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「奉仕」「友情」の三信条のもと、私たちはＪＣ
運動を本会議所発足当初から現在に至るまで継
続しております。私たちは、立ち止まってはな
らず時代の変化に対応し、常に前に進むことが
求められています。
一般社団法人柏崎青年会議所
本年度は、まちづくり、ひとづくりと並行し、
会として切っては切り離せない事柄として原子
２０１8年度 第62代理事長
力発電所との関わり、会員拡大と会の広報につ
いて、過去・現在・未来について学び考える場
所を設け、前に進むための土壌づくりを行いた
いと考えています。
明けましておめでとうございます。本年度、 ご協力を賜りまして心より感謝申し上げます。
この地域を牽引する青年経済人の集まりであ
（一社）柏崎青年会議所の第62代理事長を務め
本年が皆様にとって実り多き良き一年でありま
る柏崎青年会議所が、生き生きと運動できるよ
させていただきます荒川学と申します。皆様に
すよう心からお祈り申し上げます。
う精いっぱい務めて参ります。本年度も変わら
は、平素より（一社）柏崎青年会議所にご理解
明るい豊かな社会を実現するために「修練」 ぬご指導よろしくお願いいたします。

荒 川

学

所信

生
生きる

【はじめに】
明るい豊かな社会は、自分の住む地域をより良くし
ようという想いと行動から生まれる。
これは、私が柏崎青年会議所へ入会して学んだこと
です。私は、2010年に本会議所へ入会して今年で９
年目を迎えます。青年会議所を大人の学校と表現する
ことがありますが、これまでの経験から多くの学びを

の未来を考え、1971年に原子力発電推進決議を採択

かそれを実感出来ずにいます。この地域でも、量販店

しました。この大きな決断をした後、本会議所は現在

の撤退や老舗と呼ばれる店の閉店が続き、町の将来に

に至るまで原子力発電推進団体として活動してきまし

ついて悲観的な話をよく耳にします。今、この時代を

た。その歴史を忘れてはなりません。東日本大震災以

生きる青年として、変化の激しい社会に負けない、知

降、原子力発電所の運転に対して慎重な考えが広がっ

力・体力・精神力、そして生きる力、生き抜く力を持っ

ています。そのような状況において私たちは、原子力

た人財の育成を行います。

発電所立地地域に生きる青年として、当事者意識を高
め正しい知識を学ぶ必要があります。そして議論の本
質を掴み、地域の将来について考え行動します。

【ふるさとを愛するこころ】

【会員拡大と地域への発信のつながり】
青年会議所に対する理解者をより多く増やし、活動
規模を拡大していくためには会員拡大は必要不可欠で
す。会員拡大を継続的に行っていくためには、まず会

