
2014 年度 事業報告書 

子ども学び委員会 

 
事業名：３月度講演会 子ども達の笑顔のために ～笑顔を生み出す思いやり

の心～ 
（公２事業） 

実施日：３月１１日（火） 
実施会場：入善町まちなか交流施設うるおい館 

活動内容 

講師に佐久間レイ氏、佐田詠夢氏をお招きし、来場者にピアノ演奏や歌、詩の朗読を通

して心のストレッチを感じてもらいながら、講師の実体験を話していただきました。学ぶ

というより感じる講演会の内容となりましたが、参加された方々に子どもを思いやる大切

さを再認識していただくことができました。また、心が豊かになった、楽しかった、感動

したなど来場者の笑顔につながる意見もいただけました。そして、人を思いやるときには、

自分がその立場だったらどう感じるだろうという、想像力も向上させる必要があるという

新しい気づきを得ることもできました。 

 

事業名：８月度事業『虹の架け橋プロジェクト２０１４』～お・も・い・や・

り～  
（公１事業） 

実施日：８月２３日（土）～２４日（日） 
実施会場：入善町舟見交流センター～宮崎海岸 
活動内容 
新川地域の小学生９８名が１泊２日親元を離れ、思いやりの心を育むことを目的に 1 日

目に共同生活、共同作業を行い、2 日目は班のみんなで支え合いながら、ゴールの宮崎海岸

を目指して２０ｋｍを歩きました。 

今回は、子どもたちの道徳心を育むための徳育ゼミナールを活動前に行うことによって 

低学年の子どもたちにも思いやりの意識付けをすることが、子どもたちの事業当日や家に

帰ってからも思いやりある行動につながったと思います。また、「ありがとう」という、感

謝を伝えることの大切さにも気づいたというアンケート結果もいただきました。 

そして、メンバーの子ども達のためにという思いやりある行動から、子どもたちがケガ

をすることなく、みんなが笑顔でゴール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 

 

資質向上委員会 



 
事業名：２月度公開例会 『For You』～大切な人の笑顔のために～ 

（公２事業） 

実施日：２月１４日（金） 
実施会場：新川文化ホール 小ホール 

活動内容 

人の在り方を伝えるニューリーダーとして多くの若者から支持を得ている永松茂久氏を

講師にお招きし、自身の体験から見出した For You 精神（周りの大切な人達のために自分

に何ができるかを考え、人と人との間にある幸せを大切にして行動する考え方）について、

エピソードを踏まえながらワークショップ形式でご講演いただきました。参加していただ

きました方々に、身近な人達を大切にすることで自分が成長できること、幸せに繋がることを

再認識し、実践していく気持ちを持っていただけたと思います。 

 
事業名：６月度例会 第２７回わんぱく相撲 新川しんきろう場所 ～『夢への

挑戦』強い心と感謝の気持ち～ 
（公１事業） 

実施日：６月１日（日） 
実施会場：吉島小学校 屋外土俵及び体育館 

活動内容 

今回のわんぱく相撲は、社会人実業団・元大相撲力士の方のご協力を得て相撲教室を行

い、相撲を通して礼節の大切さ、相撲の基本動作等について教えていただきました。また、

個人戦に加えて 5・6年生による学校対抗団体戦を行いました。中には練習会を開催し、高

い意識で試合に臨んでいただいた学校もあり、保護者がチームでまとまって応援する姿が

見られる等、高学年の参加者が大幅に増えたことのみならず、大会をより一層盛り上げる

ことに繋がりました。大会運営については、メンバーに積極的にご協力いただきましたお

かげで、スムーズな試合進行ができました。 

 

その他の資質向上委員会の活動 
・10 月開催の全国大会の設え準備 

 

地域の力創造委員会 

 
事業名：ＰＯＷＥＲ ＯＦ ＳＭＩＬＥ～想像から創造へ～ 

（公２事業） 

実施日：平成２６年５月１８日(日) 
実施会場：魚津駅前大通り 

活動内容 

「第２回よっしゃ来いＣＨＯＵＲＯＫＵ祭り」よっしゃ来いＣＨＯＵＲＯＫＵコンテスト

を事業として開催させていただきました。 



地域の方々や外部団体の方々と交流を図り互いに協力し、この地域の活性につながる事業

が出来ました。 

また、この事業を通して障害者の方々と交流を深めることもでき、障害者の方やそれを支

える方々の苦労も感じとることが出来ました。 

 

