
2013年度 事業報告書 

子ども学び委員会 

事業名：４月度例会『ほめ達！子育て講演会』～ほめて伸ばす子どもの力～ 

実施日：４月１４日（日） 

実施会場：入善まちなか交流施設うるおい館 

活動内容 

「泣く子もほめる！」ほめる達人、西村貴好氏を講師にお招きし、大人が子どもに愛情を

伝える方法を「ほめ達!」独自の切り口で「直ぐに使えて効果が実感できる」、そんな方法

をお話しいただきました。ほめるということの効果、効能、使い方を学ぶことで、子ども

に対する行動・言動について見つめなおし、今後の大人のあり方、子どもへの接し方を学

ぶことで、不安や戸惑いを解消していただきました。子育てだけではなく夫婦間、仕事、

青年会議所活動の面でも役に立つ内容であったかと思います。 

 

事業名：８月度事業『虹の架け橋プロジェクト２０１３』～生きるチカラ～ 

実施日：８月２４日（土）～２５日（日） 

実施会場：旧坪野小学校～ミラージュランド芝生広場 

活動内容 

新川地域の小学生８３名が１泊２日親元を離れ、１日目はライフラインの無い旧坪野小

学校で火おこしや空き缶での米炊き、ダンボールシェルターや土のう風呂作りなどの避難

所体験、バケツリレーや水消火器、けむり体験やロープ渡りなどの防災体験を行いました。

２日目は途中魚津消防署の施設見学を行いながら、ゴールのミラージュランド芝生広場を

目指して１６Kmの道のりを歩きました。 

子どもたちは、２日間親元を離れライフラインの無い不便な避難所生活を疑似体験する

ことで親や日頃の恵まれた生活環境に対する「感謝の心」を知り、困難に対し仲間と互い

に助け合い達成することで「思いやりのこころ」を育むことができました。 

 また事業に参加したメンバーは、子ども達とふれあうことで子どもに対する大人として

のあり方、接し方について学ぶことができました。 

 

事業名：１１月度例会 卒業記念講演会『感謝 ～想いを言葉に変えて～』 

実施日：１１月８日（金） 

実施会場：金太郎温泉 

活動内容 

 長年にわたり新川青年会議所で活躍・貢献された本年度卒業メンバーの９人に、これまで

の活動から学んだ貴重な経験を本年度のスローガンである「感謝」をテーマに講演いただ

きました。現役メンバーはその熱い思いを受け、今後の JC 活動の糧とすることができまし

た。 

 

 



その他の子ども学び委員会の活動 

・青少年育成魚津市民会議の参加・協力 

 

コミュニティ委員会 

事業名：２月度例会『カラテカ入江慎也のスマイルコミュニティ 

～まちづくりの小さな一歩～』 

実施日：２月３日（日） 

実施会場：新川文化ホール 小ホール 

活動内容： 

講師としてお招きする入江慎也氏は、その人間関係の構築方法に定評があり、同氏の講演

会を通じて、われわれ個人一人ひとりがこの社会の一員であることを知り、自主的に、か

つ積極的に周囲と接しながら関係を築いていくことの大切さと楽しさを学んでいただくよ

い機会になりました。 

 

事業名：新たなコミュニケーションから生み出されるスマイルコミュニティ 

～「置県１３０年 第１回よっしゃ来い!!CHOUROKU」まつり～ 

実施日：５月１８日（土） 

実施会場：魚津市釈迦堂（魚津商工会議所前通り、および市役所前公園周辺） 

活動内容： 

「置県 130年 第１回よっしゃ来い!!CHOUROKUまつり」に他団体と協働参加しました。人と

人との新たなつながりを育みながら、この地域の限られた資源を活用し、さらにその魅力

を発信していくことで、この地域の健全な発展のため寄与することができました。 

 