いただきました。地域を牽引する青年経済人の集まり

「海のまち柏崎」、「ものづくりのまち柏崎」、「水球

員メンバー間でその重要性と価値を共有し、会員拡大

である私たちは、この地域をより良くするためには何

のまち柏崎」などと表現されるように柏崎刈羽地域に

に取り組む必要があります。そして、そのような意識

が必要か。そして、この地域から何が求められている

は様々な魅力や特色があります。また「ぎおん柏崎ま

を持った上で私たちが青年会議所活動を行うことに

のか。その本質を追及し、明るい豊かな社会を実現す

つり」、「えんま市」、「草生水まつり」をはじめとする

よって、より多くの情報が発信され、結果として地域

るために行動して参ります。

地域のイベントには、県内外から多くの人たちが訪れ、

の皆様から理解と共感を得ることにも繋がる。このよ

毎年大いに賑わっています。

うな仕組みを作ることが重要であると考えます。ＨＰ

本年度のスローガンは、
「生」と書いて「生きる」

私はこれらの素晴らしい魅力に気づき、地域を愛し

やＳＮＳといった時代に合わせた媒体も有効に活用

今まさに求められているのは、生きる力、生き抜く力

誇りを持って欲しい。そしてこの地域で生き生きと生

し、こだわりを持った本会議所の魅力をＰＲします。

であると思います。

きて欲しい。その積み重ねが魅力あるまちへと繋がっ

としました。この地域でこの時代に生きる青年として、

活気のある地域には、必ず生き生きと過ごす青年の

ていくと思います。

【さいごに】
前を向いて生きる者には、チャンスと成長が約束さ

姿が見て取れます。町の将来について悲観的な話をよ

そのための原点であり出発点は、未来を担う若者た

く耳にするそんな今だからこそ、この地域で生きる希

ちに地域を愛する心である郷土愛を持ってもらうこと

望となるために私たちは、行動していきたいと思いま

です。私たちは、地域の魅力の本質を追求し、その中

す。そして、「生」という文字から派生する「生み出

心にいる青年として地域と共に活動を行い、自らが楽

すこと」や「生かすこと」にも青年会議所らしくこだ

しむ姿や背中を見せることによって、地域の若者たち

わっていきたいと思います。

の郷土愛を深めます。

う事なら取り入れよう、変えていこう。

【原子力発電所立地地域に住む青年として】

【青年経済人としての成長】

から、変えよう俺たちの力で。

柏崎刈羽地域には、世界最大の原子力発電所があり

国の経済はデフレ脱却や株価上昇などを理由に景気

ます。私たちの先輩たちは、愛する地域のために地域

が上向いていると言われていますが、地方ではなかな
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れていると信じています。
遠慮してては成長はなし。改革なくして成長はなし。
挑戦なくして成長はなし。
自分の気持ちを思い切ってぶつけよう。良かれと思
青年らしく思い切って活動しよう。変わろう俺たち

所信／所感
直前理事長

田邉修一

新年あけましておめでとうございます。本年度、直前理事長を務めさせて頂きます田邉修一
です。昨年は柏崎青年会議所創立60周年という記念すべき年に、大勢の諸兄先輩、関係友好団体、
地域の皆様の多大なるご理解並びにご協力頂きましたこと熱く御礼申し上げます。
現役生活20年目の年月が経過し、理事長まで経験させて頂きました。この経験を本年度は後
輩へと繋ぐ大事な使命があると感じています。古き良き先輩方が繋いで来られた伝統と、現役
メンバーが興す新しい風とを融合させ、時には厳しく時には優しくＪＣの「いろは」をメンバー
へ伝授していきます。現役メンバーは覚悟をもって受け止めて頂けたら嬉しいなと思います。
必ずや成長できると思いますよ。また、最年長者でおっかない所もあるかもしれないけど頼っておいで下さい。
最後になりますが、最高の仲間と最高のＪＣ運動をしようぜ ! ! ! ! !

専務理事

安野広 明

2018年度、専務理事を務める安野広明と申します。昨年の大きな事業である60周年も多く
の皆様からご協力いただき無事に終えることができ、会員も一息ついているところではありま
すが昨年より2018年の準備をしてまいりました。運営のメンバーもガラリと変わり、また新
しい１年を迎えることは青年会議所らしい特徴ではないでしょうか。
今年もまた運営メンバーと多くのことを経験できることを期待し、１年をスタートさせてい
ただきます。

事務局長

山﨑

徹

新年あけましておめでとうございます。本年度、事務局長を務めさせていただきます、山﨑
徹と申します。入会８年目となり初めての３役を務めさせていただきます。これまで委員長と
副理事長を経験させていただきましたが、本年度は理事長のサポート役として、会計関係や事
務局サイドの仕事を中心に、会全体の運営をサポートしていく所存です。皆さまにはご心配お
かけする場面もあるかもしれませんが、ご指導ご鞭撻いただけたら幸いです。2018年度柏崎
青年会議所をどうぞよろしくお願いいたします。

監

事

山﨑健 太

2004年に入会させていただいて早いもので、今年で15年目になります。本年度は監事とい
う大役を仰せつかりました。本年度含めて残り２年、先輩諸兄から頂いた経験を胸に、正すべ
きところ伸ばすべきところをしっかりと見て、柏崎市、そして青年会議所の未来に向けてしっ
かりと責任を果たしていきます。理事長、専務の時に築いた池田監事との連携はバッチリです。
明るくそして熱く努めますので１年間どうぞ叱咤激励、ご協力をよろしくお願いいたします。

