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新春！２０２１年度スタート！ 
第６８代理事長～北村忠征～挨拶 
 

～SPECIAL TOPIC～あの先輩が！？ 新理事長へのお祝コメント 
 

連載記事 
 ２０２１年ひこねで開催！近畿地区大会ってなに？ 
 

 一心発起！ TAKE ACTION！ 

 彦根城世界遺産登録に向けて～宮川富子氏～ 
 

 ひこねの魅力体験記！今月は〝ひこねの美食巡り〟 



２０２１年 １月 ６日 彦根ＪＣ月報 No.６８２ 

Page ２/８ 

  

  総務広報委員会  新年のご挨拶  

 新年明けましておめでとうございます。皆
様には健やかに新春を迎えられたこととお慶
び申し上げます。僭越ではございますが、こ
の度２０２１年度公益社団法人彦根青年会議
所第６８代理事長を務めさせていただきます
北村忠征と申します。 

 昨年は新型コロナウイルス感染症という世界規模
での災厄が猛威を振るい、我々の住む地域各所でそ
の影響が出ております。出口の見えない暗雲が立ち
込める状況下ではございますが、こんな状況である
からこそ、我々彦根青年会議所が先頭に立ち、光あ
る方へ地域を先導していかなければいけないと強く
感じております。２０２１年度は「一心一意！夢、
希望溢れるひこねへ！」をスローガンとして掲げ、
次代を担う青年としての自覚と責任を持ち、地域発
展に繋がる活動にメンバー一同邁進してまいります。 

当会議所に変わらぬご理解とご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げるとともに、皆さまの
ご健康とご多幸を心よりお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。どうぞ一年間よろしく
お願い申し上げます。 

 皆さま、新年明けましておめでとうございます！公益社団法人彦根青年会議所の２０２１年度
がスタートしました！本年度理事長を務められる北村忠征君を先頭に、更なる高みを目指してメ
ンバー一丸となり邁進してまいります！ 

公益社団法人彦根青年会議所 
第６８代理事長  

 

北村忠征  

 

北村理事長の熱い想いをもっと知りたい…そんなアナタ！！！ 
彦根青年会議所公式ＷＥＢサイトから〝運動方針〟をチェックしよう！ 
https://hikonejc.or.jp/ 
 

一心一意！ 夢、希望溢れるひこねへ！ 

実り多き活動への架け橋となる活動を展開し
てまいります。昨年は新たに９名の新入会会
員も仲間に加わり、より活気が増した彦根青
年会議所の活動情報をお届けできること間違
いなし！２０２１年度、近畿地区大会彦根大
会も控えている我々の活動から片時も目が離
せません！！どうぞ一年間、全力で駆け抜け
る彦根青年会議所と本紙をよろしくお願いい
たします。（総務広報委員会一同） 

 我々は２０２１年度のスローガンに掲げる
熱い想いを念頭に、活動地域２市４町（彦根
市、米原市、愛荘町、甲良町、多賀町、豊郷
町）により良い変化をもたらす活動を目指し
ます！本月報を発行させていただく総務広報
委員会では、本紙を通じて彦根青年会議所の
活動内容と運動にかける想いを発信するとと
もに、魅力溢れる地域の情報と、その地域に
関わる人々の想いを循環させることにより、  

https://hikonejc.or.jp/
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  ～西野吉郎 先輩～ 

～佐藤純一郎 先輩～ 

お祝メッセージ 
 公益社団法人彦根青年会議所 第６８代理事長に就任されました北村忠征君と、ゆかりある先
輩たちにインタビューを行いました！当時の北村理事長の印象や６８代理事長として期待するこ
とはなにか…。北村理事長を知りすぎている！？先輩方の赤裸々インタビューをご覧ください♪  

Ｑ．ブロックの委員長は大変な職務ですが、どん
な成長が北村君に見られましたか？ 

Ａ．物事の本質を見る目が養われたと思います。
ただの言葉遊びではなく、その言葉の向こう側、
本質を理解しようとする力ですね。 

Ｑ．そんな北村君も２０２１年度の理事長を務め
られますが先輩としてはどんなお気持ちですか？ 

Ａ．素直に嬉しく思います！手はかかったかもし
れませんが、それだけにかわいい後輩でした。彼
は忘れているかもしれませんが、当時から私は彼 

Ｑ．西野さんは北村理事長がブロックの委員長時代にお世話になった方と
お聞きしていますが、当時の北村理事長の印象はいかがですか？ 

Ａ．正直出会ったころは、ただの不良少年だと思っていました(笑)。北村
君も若く、当時の彼は人前で話すことも苦手だったので、ＪＣ活動で心配
になることも多々ありましたね。 