事業名：１１月度例会 卒業記念講演会「感謝～想いを言葉に変えて～」 

実施日：１１月８日（金） 

実施会場：金太郎温泉 光風閣１階 ガイア 

活動内容： 

本年度の卒業生に在籍期間の活動を振り返り、ひとりひとりの熱い思いを語っていただくことが

できました。同時に、現役メンバーもその熱い思いを受け、今後の JC 活動の助言を得ることが

できました。 

 

その他のコミュニティ委員会の活動 

・7 月開催のサマコンの設え準備 

 

 

 

 

 



自己育成委員会 

事業名：５月度例会 第２６回 わんぱく相撲 新川しんきろう場所 

「ありがとう」～感謝から学ぼう日本の心～ 

実施日：５月２６日（日） 

実施会場：吉島小学校 屋外土俵及び体育館 

活動内容 

わんぱく相撲新川しんきろう場所は今回で２６回目を迎えました。今回のわんぱく相撲開

催にあたり、大相撲魚津場所で使用した土と俵を使用し、吉島小学校の土俵を改修しまし

た。新しくなった素晴らしい土俵で相撲が取れたことは、子供達にとっても記憶に残る大

会となりました。また、大会運営については、メンバーのご協力のおかげで、スムーズな

試合進行、日中の暑さ対応など、一般参加者への気配りがされ、無事に事故もなく運営で

きました。 

 

事業名：わんぱく相撲富山ブロック大会 

実施日：６月２３日（日） 

実施会場：吉島小学校 屋外土俵 

活動内容 

今年は、富山ブロック大会の主管ＬＯＭとして、わんぱく相撲富山ブロック大会の運営

をしました。運営を通して、地域の方々、相撲連盟の方々、青年会議所メンバーとの信頼

を深めることができ、青年会議所の「奉仕・修練・友情」の三信条をあらためて知ること

ができました。また、新川ＪＣからは、５年生の松本歩夢君と４年生の藤原大生君が、全

国大会行きを決めました。子供たちとは練習やブロック大会当日の応援、励まし等を通し

て絆をより深くする事ができました。運営においてもトラブルもなく、メンバーが一致団

結し新川の絆の深さを存分に生かせた事業となりました。 

事業名：わんぱく相撲全国大会 

実施日：７月２７日（土）～２８日（日） 

実施会場：東京両国国技館 

活動内容 

今年のわんぱく相撲全国大会へは、新川ＪＣから２名の選手が出場することになりまし

た。５年生の松本歩夢君は１勝して３回戦で敗退、４年生の藤原大生君は残念ながら初戦

敗退でした。両名とも負けたことをとても悔しがっていましたが、来年のわんぱく相撲に

向けての力強い想いを感じることもできました。また、心をひとつに子ども達を応援する

ことで、メンバーの絆を更に深めることができた事業となりました。 

 

事業名：１０月度公開例会 

～人事のプロが語る！！～「組織を活かし自ら楽しく育つには」 
実施日：１０月１６日（水） 

実施会場：ホテルグランミラージュ 天翔の間 

活動内容 



長く人材育成に取り組んだ経歴を持つ柴田励司氏をお招きし、組織の中で自身が楽しく

成長するためのヒントをご講演いただきました。様々なエピソードを踏まえながら、組織

のルールと問題点を理解することの必要性と、人の成長と修羅場経験の大切さなど、分か

り易くお話していただいたことで、参加された多くの方々に自ら楽しく育つためのヒント

を得ていただけたことと思います。 

 

 

 

環境委員会 

事業名：３月度例会『出会いを活かせば道は開ける』～出来ない理由を言わな

いで～ 

実施日：３月１３日（水） 

実施会場：新川学びの森天神山交流館（体育館） 

活動内容 

「年間３００講演」の実績があり、耕せ日本と題し自然環境をテーマに人材育成活動をさ

れている中村文昭氏を講師としてお招きし、環境問題や様々な事象において、個々が行動

することの大切さについてご講演いただきました。何のために行動するのか、頼まれごと

は試されごと、すべての事象は偶然でなく必然であるなど、行動することの意味、必要性

を分かり易くお話していただいたことで、参加された方々に前向きで積極的な行動の大切

さを感じていただけたことと思います。 

 