監

事

池田

桂

新年明けましておめでとうございます。今年度、監事を務めさせていただきます池田

桂と

申します。これまで先輩諸兄やメンバーと共に学んできた13年の経験を活かして荒川理事長の
掲げる所信のもと事業構築および事業遂行がなされ、予算が適正に執行されていることを客観
的な目を持ちながら助言、監査してまいります。監事という大役ですが精一杯務めさせて頂き
ます。

２

環境エネルギー委員会

mission■ 原子力発電所立地推進の想いを知り、エネルギーの正確な知識と理解を持つ

明けましておめでとうございます。副理事
長兼資源開発室長を務めます、岡田和久と申
します。
本年度、当室が預かります環境エネルギー
委員会では、柏崎青年会議所が柏崎刈羽原子
力発電所にどのような関わりを持ってきたの
か、さらに日本のエネルギー安全保障をどの
ように考えていかないといけないか、そこに
わが地域はどのような貢献ができるかを追求
し、会議所内での認知を改めて高めてまいり
ます。ご指導よろしくお願い致します。

■副理事長兼
資源開発室長

岡田 和久

副委員長

■委員長

木村 正隆

新年明けましておめでとうございます。本
年度、環境エネルギー委員長を仰せつかりま
した木村正隆と申します。2011年度入会し
て今年で８年目になり、2015年以来３年ぶ
りに理事を務めさせていただきます。
本年は柏崎青年会議所メンバーの皆様に環
境エネルギーについてしっかり学ぶ場を提供
していきたいと考えております。何かと至ら
ぬ点があるかと思いますが、皆様からのご指
導、ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

藤巻慎哉

伊平泰将

小俣拓巳

佐藤雅宮

村山健太

元井貴男

吉田晃継

杉田直人

まちづくり委員会

mission■ 柏崎の魅力を体験し、シビックプライドを醸成する

副理事長兼社会開発室長の中村貴広です。
昨年60周年を迎え、新しい１歩を踏み出す今
年度に理事を任せて頂いたことに感謝してお
ります。私個人としても青年会議所での最後
の１年となりました。自分自身の成長の場に
するとともに、多くの先輩から教わってきた
ことを委員会メンバーへ伝えることも目的の
１つとして活動していきたいと思います。最
後の１年、楽しく、悩んで取り組んでまいり
ます。よろしくお願いします。

■副理事長兼
社会開発室長

中村 貴広

副委員長

霜田真紀子

■委員長

山口 敏宏

明けましておめでとうございます。本年度、ま
ちづくり委員長を仰せつかりました山口敏宏と申
します。2016年度に入会し、３年目となる今年度、
初理事を務めさせていただく事となりました。当委
員会では、柏崎にある魅力を実際に体験し、次世代
に繋ぐことをテーマとして、青少年にまちの為を思
い、率先して行動する心であるシビックプライドを
持って欲しいと考えています。なにぶん初理事とい
うことで皆様からは叱咤激励されることもあるかと
は思いますが、１年間精一杯務めさせていただきま
す。どうぞよろしくお願いします。

田邉哲也

伊藤勝史

植木秀和

坂本

啓

佐藤拓真

田中有人

德増大樹

長沢

水戸部智

山田健太
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博

ひとづくり委員会

mission■ 地域、企業、家庭の “火種” となる強い心を持つリーダーの育成

新年明けましておめでとうございます。今
年度、副理事長兼人財開発室長を仰せつかり
ました飯田と申します。2012年度に入会し、
今年で６年目となります。常に新しいことに
挑戦する気持ちを忘れず、これまで先輩諸兄
より受け継いできた柏崎ＪＣの伝統を後世に
伝えるべく微力ながらＪＣ活動に尽力いたす
所存です。これからもご指導の程、宜しくお
願い申し上げます。

