する形式とな
りました。子どもたちやボランティアの皆さんが作り上
げたパフォーマンスは、現在でも YouTube にて視聴で
きますので、まだの方は是非ご視聴ください。

（記事：吉田）

9 月 8 日 JC ルーム及び Zoom にて 9 月第 1 例会 9 月
総会を開催しました。コロナ対策の為 Zoom 参加を併用
しての総会となりましたが、2022 年度の体制が承認さ
れ、石井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、新体制での
更なる躍進を期待したいです。

（記事：坂岩）

10 月 9 日カンセキスタジアムとちぎにて、第 70 回全
国大会・とちぎ宇都宮大会が開催されました。広い会場
で、感染対策もしっかりと行われていました。また ( 公社 )
日本青年会議所の卒業式も行われ、太田青年会議所から
も 7 名の方が卒業となりました。久しぶりの全国大会で、
未だ人数は少ない状況でしたが、思い出に残る大会とな
りました。

（記事：吉田）

10 月 30 日、ぐんまこどもの国をお借りして、10 月
第1例会「仲間と楽しむハロウィン祭〜お菓子くれなきゃ
イタズラしちゃうゾ♡〜」を開催いたしました。

スタンプラリーと出店ブースを設けて、多くの一般参
加者や仮装したメンバーが参加し、楽しい時間を過ごす
ことが出来ました。また、本事業を通して一般参加者の
方達に ( 公社 ) 太田青年会議所の活動を PR し、理解して
いただくことが出来ました。

（記事：長谷川）

「みんなでつくる音楽祭」
8 月第 1例会【担当：未来創造委員会】

「9 月総会」
9 月第 1例会【担当：総務広報委員会】

「第 70 回全国大会・とちぎ宇都宮大会」
例会外【担当：会員資質向上特別委員会】

「仲間と楽しむハロウィン祭〜お菓子くれなきゃイタズラしちゃうゾ♡〜」
10 月第 1例会【担当：交流委員会】
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11 月 4 日、学習文化センターで 11 月第 1 例会ロー
カルサミット in 太田が行われました。太田市議会三役の
方々と市内の高校生でスピーチ発表会を行うという内容
でした。

市議会三役として議長の斎藤光男様、副議長の太田 JC
の OB でもある矢部伸幸先輩、監査委員の大川陽一様を
お招きし市内の4名の高校生と「これからの太田市でやっ
てほしいこと、やりたいこと」をテーマとし熱い議論を
交わしていただきました。この若い世代の声を交えた議

論が未来の太田に活かされるよう我々も心して活動した
いと思います。　　　　　　　　　　　（記事：五十嵐）

11 月 21 日、八王子山公園にて、11 月第 2 例会「上
州八王子丘陵ファントレイル inOTA」を開催いたしまし
た。当日は 841 名の方々にご参加いただき、大変盛り上
がりました。競技としては、ロング・ハーフ・親子ペア
と 3 種類あるのと、コースプロデュースを鏑木毅氏にし
ていただいているため、どなたにでも楽しんでいただけ
る内容となっております。来年も開催予定ですので、興
味のある方はご参加・お問合せお待ちしております。

（記事：山菅）

11 月 7 日休泊行政センターにてボランティア成果発
表会が開催されました。子どもたちのパフォーマンスが
披露され、最後にはボランティアメンバー、未来創造委
員会メンバーもダンスに参加し盛り上がりました。ボラ
ンティアの成果発表では、趣向をこらしたプレゼンテー
ションがなされました。またレクリエーションでは、太
田青年会議所メンバーも子どもたちと一緒になって謎解
きに挑戦し楽しい時間を過ごすことができました。

（記事：吉田）

11 月 15 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 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大
澤明佳先輩を迎え、現役メンバーも交えてのパネルディ
スカッションで、面白い話から真面目なお話しまで、色々
なお話を聞くことができ、大変参考になる内容でした。
今後さらに太田青年会議所活動を深めてまいりたいと思
います。

（記事：長谷川）

「ローカルサミットin 太田」
11 月第 1例会【担当：研修委員会】

「上州八王子丘陵ファントレイル in OTA」
11 月第 2例会【担当：未来創造委員会】

「ボランティア成果発表会」
例会外【担当：未来創造委員会】

「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】
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11 月 18 日冠稲荷神社ティアラグリーンパレスにて
「臨時総会（例会外）」が静粛に執り行われました。大塚