事業名：７月度例会「マスオさんが語る日本の家族」～言葉の温度の大切さ～ 

（公２事業） 

実施日：平成２６年７月８日（火） 
実施会場：入善まちなか交流施設うるおい館 

活動内容 

アニメ「サザエさん」のマスオさん役や「アンパンマン」のジャムおじさん役で知られま

す増岡 弘氏を講師にお招きし、「マスオさんが語る日本の家族」～言葉の温度の大切さ

～と題しまして、ご講演いただきました。直接会話だからこそ感じる言葉の温度や直接会

話の大切さについてお話しいただきました。 

また、落語家としての一面もあり緊張と緩和、笑いと感動を織り交ぜながら今後の夫婦関

係や親子関係を今まで以上に良くするヒントをお話しいただきコミュニティーの最小単位

である各家庭の環境を今まで以上に良くするための意識の向上を図ることが出来ました。 

 
 

事業名：１１月度卒業例会「Ｌａｓｔ Ｓｍｉｌｅ」 

（他１事業） 

実施日：平成２６年１１月１５日（土） 
実施会場：金太郎温泉 

活動内容 

今回卒業生１６名全員に参加いただけました。例年よりも多くの卒業生を輩出することと

なり短く限られた時間の中で、卒業生全員平等に青年会議所生活を振り返っていただき自

らの経験を一問一答形式で熱く語って頂きました。 

現役メンバーも卒業生の思いをくみ取り、今後の青年会議所活動の糧とすることが出来ま

した。 

 

その他の地域の力創造委員会の活動 
１月京都会議の準備、設え 
 

環境委員会 

 
事業名：「OMOIYARI 音楽会&エコキャンドルナイト」 

（公２事業） 

実施日：５月１８日（日） 
実施会場：魚津市役所前公園 



活動内容 

 よっしゃこい！CHOUROKU 祭りの夜の部として元ル・クプルのヴォーカルの藤田恵美さん

をお迎えして OMOIYARI 音楽会を開催しました。音楽会では OMOIYARI のこころを来場した

みなさんに伝え、最後に吉島小学校の５年生の生徒と新川高校の吹奏楽部の生徒と手話を

交えて合唱をしました。 

また、廃油を再利用したエコキャンドルを４０００個作り、新川の自然環境を笑顔でつ

ないでいくことをイメージしたデザインでキャンドルナイトを開催しました。 

 新川の環境を次世代につなげていくために OMOIYARI の心が必要だという思いをたくさん

の方と実感できたと思います。 

 

事業名：「未来の新川のために～今できるエコなこと～」 

（公２事業） 

実施日：１０月１４日（火） 
実施会場：入善まちなか交流施設うるおい館 

活動内容 

 

サステナ･ハース代表の立山裕二氏をお迎えして、私たちが日常生活で継続的に職場や家

庭の中で行うことができる環境への取り組みについて講演をしていただきます。 

なかなか環境問題について取り組み続けていくことが難しいと思いがちですが、想像力を

働かせることにより日常生活でも負担がなく取り組んでいくことができるという内容の話

をしていただきました。 

 たくさんの方に来場していただき、エコな取り組みの必要性を感じていただくことがで

きました。 

 

北方領土委員会 

 
事業名：新年祝賀会 

実施日：1 月 15 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 

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「笑顔でつなぐ絆」

のもと、1 年間の決意を新たにしました。また、メンバー一同、「笑顔」で心の

こもったおもてなしをすることで、本年度の活動方針を周知、理解して頂け、

今後益々の支援をお願いすることができました。 

 

事業名：4 月度例会『日本の国防は今』 

（公２事業） 

実施日：4 月 15 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 

防衛省自衛隊富山地方協力本部長「高野康悦」氏を講師にお招きし、防衛白書

の内容を、一般の方にも理解しやすいようにご説明頂き、日本の国防の現状を

理解して頂くことが出来ました。 

また、講演会だけでなく２Fロビーにおいて自衛隊の活動写真の展示、映像の放

映、北方領土返還要求運動署名活動等をすることにより待ち時間にも意識の高

揚を図ることができました。 

 