■副理事長兼
人財開発室長

■委員長

赤堀 博一

飯田 雄介

副委員長

海津勇太

阿武逸彦

大塚拓也

川口泰史

小林拓也

瀨下真人

能澤尚寛

原田玲奈

松野颯太

丸田洋介

総務広報委員会

■副理事長兼
総務室長

吉越 俊一

明けましておめでとうございます。ひとづ
くり委員長を仰せつかりました赤堀博一と申
します。2014年度に入会し、５年目となる
節目の年に初理事を務める機会を与えていた
だき感謝いたします。
当委員会では、荒川理事長の掲げた「生－
生きる－」を体現するべく、地域、企業、家
庭の〝火種〟となる強い心を持つリーダーの
育成を行います。メンバーが熱く燃え、果敢
に挑戦し、成長できるよう精一杯努力してま
いります。どうぞよろしくお願いいたします。

mission■ 経験の価値を高め、経験を発信する

あけましておめでとうございます。副理事
長兼総務室長を務めます、吉越俊一です。総
務室は当会運営のサポートや広報活動が主な
活動となります。また、高橋委員長は新たな
取り組みをすると意気込んでおります。私自
身も、当会の運動は外部から注目されている
ことをしっかりと認識し、我々が活発に運動
している様子をさまざまな手法を用いて対外
的に発信することで、当会の魅力を多くの方
に伝えます。１年間よろしくお願いします。

■委員長

高橋 宏忠

副委員長

明けましておめでとうございます。今年度、
総務広報委員長を務めます高橋宏忠と申しま
す。総務広報委員会では、柏崎青年会議所に
おける経験の価値をより高めることをミッ
ションに掲げ活動して参ります。毎月行われ
る一つ一つの事業や例会における経験からよ
り多くを学び、会員メンバーが大きく成長で
きる１年にしてみせます。柏崎刈羽地域の皆
様への広報活動へも全力で注力して参ります。
ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。

松田真之介

阿部隆宏

入澤勇太

神林

竹内一公

根立健一

三谷宗寛

森
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仁

清和

会員コミュニケーション委員会

新年明けましておめでとうございます。24
歳で柏崎青年会議所に入会して８目の折り返
し地点を迎えました。荒川理事長からは身の
丈に余るほどの役職をいただいたことに感謝
し、微力ながら誠心誠意尽くして参ります。
またＪＣは頑張った分だけ楽しく、素晴らし
い仲間と過ごせる最高の場所だと、多くの先
輩諸兄より学ばせていただいた事をメンバー
と共に共有し、一年間活動していきたいと思
います。本年もよろしくお願い致します。

■副理事長兼
会員交流室長

岸

剛史

副委員長

猪狩 拓也

青木健次

上森

品田

髙橋和宏

張

剛

新春のお喜びを申し上げます。今年度、会員コ
ミュニケーション委員長を仰せつかりました猪狩
拓也と申します。当委員会は「会員拡大の重要性
と当会の価値を共有し合える同志を増やす」と言
う活動方針を持ち、一年間突っ走って行こうと考
えております。辛いときは互いに励まし助け合い、
嬉しいときは喜びを分かち合う同志となれるよ
う、会員同士の交流を深め取り組んで行きます。
そして、これからの柏崎刈羽の未来の為の組織を
作り、地域の皆様と共に歩んでいきます。最後に
なりますが、本年も変わらぬお付き合いの程、宜
しくお願い申し上げます。

■委員長

前澤佳奈子

茜

遠藤大樹

浩鵬

中山

出向者紹介

委

員

青木 健次

北陸信越地区
新潟ブロック協議会

■未来へ変革する奇跡の星委員会

副委員長

能澤 尚寛

将

幹

員

小俣 拓巳

事

委

根立 健一

委

長沢

委

員

阿武 逸彦

委

神林

員

仁

■未来へ変革する教育創生委員会

岸

■未来へ変革する白い翼国際委員会

委

品田修吾

北陸信越地区協議会
持続可能な地域創造委員会

(一社) 柏崎青年会議所
2018年度

mission■ 会員拡大の重要性と当会の価値を共有し合える同志を増やす

員

員

元井 貴男
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委

員

瀨下 真人

委

員

委

員

前澤佳奈子

■未来へ変革する新潟創生委員会

委

博

員

剛史

委

坂本

員

啓

委

員

山田 健太

吉田 晃継

2017年度 事業報告
１月

新年総会・新年祝賀会

２月

２月例会「クローズアップKASHIWAZAKI ＪＣ」

３月

Forum21 ３月合同例会・ブロック会長第４エリア公式訪問（長岡）

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

４月公開例会「親学」～親が変われば子どもも変わる～
ブロック野球大会（新潟）
５月例会「あなたは何型! ?