Ｑ．心配とは具体的にどんなところですか？ 

Ａ．北村君は自分が納得いかなければ反論をするのですが、経験も浅かっ
た彼は返り討ちに会うことも多々多々あり…。人前での話し方、答弁の仕
方を細かく教えました。ある意味思い出深い後輩ですよ(笑)。ただブロッ
クの委員長を１年経験した後の成長ぶりは目を見張るものがありました！ 

に「将来、おまえは理事長になってくれよ」と話
していたので、約束を守ってくれた彼に感謝と敬
意を表したいですね。 

Ｑ．最後に２０２１年度の理事長を務められる北
村忠征君にメッセージをお願いします。 

Ａ．理事長は本当に大変な職務ですが、君の思う
ようにやったらいいと思います。それだけの経験
をしてきたし、成長もしているから自信を持ち、
〝義理、人情、恩、感謝〟を決して忘れず、ひこ
ねと彦根青年会議所のために頑張ってください！ 

Ｑ．佐藤さんは北村理事長が彦根青年会議所に入会するキッカケを与えら
れたとお聞きしています。 

Ａ．私が誘い入会させました(笑)。ただ当時はやる気が無く、すぐに辞め
てしまうだろう…と思っていましたが！今は変わりましたね～。 

Ｑ．変わったとは内面の部分でしょうか？ 

Ａ．そうです。やはりいろいろな役職をＪＣで経験したことで、彼自身が
成長し、内面の変化に繋がっていると思いますね。 

Ｑ．佐藤さんから見た北村忠征という人間は、どんな人間ですか？ 

Ａ．「男気がある」と思います。ただそれは今の話であって、その男気も
ＪＣ活動で養われたものでしょうね。昔は本当に喋らなかったので(笑) 

Ｑ．当時の北村理事長を取り囲むＪＣ環境は？ 

Ａ．物凄く強烈な先輩たちに囲まれ、揉まれ、大
変だったと思います(笑)。ただ、だからこそ今の
彼があるのでしょうね。 

Ｑ．北村君も２０２１年度の理事長を務められま
すが、先輩としてはどんなお気持ちですか？ 

Ａ．理事長になるまで頑張ってくれたことが本当
に嬉しいです。また周りを取り囲むメンバーにも
恵まれているようで、本人も嬉しいと思います。 

Ｑ．最後に２０２１年度の理事長になられる北村
君にメッセージをお願いします。 

Ａ．２０２１年度、理事長就任おめでとうござい
ます！北村君は本当に暖かみのある人間です。是
非その部分で、北村忠征の色で、勝負して彦根青
年会議所と〝ひこね〟をより良い方向へ導いてほ
しいと思います。陰ながら我々先輩一同応援して
いるので、自分らしく頑張ってください！ 



一心同体！ 夢、希望溢れる同志たち！ 
  
 連載記事「一心同体！ 夢、希望溢れる同志たち！」では、現役メンバーの活動状況を記事に
することで、彦根青年会議所で活躍する青年たちが何を想い、日々どのような活動を行っている
のか、苦楽を多分に交えたリアルな記事を１２カ月に渡り掲載していきます！  
１回目となる今回は、彦根青年会議所の花形ともいえる委員長たちの所信宣言！冬の寒さも吹き
飛ばす、委員長たちの熱々の想いを感じてください！ 
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総務広報委員会 委員長  夏原大輝  

 ２０２１年度、総務広報委員会 委員長を務めさせていただく夏原と申
します！２０２０年度に入会したばかりのＪＣ歴１年の若輩者ではござい
ますが、昨年は日々の活動を通して素晴らしい経験をさせていただきまし
た…。地域への真剣な想いと地道な活動。なぜ地域にとって彦根青年会議
所が必要なのか。我々がどのような想いを抱き地域のため日々全力で活動
を行っているのか。 ２０２１年度は総務として堅実な組織運営を調えると
ともに、広報としては地域への取材を通し、魅力が詰まりに詰まった情報
の受発信を重ねることにより、彦根青年会議所への共感と期待、そして地
域の魅力を再発見していただけるような、そんな活動にしたいと考えてお
ります。２０２１年度の総務広報委員会の活動に是非ご期待ください！ 
 