専務より昨今より発生している新型コロナウイルスの拡
大により発生した余剰金を圧縮するため ( 公社 ) 太田青
年会議所の「2020 年度経常収益の法人会計への振替え」
が上程され、満場異議なく承認可決されました。新型コ
ロナウイルスなど、今後も可能性が大いにある世界情勢
の中で公益目的事業ができない場合の会計処理として必
要不可欠な内容であることを、メンバー間で共有し経験
できたことは ( 公社 ) 太田青年会議所にとって貴重な体
験となりました。　　　　　　　　　　（記事：長谷川）

12 月 3 日、生品行政センターにて 12 月第 1 例会次
年度事業計画検討会が行われました。

コロナ情勢を考慮しハイブリッド開催となった検討会
でしたが。次年度の太田青年会議所の活動の枠組が発表
され、次年度委員長の意気込みも聞くことができました。

新入会員の質問や卒業生の熱い声も聞くことができ、
白熱した緊張感のある検討会となりました。

（記事：五十嵐）

12 月 11 日、ヴィラ・デ・マリアージュ太田にて、
12 月第 2 例会「卒業式」を開催いたしました。本年度
の卒業生は 7 名。ご卒業される皆様一人ひとりに、青年
会議所活動での思い出があるかと思います。また、卒業
式後に謝恩会も開催し、卒業生と現役でエール交換をし
ました。ご卒業後も、これまでの経験を活かし、さらに
ご活躍されることをご祈念申し上げます。

（記事：山菅）

12 月 15 日、ダニエルハウスにて AWARDS OTA を開
催しました。本年度最終事業として輝いたメンバー・事
業を称え、1 年間の活動を振り返りました。本年度最優
秀事業賞を手に入れたのは、「11 月第 1 例会ローカルサ
ミット in 太田」を開催した研修委員会の皆さまでした。
本当におめでとうございました。本年度におかれまして
も、新型コロナウイルスという未曾有の困難な状況であ
りましたが、本年度のスローガンである「すべての出会
い、出来事に意味がある　そこから始まる明るい未来へ」

を体現できた太田 JC らしい 1 年でありました。
（記事：長谷川）

「臨時総会」
例会外【担当：総務広報委員会】

「次年度事業計画検討会」
12 月第 1例会【担当：総務広報委員会】

「卒業式」「謝恩会」
12 月第 2例会【担当：会員資質向上特別委員会】

「AWARDS OTA」
例会外【担当：会員資質向上特別委員会】
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赤坂 義一

中村　健榎本一博

深澤 利弘原田正浩

2013 年後期で入会して8 年間、
諸先輩方やメンバーの皆様に支え
られて無事に JC 生活を終える事
ができました。この太田青年会議
所でたくさんの事を学び、たくさ
んの仲間ができ、自分自身を成長
させる事ができたように思います。
今後も JCで学んだ事を他の団

体や仕事に活かしていこうと思い
ます。現役の皆様がたくさんの仲
間たちと一緒に多く成長できると
願うと共に、これまで支えていた
だいた方々に感謝を申し上げま
す。本当にお世話になりました。

入会してから多くの諸先輩方や
メンバーの皆様に支えられて卒業
することができることを大変うれ
しく思います。青年会議所生活で
は、仕事以外の場で多くの学びを
得る機会をいただき、そしてかけ
がえのない仲間とも出会うことが
できました。太田青年会議所だか
らこそ経験できたことも多くあり
ます。一つひとつの学びを卒業後
も深め、そして後輩へと想いを繋
いでいきたいと思います。本当に
長い間ありがとうございました。
皆様のご健康とご多幸を心より祈
念申しあげます。

2015 年後期に入会してから約 6
年間、多くの先輩方やメンバーに
支えられ無事卒業を迎えることが
出来ました。LOMの活動のみな
らず出向の機会にも恵まれ、貴重
な体験、人との繋がり、多くの学
びを得ることで成長させていただ
けたと思っております。卒業後も
太田青年会議所での経験を活か
し頑張っていきたいと思います。
最後に、ここまで支えていただき
ました方々に感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。