事業名：５月度事業『想いを込めてキャンドル作り』 

実施日：５月１２日（日） 

実施会場：新川学びの森交流館（さくらホール、食堂、調理室） 

活動内容 

レクチャーの部では、東日本大震災の惨劇と、復興に程遠い現状、新川の恵まれた自然

について統計データや映像を交えて伝え、考えていただきました。実演の部では、その思

いを胸に環境負荷のないてんぷら油を再利用したキャンドルを製作しました。 

３月度例会に講演していただいた『行動する』ことと『何のために』をこの事業で体験

できたと思います。そして、参加者全員で新川の恵まれた自然に感謝し、震災復興への願

いを共有するという目的を達成することができたと思います。 

 

事業名：１１月度合同事業 廣戸 聡一 氏 

身体の使い方の達人になろう！～廣戸聡一の４スタンス理論～ 

実施日：１１月５日（火） 

実施会場：新川学びの森天神山交流館 体育館 

活動内容 



広報委員会と合同で、講師に一般社団法人レッシュ・プロジェクト代表 『廣戸 聡一』 

氏をお招きし、日常生活からスポーツまで、あらゆる動作の軸となる『４スタンス理論』

を取り入れた指導法を実施して頂きました。私達が本来持っている身体能力への理解と、

それを最大限引き出す為の方法を学び、効果的な身体の使い方を習得することができまし

た。 

 

その他の環境委員会の活動 

・よっしゃ来い!!CHOUROKUまつり市役所前公園部会、キャンドルナイト企画・運営 

 

根室友好北方領土委員会 

事業名：平成２５年「北方領土の日」記念事業 

実施日：２月２日（土） 

実施会場：ボルファートとやま 

活動内容 

主催、北方領土返還要求運動富山県民会議の「北方領土の日」記念大会に参加し、講師：

丹波 實氏による記念講演を拝聴し、閉会後、ＪＲ富山駅前での街頭キャンペーンにて啓

発資料の配布及び署名収集の活動を行いました。 

 

事業名：新川と根室をつなぐ熱き友情 

実施日：２月２７日（水） 

実施会場：ありそドーム 研修室 

活動内容 

根室青年会議所との友好の歴史を知らない現役メンバーにも、両青年会議所先輩諸兄が

築き上げてきた熱い友情や歴史を学び、友好関係の大切さを知っていただきたく Skype を

利用し、ライブ中継で新川と根室をつなぎ、講師の村上 祐先輩、谷口 直樹先輩、コー

ディネーターとして右井 博幸先輩、根室からは惣万 読先輩、小股 正二先輩よるパネ

ルディスカッションで、新川の地に居ながら根室の方々の肉声で当時の想いや活動の歴史

を語っていただきました。 

新川、根室の諸先輩方の話の内容や雰囲気などから、お互いの熱い友情や絆の強さがメン

バーに伝わりました。また新しい取り組みとして、今回の事業の目玉であった Sｋｙｐe を

使って新川と根室をライブでつなぎ、遠く離れていても姿を確認しながら手軽に交流出来

たことは、今後に収穫があったと思います。アンケート集計を見て、６月にある札幌での

友好４０周年式典へのメンバー参加意欲が非常に高まったと思います。 

 

 

事業名：（社）新川青年会議所（社）根室青年会議所友好４０周年記念式典 

実施日：6 月２９日（土） 

実施会場：ロイトン札幌 

活動内容 



本年度、新川青年会議所と根室青年会議所が友好関係を結んで４０年を迎え、その記念

式典を札幌にて開催致しました。新川からはシニア・現役メンバー合わせて５４名、根室

からはシニア・現役メンバー合わせて２０名、総勢８４名にご参加いただきました。お酒

を酌み交わしながら当時を懐かしみ、思い出話に花を咲かせる方、新たな出会いを祝し盛

り上がる方がいたりと短い時間ではありましたが、熱い友情や強い絆を体感できて大変有

意義なものであったと思います。 

 