 ２０２１年度地域活性委員会 委員長を務めてさせていただく車
（チャ）と申します。私たちの豊かな暮らしは、地域に暮らす人々の
活力によって支えられ、この活力を継続させるには、それぞれがひこ
ねに対する愛情を持つことが重要であると考えます。一つ目は湖国の
成長戦略です。ひこねには未だ埋もれている地域資源が存在しており、
これを掘り起こすには固定概念に捉われることなく、まちづくりを行
い、地域資源の価値を再確認することが必要であると考えます。二つ
目は子ども達への伝承です。まちの次世代を担う可能性を秘めた子ど
も達に「ひこねびと」としての自覚や誇りを伝承することが豊かな暮
らしに繋がると考えます。地域活性委員会では、本年度に限った地域
活性化の活動に留まらず、継続的な成長に繋がるような、地域資源の
魅力に触れる機会を提案し、２市４町の更なる魅力を創造していきま
す。私達と、この〝ひこね〟から新時代を始めていきましょう。 

組織の絆確立委員会 委員長  大野勝輝  

地域活性委員会 委員長  車宝超  

 ２０２１年度、組織の絆確立委員会 委員長を務めさせていただき
ます大野と申します！２０１８年度に入会しこれまで奉仕活動や交流
活動などたくさんの経験をし、素晴らしい先輩方とともに自身も活動
をしてまいりました。地域に信頼され必要とされる組織であり続ける
為には何が必要なのか。２０２１年度は、組織の絆確立委員会として、
自信と誇りを持って新たな同志を迎え入れるとともに、メンバー間の
親交を深め合い共に成長し組織の連帯感を深めることにより、彦根青
年会議所活動の垣根を超えた結束力のある強い絆で結ばれた組織づく
りがしたいと考えております。２０２１年度、全力で邁進してまいり
ますので、組織の絆確立委員会の活動に是非ご期待ください。 
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一心不乱！ ２０２１地区大会ｉｎひこね！ 

 栄えある公益社団法人 彦根青年会議所 ２０２１年度 財政規則特別委
員会 特別委員長をお預かりさせていただきます熊谷 茂政です。近年では
卒業年度に財政規則特別委員会の特別委員長をされることが受け継がれてい
ます。私も前例にならい特別委員長にご指名いただきました北村理事長の想
いに応えるべく邁進してまいります。さて２０２１年度には近畿地区大会 
彦根大会が７月に開催予定です。彦根青年会議所は近畿地区内外の同志に注
目されていることは言うまでもありません。公益性に優れ、透明性が求めら
れる我々の運動をひこねに関わるすべての人はもちろんのこと、近畿一円に
ＰＲできる大会でもあると考えています。そして、公益社団法人としてコン
プライアンスの徹底と社会的責任を果たすために、開催される事業の審査・
指導を行うことをお約束し委員長の所信とさせていただきます。１年間ご指
導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。 

近畿地区大会実行特別委員会 委員長   山田雅崇  

財政規則特別委員会 委員長   熊谷茂政  

 近畿地区大会実行特別委員会の委員長を仰せつかりました山田 雅崇
です。明るい豊かなひこねの実現に向け、諸先輩が育んできたまちづく
りへの志と情熱を受け継ぎ、三度目となる近畿地区大会を我々が主管い
たします。彦根青年会議所の絆と団結力を発揮し、私たちが行ってきた
これまでの活動から得た経験や繋がりをもとに、ひこねの魅力を最大限
に活かした大会を開催いたします。また、２０２０年度は、近畿地区協
議会地域社会貢献構築委員会の委員長として多くの経験をさせていただ
きました。この経験を活かし、彦根青年会議所のメンバーと共に、近畿
地区大会彦根大会を成功に導くべく、１年間活動を行ってまいりますの
で、ご協力をよろしくお願いいたします！ 