事業名：７月度事業『未来につなぐこの国の領土』 

（他１事業） 

実施日：７月 16 日（水） 
実施会場：ありそドーム 研修室 
活動内容 

日本青年会議所主権国家確立委員会の吉岡政和君を講師に迎え、「領土・領海意識醸成

プログラム」を受講しました。その中で、プログラムのパワーポイント資料を使った指

導方法について説明して頂き、その後自分たちが、説明できるようになる為に実践トレ

ーニングを行いました。地域の領土教育の担い手として、青少年に領土・領海に関する

正しい知識と高い意識を広めることのできる人材になるための土台を築く事ができま

した。 

また、後日有志にて新川高校の文化祭において高校生に向けて「領土・領海意識情勢プ

ログラム」並びに北方領土についての勉強会を開催することが出来ました。 

 

その他の北方領土委員会の活動 
・7月開催 サマーコンファレンス 2014 の設え 

 

総務委員会 

事業名：理事長引継式 

実施日：１月１５日（水） 

実施会場：ホテルグランミラージュ 

活動内容 

理事長引継式を行う。また、２０１３年度の直前理事長、理事長に感謝状の贈呈をする。 

 

事業名：第６６回定時総会 

実施日：３月１１日（火） 

実施会場：入善まちなか交流施設うるおい館 

活動内容 

２０１３年度収支決算及び事業報告について審議 

２０１４年度収支予算及び事業計画について報告 

 



事業名：５月度公開例会 小林 りん 氏  
突破する力 ～時代の変化に対応できるリーダーとして～ 

（公２事業） 

実施日：５月１３日（火） 
実施会場：ホテルグランミラージュ 

活動内容 

インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢（ISAK）代表理事 小林りん氏を講師

にお招きし、「突破する力～時代の変化に対応できるリーダーとして～」と題し、ご講演を

いただきました。 

解決すべき問題を設定する力を磨くことやリスクを怖れず行動に移す勇気など、次世代の

リーダー育成について、また、日本でのインターナショナルスクール設立の経緯など講師

自身が困難を突破してきた経験について、わかりやすい語り口でお話をいただきました。 

 

事業名：２０１４年度第１回臨時総会 

実施日：９月８日（月） 

実施会場：ホテルグランミラージュ 

活動内容 

第１号議案 ２０１５年度 理事候補者 推薦及び選任の件 

第２号議案 ２０１５年度 監事候補者 推薦及び選任の件 

第３号議案 ２０１５年度 理事長候補者 推薦及び選任の件 

第４号議案 ２０１５年度 副理事長、専務理事候補者 推薦及び選任の件 

第５号議案 ２０１５年度 委員長候補者 推薦及び選任の件 

上記議案について審議した。 

 

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 

実施会場：事務局２階会議室 

活動内容 

会場設営、司会進行並びに議案書編集作成 

 

その他の総務委員会の活動 

・  (公社)新川青年会議所２０１４年度決算書の作成、及び前期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 

 

創立４５周年準備室 

事業名：蝶六町流し 

実施日：８月３日(日) 



実施会場：魚津市２２ｍ通り会場 

活動内容 

じゃんとこい魚津まつりの一つである蝶六町流しに６年ぶりに参加しました。公益社団法

人新川青年会議所が来年４５周年を迎えることと、私たちの活動を市民にアピールするこ

とができました。 

 
事業名：JC セレモニー講習 

（他１事業） 

実施日：１０月２９日(水) 
実施会場：ありそドーム研修室 

活動内容 

講師に第３６代理事長 伊東潤一郎先輩をお迎えし、講演とレクチャーを通して JC 活動の

根本ともなる行動規範や活動指針を再認識し、セレモニーの大切さと必要性について学ぶ

ことによって創立４５周年を迎える来年度に向けてメンバーが気持ちを一つにし、一丸と

なって周年を迎えるための準備をすることができました。 

 

アカデミー特別委員会 

事業名：１２月家族例会 

（他２事業） 

実施日：１２月６日(土) 
実施会場：ホテルグランミラージュ 

活動内容 

恒例の家族例会をアカデミー委員にて準備し、メンバーとその家族を笑顔でお迎えしたい

との思いで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い気持ちになりました。この１２月例会の開催に

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。ありがとうございました。 

 

その他のアカデミー特別委員会の活動 

・ 各委員会事業の参加、協力（虹の架け橋プロジェクトなど） 