リーダーシップセミナー

～ 意識改革し、部下、後輩を牽引するリーダーとなる ～」
ブロックゴルフ大会（妙高）
６月公開例会「柏崎の花火体験教室」
ブロックサッカー大会（上越）
７月公開例会60周年記念事業 ありがとうの日2017
～描いた夢を未来へとつなげる灯り～
ぎおん柏崎まつり たる仁和賀
ブロックバスケットボール大会（長岡）
８月例会「60周年記念式典・記念祝賀会準備例会」
柏崎青年会議所60周年記念式典・祝賀会
通常総会・懇親会
ブロック大会（新発田）
全国大会（埼玉）

10 月公開例会「親子で考えよう！エネルギーのこと」

11 月例会「卒業式」
福島第一原子力発電所視察

12 月例会「ものすごいクリスマスパーティ」

明るい豊かな社会に向けて私たちと一緒にＪＣ運動が出来る仲間を募集しています。
新入会員情報があればよろしくお願いします。
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60周年記念式典・記念祝賀会の御礼

■60周年記念式典実行委員会
委員長

伊藤 勝史

新年あけましておめでとうございます。
昨年は周年委員長として当会の活動の歴史
に触れることができ、その活動の尊さを感
じ、青年として貴重な経験をさせていただ
きました。今後も当会が柏崎刈羽地域に一
層貢献する団体として存在し、そして自分
を含め所属する会員も貴重な人材となって
いけるよう仲間たちと共に修練を重ねてい
きます。改めまして当会創立60周年記念式
典の開催に多くの方々よりご協力賜り、心
より感謝申し上げます。

■60周年記念事業実行委員会
委員長

小野 和也

新年明けましておめでとうございます。
昨年度、60周年記念事業実行委員長を務め
させていただきました小野和也と申します。
昨年は60周年記念事業、祝賀会におかれま
して、シニアクラブの皆様から多大なるご
協力をいただきまして、事業を無事終える
ことが出来ました。大変ありがとうござい
ました。柏崎青年会議所は61年目が始まり
ました。これからも一歩一歩しっかりと歩
んでいきたいと思います。

2017年度 卒業式報告

11月17日卒業式を柏崎市民活動センターまちから
にて執り行いました。2017年度は岩間一博先輩、小
野和也先輩、久我篤史先輩、小谷竜子先輩、杉田淳先輩、
長谷川太志先輩、宮崎智之先輩、村山央先輩、結城誠
之先輩の９名の皆様がご卒業され、田邉修一理事長よ
り、感謝状と記念品が贈呈されました。長きに渡り活
動された先輩方の数々の功績は、我々メンバーの財産
となり、大きな原動力となりました。卒業生お一人お
一人からスピーチをいただくと共に、卒業生の功績を
称え、労をねぎらうことができ、大成功の例会となり
ました。
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（一社）柏崎青年会議所 2018年度 年間スケジュール
月