事業名：７月度例会 「北方領土問題を学ぶなら今でしょ！」 

実施日：７月３０日（火） 

実施会場：入善町民会館コスモホール 

活動内容 

講師に「鈴木 宗男氏」をお招きして、北方領土問題解決に向けて今後一人ひとりが何をすべ

きかを鈴木氏ならではの建前抜きの本音で北方領土問題に対する熱い想いをご講演していただ

きました。まずは、この問題の正しい歴史を知り、一人でも多くの方々に興味、関心を持ってい

ただく事こそが最も大切なことであり、問題解決に向けての道なのだと学びました。ご来場いた

だいた皆様の真剣なコメントから、今後も私たちが率先して継続的な取り組みを発信していく 

必要性も知ることが出来ました。 

 

 

広報委員会 

事業名：新年祝賀会  

実施日：１月８日（火） 

実施会場：ホテルグランミラージュ 天翔の間  

活動内容 

ご来賓やシニアの方々を多数お招きし、本年度のスローガン 「感謝」～想いを覚悟に

変えて～ のもと、一年間の決意を新たにしました。またメンバー一同、心の込もったお

もてなしでご来場頂いた皆様に「感謝」の気持ちを伝え、本年度の活動に対するご理解と

ご協力をお願いしました。 

 

 

 

事業名：新たなコミュニケーションから生み出されるスマイルコミュニティ～

「よっしゃ来い!!CHOUROKU」～  

実施日：５月１８日（土） 

実施会場：魚津市釈迦堂（魚津商工会議所前通り、および市役所前公園周辺） 
活動内容 

「第１回よっしゃ来い!!CHOUROKU」まつりに協働参加し、他団体と一緒にまちづくりに積

極的に取り組むことで、今までにない形で地域社会と関わりを持つことができました。ま

た、今後のまちづくりの為の礎となる新たな信頼関係を築くことができました。 



 

 

事業名：６月度公開例会 田部井 淳子 氏  

人生は８合目からがおもしろい！ 

実施日：６月１日（土） 

実施会場：新川文化ホール 小ホール  

活動内容 

いつまでも輝き続ける人生を送る登山家「田部井 淳子」氏を講師にお招きし、楽しくパワ

フルなご講演を頂きました。６０歳以上の方が来場者の半数以上を占め、みなさん講師の

生き方に大変共感されておられました。加速化する高齢化社会において、元気な高齢者が、

社会を豊にする大きな原動力になることを示せたのではないかと思います。また、広報委

員会が担当する例会として、新たな年齢層に青年会議所の活動をＰＲする機会ともなりま

した。 

 

事業名：１１月度合同事業 廣戸 聡一氏 

身体の使い方の達人になろう！～廣戸聡一の４スタンス理論～ 

実施日：１１月５日（火） 

実施会場：新川学びの森天神山交流館 体育館 

活動内容 

講師に一般社団法人レッシュ・プロジェクト代表 『廣戸聡一』氏をお招きし、日常生活

からスポーツまで、ありとあらゆる動作の軸となる『４スタンス理論』を取り入れた指導

法を実施して頂きました。私達が本来持っている身体能力への理解と、それを最大限引き

出す為の方法を学び、効果的な身体の使い方を習得することができました。 

 

事業名：２０１３年度 ホームページ更新・管理 

実施日：１月１日～１２月３１日 

活動内容 

例会・事業の告知・募集、実施報告や公益性を担保するために必要な項目を公開していく

為の情報ページとしての運用を、年間を通じて行いました。地域社会へ広く青年会議所の

活動を周知することができました。 

 

総務委員会 

事業名：第６４回定時総会  

実施日：１月８日（火） 

実施会場：ホテルグランミラージュ 

活動内容 

２０１２年度収支決算及び事業報告 

２０１３年度収支予算（案）ならびに事業計画（案）の審議 

 



 

 

 

