
２０２０年度スローガン
Glowing Up! ～すべての思いを糧とし、仲間と共に更なる飛躍を～

一般社団法人 にいがた北青年会議所
２０２０年度 修練

本来、ここではにいがた北青年会議所の活動を報告したいのですが、昨今の社
会情勢により、活動をのせることが出来ませんでした。そこで、今月号は卒業
予定者にインタビューを行ってみました。どういったメンバーが活動してきた
のかを改めてご紹介いたします。

齋藤 勇介 ＪＣの経歴
２００８年 ちから委員会 委員
２００９年 創豊２５委員会 委員
２０１０年 雄飛委員会 副委員長
２０１１年 総務委員会 委員長
２０１２年 専務理事
２０１３年 総務広報委員会 副理事長
２０１４年 APPRECIATION委員会 副委員長
２０１５年 人間力醸成委員会 副委員長
２０１６年 こどもの夢委員会 副理事長
２０１７年 未来への架け橋委員会 副理事長
２０１８年 監事
２０１９年 理事長
２０２０年 直前理事長

印象に残っている事業
２００８年 福島潟自然文化祭 入会間もない状態で、ひとつ事業をやらせ

ていただきました。
２０１０年 福島潟田んぼアート 担当だったので

ＪＣをやって身についたこと
文章作成スキル コミュニケーションスキル ビジネスマナー ＰＣスキル
酒の飲み方 県内の地理、文化 面白そうなことに対する嗅覚

メリット・デメリット
【メリット】
自分の知らない世界を知れる
ＪＣの仲間がたくさん増える

【デメリット】
上記をするための時間、お金、労力が必要
ＪＣ以外の人との付き合いが疎遠になりがち

残る人に贈る言葉
おっかなびっくりやっていてももったいない
楽しみ（好奇心）をもって取り組む



畠山 友之 ＪＣの経歴
２０１５年 人間力醸成委員会 委員
２０１６年 こどもの夢委員会 副委員長
２０１７年 総務委員会 委員長
２０１８年 Learn together委員会 副委員長
２０１９年 総務広報委員会 副委員長
２０２０年 監事

印象に残っている事業
２０１７年 新潟ブロック協議会 サッカー大会in新津の閉会式
コーチにサプライズでサインボールを贈ったとき、とても感動した。

ＪＣをやって身についたこと
２４時間、３６５日の時間の使い方
ながら時間、細切れ時間、まとまった時間、忙しい時、をどれだけ有効に
使えるか
寝ないと死ぬ「寝ないでやれ」は誰かに言ってもらったほうが良い

メリット・デメリット
【メリット】
時間、お金、労力、プレッシャー、人間関係などのやり方、使い方が学
べる

【デメリット】
上に書いた事柄で苦労することがある

残る人に贈る言葉
やり切った人にしか見えない景色がある（自分はやり切ったと言える）



小柳 祐三 ＪＣの経歴
２０１１年 入会
２０１２年 広報委員会 副委員長
２０１３年 北区のちから創造委員会 委員長
２０１４年 こどもみらい委員会 委員
２０１５年 北区活性委員会 委員
２０１６年 こどもの夢委員会 委員
２０１７年 地域活性員会 委員
２０１８年 Learn together委員会 委員
２０１９年 総務広報委員会 副委員長
２０２０年 総務委員会 副委員長

印象に残っている事業
2013年に委員長を務めた委員会で実施した寺子屋ｉｎ大榮寺かな。
案が出ない中、ようやく考え付いた事業だった。子どもたちが、一泊二日、
お寺で精進料理を食べたり、座禅したり、掃除をしたり、写経を学んだり、
（寺の墓で）肝試しをしたりして、普段では経験できないようなことを学び、
親元を離れることで親への感謝の気持ちを感じ成長してもらう事業だった。
一泊するから、誰が一緒に泊まるのかとか、難点があったりした。
また、理事会では当初、宗教的ではないかとの見解が出され、また、教育委
員会の後援をもらえない状況下でどのように事業を周知すべきか、学校への
周知活動も大変だった。その中で実施し、結果として、子どもたちが親への
感謝の気持ちを持てたり、その後の行動に成長が見られたという親御さんの
感想が寄せられたりして、大変だったけどとても思い出深い事業となった。

ＪＣをやって身についたこと
人の心に残る事業が出来たこと
いろんなものの考えが出来るようになったこと

メリット・デメリット
【メリット】
出会うこと出来ないような人と出会えたこと
人の心に残る事業ができること
思ったよりも自分は子どもが好きなのだと発見できたこと
いろんなものの考えができるようになったこと

【デメリット】
強制力があるが故、時間を割くのが大変だったりする

残る人に贈る言葉
伝えなければいけないことは残り少ないＪＣライフの中で伝えていきたい



岩名 圭太 ＪＣの経歴
２０１５年
２０１６年 にいがた北特務室 室メンバー
２０１７年 広報委員会 委員長
２０１８年 Intergrow委員会 委員
２０１９年 ３５周年実行委員会 副委員長