例会日

担当

例会内容

例会会場

１月

23日（火） 総務広報

新年総会

柏崎エネルギーホール

２月

５日（月） 会員コミュニケーション

新年祝賀会

ザ・シャンカーラ

３月

15日（木） 環境エネルギー

Forum21
合同例会

柏崎市産業文化会館

４月

24日（火） 会員コミュニケーション

ＬＯＭ例会

㈲水地

５月

15日（火） ひとづくり

公開例会

柏崎エネルギーホール

６月

22日（金） 環境エネルギー

ＬＯＭ例会

柏崎エネルギーホール

ＬＯＭ事業

北陸信越地区および
日本ＪＣ

新潟ブロック

第１回ブロックコンファレンス・新潟
（３・土）

正副

理事会

会員会議所会議

京都会議・京都

（18・木）～（21・日）

11・木
新潟（27・土）
23・火

金沢会議・金沢
８・木

（16・金）～（18・日）

22・木 魚沼（23・金）

８・木

22・木 糸魚川（31・土）

五泉青年会議所50周年（14・土）
バスケットボール大会（８・日・にいがた北）
ゴルフ大会（29・日・中条）

12・木 26・木 新発田（28・土）

白根青年会議所35周年（12・土）

10・木 24・木 小千谷（20・土）

柏崎刈羽原子力発電所見学 魚沼青年会議所35周年（９・土）

７・木

26・火 妙高（24・日）

地区フォーラム（７・土）
サマコン
12・木 27・金 佐渡（28・土）

（21・土）～（22・日）

７月

25日（水） まちづくり

公開例会

御嶽山神社

８月

４日（土） ひとづくり

公開例会

柏崎・夢の森公園

サッカー大会（26・日・雪国）

９・木

23・木 長岡（25・土）

通常総会

柏崎市民活動セ
ンター・まちから

新発田青年会議所60周年（８・土）
佐渡青年会議所45周年（16・日）
ブロック大会・小千谷（22・土）

４・火

20・木 柏崎（29・土）

10月 14日（日） まちづくり

公開例会

柏崎市文化会館
アルフォーレ

11月 16日（金） 総務広報

卒業式

柏崎商工会議所

９月

12月

７日（金） 総務広報

会員コミュニ
８日（土）
ケーション

通常総会懇親会

第２回ブロックコンファレンス・雪国
（27・土）

全国大会・宮崎
11・木 25・木 雪国（27・土）

（４・木）～（７・日）

シニアクラブ交流会

８・木

忘年パーティー ザ・シャンカーラ

20・火 燕三条（24・土）
18・火

次年度輩出ＬＯＭ４

（22・土）

環境エネルギー

Forum21合同例会（３月）
、担当例会（６月）、柏崎刈羽原子力発電所見学（６月）、第２回ブロックコンファレンス（10月）、新発田60周年（９月）

ひとづくり

担当例会（５月）
、担当例会（８月）、職業講話、シニアクラブ交流会（11月）、第１回ブロックコンファレンス、佐渡45周年（９月）

まちづくり

担当例会（７月）
、担当例会（10月）、まちしるべメンテナンス、ブロックスポーツ大会（ゴルフ４月）、ブロックスポーツ大会（サッカー８月）、五
泉50周年（４月）

総務広報

新年総会（１月）、通常総会（９月）、担当例会（11月）、ＪＣハンドブック発行（１月）、ＪＣニュース発行（１月）、つどい発行、ブロックスポーツ大会（バ
スケット４月）、白根35周年（５月）

会員コミュニケーション

担当例会（２月）
、担当例会（４月）、担当例会（12月）、通常総会懇親会（９月）、新入会員育成勉強会、ブロック大会（９月）、魚沼35周年（６月）

三

京都会議（１月）
、地区フォーラム（７月）、サマーコンファレンス（７月）、全国大会（10月）

役

＜例

、ぎおんまつり（７月）、通常総会（９月）、卒業式（11月）、忘年パーティー（12月）
会＞ 事業系委員会５回、新年総会（１月）、新年祝賀会（２月）Forum21合同例会（３月）
計12回

＜周

年＞

＜ブロック＞

五泉50周年、白根35周年、魚沼35周年、佐渡45周年、新発田60周年
ブロック大会、第１回ブロコン、第２回ブロコン、スポーツ大会（４回）

計７回

2017年度 新入会員の紹介

㈱柏崎クオリティー
サービス

小林 拓也

marron-hair
（マローンヘア）

品田 修吾

能澤 尚寛
㈱能澤技建

柏崎市教育委員会

髙橋 和宏

松田 真之介

入澤 勇太

村山 健太

宵処よって来や

㈲新潟自動車
ガラス柏崎

ＰＶＫ㈱

前澤佳奈子

三谷 宗寛
駅裏漁港
けんじろう

瀨下 真人

湯元館

瀨下司法書士
事務所
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山田 健太

㈲オートモービル

張

浩鵬

小栗商事
如通商貿㈲

海津 勇太
㈱スワロー

遠藤 大樹

㈱前宏建築板金

小俣 拓巳

㈱クリーンライフ

中山

将

ヨネヤマ
プロダクション