 ２０２１年度は、近畿地区大会が私たちの
まち〝ひこね〟の地で開催されます！近畿地
区大会とは、近畿地区圏内の各青年会議所が
一堂に会する大会であり、なんと例年２００
０人以上が集まる大事業！地域の行政や各種
団体と密接に連携し〝ひこね〟の魅力を近畿
地区に発信する大きなチャンスなのです！本
大会を開催するにあたり、各種団体や行政は
もとより、このまちに住み暮らす人々と深い
繋がりを築くことにより、今後の彦根青年会議 

所の活動が、より地域の活性化に繋がるものにな
ると我々は考えています。そして彦根城の世界遺
産登録に向け、地域全体の魅力向上が求められる
今、本大会を開催する責任は非常に重大であると
言えます。彦根青年会議所が主体となり本大会を
成功させ、私たちの〝ひこね〟を、より活気ある
明るい豊かなまちとするために、メンバー一同全
身全霊を持って活動に取り組んでまいります！ 
 本大会の詳細情報は公式ＷＥＢサイト、各種Ｓ
ＮＳで随時発信を行いますので、是非ご注目のほ
ど宜しくお願いいたします！ 
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一心発起！ ＴＡＫＥ ＡＣＴＩＯＮ！ 
 連載記事「一心発起！ＴＡＫＥ ＡＣＴＩＯＮ！」では、地域の活性化に繋がる行動（ＡＣＴＩＯ
Ｎ！）を起こしている組織内外の人物に取材を行い、１２ヵ月に渡り記事を掲載していきます！ 
 １回目となる今回は「彦根城世界遺産登録 意見交換・応援１０００人委員会」会長 宮川富
子さんにインタビューをさせていただきました！彦根城世界遺産登録に向けた取り組みをはじ
め、そもそもなぜ彦根城の世界遺産登録が必要なのか！？大注目の内容となっています！  

なことに実際に住んでいる市民の方でも、彦根城
の素晴らしさに気づいていない方が未だに多くお
られます。まずは自分たちの身近なところに大き
な財産があることに気づいていただき、彦根城を
守っていかなければいけない、途切れさせてはい
けない、大切な存在だと認識し伝統を守り続ける
意識が大事です。それを広める活動も１０００人
委員会の担いだと考えています。また世界遺産登
録には、実はまちづくりがとても大事なんです。
彦根城だけではなく、彦根城を取り巻く周辺地域
の魅力、環境、そして人々との暮らしの結びつき
が大切で、その部分を今後強化していく必要があ
りますね。 
質問：彦根城は歴史ある建造物ですが、それを守
るにはどうしたらいいのでしょうか？ 
宮川氏：世界遺産に登録されるということは、国
内のみならず、世界規模でその遺産を守り継続さ
せる取り組みをするということです。我々の財産、
地域の魅力を次代まで維持していけます。 
質問：彦根城が世界遺産に登録されれば、地域に
はどのような変化が生まれるのでしょうか？ 
宮川氏：彦根城とその周辺地域の魅力を世界中の 

彦根城世界遺産登録 
意見交換・応援１０００人委員会 

会長 宮川 富子さん 

質問：まず初めにお伺いしたいのですが「彦根城世界遺産登録 意
見交換・応援１０００人委員会」ではどういった活動をされてい
るのですか？ 
宮川氏：彦根城の世界遺産登録に向けて、市民・行政・企業・有
識者が一体となって、情報共有・意見交換を行い、応援する活動
をしています。 
質問：現在どれだけの方が活動に参加しておられますか？ 
宮川氏：現時点で１５７４人(2020年12月17日時点)の会員の方々
に参加していただいております。委員会の立ち上げ当初は「彦根
城の世界遺産登録なんて無理だろう」というお声が多かったのも
事実ですが、今では多くの方々に賛同いただいております。 
質問：初歩的な質問になってしまいますが、なぜ彦根城の世界遺
産登録が必要なのでしょうか？ 
宮川氏：自分たちが生まれ育った地域の財産、先人が残したもの
を守り、次代に繋いでいく必要があると思っています。それが結
果として地域をより豊かにし、発展させ、ひこねの人々が、今よ
りもっと誇りを持てる街に成長できると私たちは考えています。 
質問：彦根城の世界遺産登録を実現するためにクリアする今後の
課題はありますか？ 
宮川氏：やはり市民の方々の関心や協力がもっと必要です。残念 