12 年前、友だちができればい
いな、仕事につなげて会社からの
評価を上げられればいいな、とい
う今思えば非常に自分本位の動機
で入会しました。そんな斜に構え、
人への思いやりに欠けた私を、愛
情で包んだ厳しさで導いてくれた
先輩方のおかげで次第に、青年
会議所への向き合い方が変わり、
人生を変えるたくさん出会いをい
ただきました。立場が変わってい
く中で、後輩の皆さんには厳しい
ことを言い続け、憎たらしく思わ
れたこともあったでしょう。それ
でも JCに向き合ってくれて、支え
てくれました。すべての皆様に感
謝を申し上げ、これからも「今を
全力で生ききろう!すべては未来
のために」の姿勢で歩んでまいり
ます。ありがとうございました。

2010 年に入会してからこれま
で、多くの人と出会い、多くの経
験をすることができました。その
一つひとつが私にとって大切でか
けがえのないものです。これまで
関わっていただいた全ての皆様に
感謝申し上げます。現役の皆様に
は、太田青年会議所でしか経験
できないことを突き詰めて活動し
ていただき、失敗を恐れずに挑戦
し続けていただきたいと思いま
す。この組織で失敗することは悪
いことではないですし、得られる
ことはたくさんあります。全ての
出会い、出来事に意味と価値を見
出し未来へと歩んでください。大
変お世話になりました。ありがと
うございました。

卒
業
生
か
ら

後
輩
達
へ「
一
言
」
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太田市内の関綜エンジニアリング㈱
に努めさせて頂いております下宮順平
です。普段は建築工事に付帯する設備
工事の現場管理をしております。
この度、太田青年会議所に入会させ

て頂く事となり、この場での経験が自
分のスキルアップの繋がればと思って
おります。また、たくさんの方々に出
会う機会も多くいろいろな経験をつめ
るチャンスだと思っております。
頑張っていければと思いますので、

宜しくお願い致します。

新入会員の八田と申します。
明治安田生命群馬大泉営業所で勤

務をしております。
活動を通じて少しでも地域に貢献

できればという思いで入会いたしま
した。
難しい環境下ではございますが、

様々な活動ができることに感謝し、精
一杯取り組む所存です。少しでも早
く貢献できるよう頑張りますので、ご
指導ご鞭撻の程、よろしくお願いい
たします。

初めまして、新規入会させていただ
きました鷹箸将也です。
足利市にあります BasE というパー

ソナルジムでトレーナーをしており
ます。
JC を通じて多くの方々に出会い、

学びの機会を得る事で自分自身の成
長に繋げられればと思っております。
また、今後の活動を通して地域や人
の為に少しでも貢献出来るよう頑張
らせていただきます。ご指導ご鞭撻
の程、宜しくお願いいたします。

初めまして、新規入会させて頂きま
した株式会社エム・ビー・シー代表
取締役の茂木將多と申します。仕事
以外でも生まれ育ったこの太田市と
いう地域の活性化と発展に繋がれば
という気持ちでこれからの活動に取
り組んでいければと思います。また、
これからの活動でたくさんの人や先
輩方と関わることで個人としてのス
キルアップにも繋げていければと考
えております。どうぞ宜しくお願い
致します。

下宮 順平
しもみやじゅんぺい

関綜エンジニアリング
株式会社

鷹箸 将也
たかのはしまさや

BasE
パーソナルジム

八田 大輔
はっただいすけ

明治安田生命保険
相互会社

茂木 將多
もてぎしょうた

株式会社
エム・ビー・シー

卒業生から後輩達へ ｢一言 ｣（続き）

山田　剛武藤将大

2006 年の 6月に太田青年会議
所に入会した時、私は 24 歳でし
た。社会人として仕事を始めては
いたのですが学生気分は抜けずに
あまり年上の人に敬意をもって接
することができなかった自分はよ
く先輩方に怒られてJCに行くの
がとても嫌だったのですが何とか
卒業することができました。これ
も皆様の優しい思いやりがあった
からだと感謝しています。若きこ
の20 代 30 代の時間に青年会議
所の一員になれましたことを嬉し
く思っております。ぜひ人と人と
の出会いを大切にしながらまちづ
くりに励んでください。皆様の益々
のご活躍を地域の人間として心よ
りお祈りしています。

2019 年後期に入会してから、
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、多くの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。
様々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。