印象に残っている事業
２０１９年 ３５周年事業・銅雀議案
２０１７年 広報委員会 修練作成

ＪＣをやって身についたこと
時間の作り方
暴飲暴食（有言実行）
ゴルフ（上達した）

メリット・デメリット
【メリット】
苦楽を共にし、同じ思いの最高の仲間が出来る

【デメリット】
太らさせていただきました

残る人に贈る言葉
皆さん バッターボックスに立ってください



小暮 大輔 ＪＣの経歴
２００９年 ２５周年実行委員会 委員
２０１０年 和委員会 委員
２０１１年 青少年育成委員会 副委員長
２０１２年 総務組織力委員会 委員長
２０１３年 総務広報委員会 委員
２０１４年 専務理事
２０１５年 北区活性員会 委員
２０１６年 事務局長
２０１７年 広報委員会 副委員長
２０１８年 Learn together委員会 副理事長
２０１９年 監事
２０２０年 FLEXIBLE委員会 委員長

印象に残っている事業
２０１０年のブロック大会
自分の能力（指揮能力）のなさをまざまざと思い知らされた

ＪＣをやって身についたこと
相談できる先輩が多くできたこと

メリット・デメリット
【メリット】
いろいろな人との出会いがある

【デメリット】
家族との時間が超激減する

残る人に贈る言葉
自分たちの人生が素晴らしくなるよう大きく成長してほしい



後藤 あかり ＪＣの経歴
２０１６年 北区魅力発信委員会 委員
２０１７年 総務委員会 委員
２０１８年 Intergrow委員会 副委員長
２０１９年 専務理事
２０２０年 北の燈委員会 委員長

印象に残っている事業
２０１８年に青少年育成のために海辺の森で実施したキャンプです。地域に
根差し、子どもたちの育成に貢献できた事業でした。この事業では、キャン
プ参加の女の子への対応があり、女性であったからこそ出来たこともあった

ように感じたのでとても印象に残っています。

ＪＣをやって身についたこと
時間が有効活用出来るようになった

メリット・デメリット
【メリット】
お金や時間が有効活用できるようになった
大人になってからの深い付き合いをできる仲間ができた

【デメリット】
入会してから間もない頃は、時間のやりくりが大変だった
そこそこお金がかかる
そこそこ家に居る時間が少ない
男性メンバーの比率が高いため偶に居心地が悪い場面もある

残る人に贈る言葉
色んな困難もあるかと思いますが、乗り越えた先が最高です！！頑張って♡



ＪＣの経歴
２０１１年 入会
２０１２年 総務組織力委員会 委員
２０１３年 総務広報委員会 副委員長
２０１４年 総務広報委員会 委員長
２０１５年 北区活性委員会 副委員長
２０１６年 北区魅力発信委員会 副理事長
２０１７年 北区活性委員会 副理事長
２０１８年 理事長
２０１９年 直前理事長
２０２０年 専務理事

相馬 裕和

印象に残っている事業
２０１５年９月２２（火）～２３日（水）のＮＭＣ（ノーザンミュージック
サーキット）ｉｎ南浜

ＪＣをやって身についたこと
相談できる知人や友人が増えたこと

メリット・デメリット
【メリット】
知人が増える、
会議のやり方が学べる
ＪＣに入っただけで会議の進行が素晴らしく上手くなるというわけでは
ないですが、委員会や理事会を通じて会議のやり方自体は学べると思います。

【デメリット】
お金を費やすことを覚悟のうえでやっているが、結果的になくなったかな。

残る人に贈る言葉
後輩たちよ、大志を抱いて頑張りましょう！



以上、一部メンバーの意見を抜粋しましたが、他にもたくさ
んの魅力ある人材が大勢在籍しています。ご興味を持たれた
方は、是非お問い合わせください。

また、４月２４日にはにいがた北青年会議所の例会事業
「意識の変革 創始の志を学ぼう」と題しまして、セミナー
事業を開催する予定です。
詳しい内容につきましては最後のページに案内を載せており
ますので、ご確認くださいますようお願いいたします。

☟



令和２年４月１日

一般社団法人にいがた北青年会議所
理事長 石山貴也

総務委員会委員長 山田誠徳

４月例会「意識の変革創始の志を学ぼう」開催のご案内

拝啓陽春の候、皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶
び申し上げます。 さて、下記のとおり４月例会のご案内を申し上げま
す。当日はセレモニー後、横山山人先輩をお招きし、豊栄青年会議所
設立当初の思いや行った事業、地域におけるＪＣの存在意義などにつ
いてご講演して頂き、ＪＣの活動を知って頂きたいと思います。ご多
用とは存じますが、皆様の出席を心よりお待ち申し上げます。

敬具

記

【４月例会】

日時令和２年４月２４日（金） １９時００分～２１時２０分

会場割烹松潟屋 新潟市北区葛塚３１５３

懇親会同会場２１時３０分開始予定

会費無料

服装スーツ、ネクタイ
※お手数ですが、名刺をお持ちの方はご持参ください。

以上

※恐れ入りますが、ご参加の方は４月２０日（月）までにお声掛けさ
せていただいたメンバーに連絡をお願いいたします。

※当事業におきましては、最近巷を騒がせております感染症の流行を踏
まえ、状況によっては延期も考えられますので、予定が変更になった場
合は速やかにＳＮＳ等でお知らせいたします。