人に知ってもらうことで、観光客の増加はもちろん、
この地域に住みたい、住み続けたいと考える人を増
やせると考えています。滋賀県と言えば琵琶湖とい
うイメージを持っておられる方が非常に多いですが、
世界遺産に登録されれば、世界から、私たちの住み
暮らす彦根市が注目されることになるのです。 
質問：最後に地域に住み暮らす市民の皆様にメッ
セージをお願いします。 
宮川氏：ご存知の通り彦根城は既に国宝に指定され
ている国の宝です。世界遺産登録が現実のものとな
れば、国内だけに留まらず、世界中の多くの方々に
彦根城の価値を認識していただけます。昔と今を繋
ぐ、形を鮮明に残す〝歴史の宝〟であることを、ま
ずは市民の方々が改めて認識していただくことが大
きな一歩に繋がります。彦根に住む若い方々にも私
たちの活動を知っていただき、地域の魅力に今一度
気づいていただくキッカケになればと思っています。
今現在のためだけではなく、彦根の未来のために、
皆でこの地を大切にして行きましょう。 

https://www.city.hikone.lg.jp/kanko/rekishi/6/4/4971.html 

１０００人委員会のメン
バーとして、彦根城の世界
遺産登録と、文化遺産を活
かしたまちづくりへのご賛
同をお願いいたします♪ 
彦根市外・滋賀県外の方も
ご参加できます☆ 
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～てん幾～  

～鮨割烹  銀水～  

 発見！ひこねの魅力体験記！ 
 連載記事「発見！ひこねの魅力体験記！」では、２市４町にある魅力スポットを彦根青年会議所メン
バーが訪れ、体験した内容を記事とすることで、地域の知られざる魅力を紹介していきます！１回目と
なる今回は「ひこねの美食巡り」！料理のクオリティもさることながら、少人数での個室にも
対応している、こんなご時世だからこそ利用したいお店ばかり！これはチェック必須ですよ！  

まずは、彦根市錦町にある「てん幾」さんにお邪魔しました♪ 
言わずと知れた彦根の歴史ある御料理屋「伊勢幾」の中にあり、落
ち着いたカウンター席で揚げたての天ぷらを味わうことができます。
旬の食材を提供してくれるのは、話し上手な若旦那。天ぷらの食材
に応じた最良の食べ方を教えてくれます。そしてお酒の種類が豊
富！これは嬉しいポイントですね☆ 

天ぷらは目の前で一品づつ、食材を活かして丁寧に揚げられ 
ます。もちろん熱々サクサク！これが旨くないわけがありま 
せん！料理に合わせビール、ハイボールはもちろん、白ワイ 
ン、ウイスキー！天ぷらとお酒の絶品マリアージュです！！ 
今回はコースを注文しましたが、お腹いっぱい、大満足の品 
数で、最後まで飽きることなくいただくことができました♪ 

メニューも豊富で、あの滋賀名物の「鮒
ずし」をいただけたり、リーズナブルな
コースをはじめ、ランチの営業もされて
います。歴史ある御料理屋で磨かれた本
物の味を、ぜひ彦根で味わってみてくだ
さい！おすすめのお店ですよ♪ 

続いてはＪＲ彦根駅前にある「鮨割烹 銀水」さんにお邪魔しまた。 
そうです！みんな大好きお寿司を味わうことができるお店です！ 
ですが、このお店の魅力はそれだけではないんですよね～♪ 

銀水さんはメニューの数が非常に多く、かつ
リーズナブルなのです！普段は口にできない 
ようなお料理が、ここでは多数提供されてい
ます。これがまた美味しいんですよ！！！ 

取材当日いただいたのは、握り盛り合わせをはじめ、
すっぽん鍋、生牡蠣、カニみそ甲羅焼き、活カワハ
ギ薄造り、アマダイ塩焼き…ｅｔｃ。その他にも魅
力的なメニューが多すぎて、本当に何を注文しよう
か悩んでしまいます。こりゃ贅沢な悩みですね！ 
もちろんひこね人の大好物、お酒も豊富です☆ 

メインのお寿司も本気の味！海に面していない滋
賀県でこの味を堪能できるのは大満足です♪また、
個室や宴会が出来る大部屋があるのもポイント。 
一度の来店ではその魅力を堪能しきれない「鮨割
烹 銀水」さん。店の材料在庫が心配になるほど
の豊富なメニューを、ぜひ一度ご賞味あれ！ 
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事業・例会案内 