事業名：第６５回定時総会  

実施日：９月６日（金） 

実施会場：ホテルグランミラージュ 

活動内容 

第１号議案 (社)新川青年会議所２０１３年度 事業報告 承認の件 

第２号議案 (社)新川青年会議所２０１３年度 計算書類及びその付属明細書 承認の件 

第３号議案 (社)新川青年会議所２０１３年度 財産目録 承認の件 

第４号議案 監事による監査報告 

第５号議案 (公社)新川青年会議所２０１４年度 理事予定者 推薦及び選任の件 

第６号議案 (公社)新川青年会議所２０１４年度 監事予定者 推薦及び選任の件 

第７号議案 (公社)新川青年会議所２０１４年度 理事長候補者 推薦及び選任の件 

第８号議案 (公社)新川青年会議所２０１４年度 副理事長、専務理事候補者  

推薦及び選任の件 

第９号議案 (公社)新川青年会議所２０１４年度 委員長、室長候補者 推薦及び選任の件 

 

事業名：２０１３年度第１回臨時理事会の運営 

実施日：８月２０日（火） 

実施会場：ホテルグランミラージュ 

活動内容 

会場設営、司会進行並びに議案書編集作成 

（公社）新川青年会議所２０１３年度前期決算承認の件 

第６５回定時総会事業計画並びに予算承認の件 

 

事業名：第１回～第１２回理事会の運営 

実施日：毎月第４火曜日※第１２回は第３金曜日に開催 

実施会場：事務局２階会議室※第１２回は「いけがみ旅館」にて開催 

活動内容 

会場設営、司会進行並びに議案書編集作成 

 

その他の委員会活動 

・ 富山ブロック協議会第１回全体会議の段取り 

・ 富山ブロック協議会２０１３年度事業報告会並びに富山県内青年会議所卒業式の段取

り 

・ (社)新川青年会議所２０１３年度決算書の作成、及び事業報告の取りまとめ 

・ 第１回から第１２回正副理事長会議の運営 

・ 事務局の運営管理 

・ 公益法人格移行に伴う業務 



 

アカデミー特別委員会 

事業名：青年会議所の理念『明るい豊かな社会』とは  

実施日：３月３日（日） 

実施会場：新川学びの森天神山交流館 大研修室 

活動内容 

講師といたしまして一般社団法人真岡青年会議所第 39代理事長 塚本貴士氏、新川青年会

議所第 36代理事長 伊東潤一郎氏にお越しいただき、青年会議所に入会したことにより学

べること、得られることを実体験に基づき講演していただきました。 

 

事業名：２０１３年度アカデミー研修  

実施日：６月１０日（月） 

実施会場：事務局 二階会議室 

活動内容 

講師に第 39代理事長 大﨑 浩司氏をお招きしまして、新川青年会議所の特色や今後地域

に活かす事などを講演していただきました。また、事前にアカデミーメンバーから入会す

る前と入会後の気持ちの違いや今後 JC活動の不安、質問などをアンケートにてとりまして、

その答えや大﨑浩司先輩が JCでの様々な立場で感じたことや、卒業してみて気づいた事等、

色々なお話をしていただきました。 

 

事業名：12 月家族例会 

実施日：12 月 7 日（土） 

実施場所：ミラージュランド 

活動内容 

本年度 24 名という新入会員を向かい入れることができたことにより、全てをアカデミー委

員にて準備し、メンバーとその家族に感謝の気持ちで設えしたいとの思いで会場をミラー

ジュランドとして開催させていただきました。企画段階よりそれぞれの役割で完璧に準備

して当日も各役割をしっかりこなしながらも、手の足りないところに手伝いにいく一致団

結しているアカデミーメンバーを見て大変嬉し気持ちになりました。 

この 12 月例会を開催にあたり、たくさんの協力があって終えることができました、今年、

アカデミー特別委員長の役職を与えてくれた元野理事長、そして 24 名のメンバーを入会さ

せてくれた、正副メンバー、委員長メンバー含め新川会議所メンバー、シニア会の方々、

本当にありがとうございました。 

 

・ 各委員会事業の参加、協力（虹の架け橋プロジェクトなど） 