新入会会員紹介！ 
 ２０２１年、１月より新たなメンバーを迎え入れました！ 

明るい豊かなひこねの実現に向け、共に歩む仲間を紹介します！ 

   おくい たかゆき 

名前：奥居 貴之 
勤務先：株式会社 将 
 
① 仕事内容 
 ：道路舗装工事 
② 趣味や好きなスポーツ 
 ：バスケットボール 
③ 結婚されていますか？ 
 ：しています。 
④ 子供はおられますか？ 
 ：二人います。  

    しまざき りょう 

名前：島﨑 涼 
勤務先：島﨑工務 
 
① 仕事内容 
 ：建築大工 
② 趣味や好きなスポーツ 
 ：音楽鑑賞 
③結婚されていますか？ 
 ：未婚です。 
④ 子供はおられますか？ 
 ：…未婚です。 

⑤ 特技：バスケットボール 
⑥ 尊敬する人：親 
⑦ 座右の銘：鴨の水掻き 
⑧ 入会前の彦根青年会議所のイメージは？ 
 ：青年が志をもち、まちづくりをしている。 
⑨ 彦根青年会議所に入会しようと思われた 
  キッカケは？ 
 ：まちづくりへの貢献です。 
⑩ 今後、彦根青年会議所の活動を通じて、 
  自身がどのように活動や成長していきたい 
  のか教えてください。 
 ：人との対話を成長させていきたいです。 
⑪ 最後に、自分はこんな凄い人間なんだと 
  自慢して下さい。 
 ：仕事には自信があります！ 

⑤ 特技：早起き、楽器(ベース) 
⑥ 尊敬する人：中村拓志(建築家) 
⑦ 座右の銘：不撓不屈 
⑧ 入会前の彦根青年会議所のイメージは？ 
 ：未知の世界です。有望な人達が活動している 
  イメージです。 
⑨ 彦根青年会議所に入会しようと思われた 
  キッカケは？ 
 ：交友関係を広めたい為 
⑩ 今後、彦根青年会議所の活動を通じて、 
  自身がどのように活動や成長していきたい 
  のか教えてください。 
 ：人前に出ることが苦手なので、青年会議所を 
  通じて自分をアピールする力を身に付けたい  
  です。そして成長することができたら青年会  
  議所の活動で還元していきたいです。 
⑪最後に、自分はこんな凄い人間なんだと 
 自慢して下さい。 
 ：自分は真面目さが売りだと思ってます！ 
  逆にそれ以外はありません！笑 

★新たなメンバー「奥井貴之」くんを紹介します。 
御年３９歳！ギリギリ彦根青年会議所への入会と
いう、青年経済人として成長へのビックチャンス
に滑り込んだラッキーマンです。たとえ１年間で
あっても、しっかりと活動に参加すれば成長の
チャンスを得られるのが彦根青年会議所のいいと
ころ！これから地域「ひこね」のために活動に躍
進する活躍を期待しています！ 

２０２１年 １月 ６日：新年交流例会＜マリアージュ彦根＞ 
２０２１年 ２月 ６日：２月例会 
２０２１年 ２月１０日：２月度通常総会 

★新たなメンバー「島﨑涼」くんを紹介します。 
今はまだ人前に出ることが苦手な爽やかな青年で
す。彦根青年会議所の活動に参加すれば間違いな
く、その苦手な人前を、克服どころか得意に変え
ることができます。持ち前の真面目さで積極的に
活動に参加し、ともに地域の夢と希望を叶えるべ
く、邁進していきましょう！ 

＜編集後記＞新年あけましておめでとうございます。総務広報委員会 委員長の夏原大輝です。２０２１
年度、月報１月号はいかがでしたでしょうか？ 当委員会ではこの１年間を通して、彦根青年会議所の広
報手段を改めて見直し、古きよきものは残しつつ、時代に即した効果的な手法も取り入れた取捨選択の年
になると考えております。あわよくばこの１年だけではなく、その後の彦根青年会議活動に繋げられる広
報活動に尽力したいと考えておりますので、引き続き「彦根ＪＣ月報」を宜しくお願いいたします！ 


