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ＪＣＩ彦根 月報１１月号、１２月号の２カ月に渡り、２０２１年度卒業生である５名 
（前編：熊谷茂政 君、中島正善 君、福澤俊治 君。後編：木田乃輔 君、宮川佳典 君）のインタビュー

記事を掲載させていただきます！ 長きに渡るＪＣ生活…卒業を目前に彼らは何を想うのか…！？ 
明るい豊かな社会を目指し邁進してきた〝志高きＪＣマン〟たちの熱き想いが語られました！ 
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特集記事！  卒業生インタビュー＜前編＞

質問：長きに渡るＪＣ生活。率直にいかがでしたか？ 
熊谷：楽しかったですね！想えば辛い事も多くありましたが、   
   今思うと本当に楽しい時間であったと感じます。ＪＣ活  
   動は多くのスキルを学び、多種多様な人間関係を構築す 
   ることができます。私の人生において非常に貴重な経験 
   をさせていただきました。 
 
質問：ＪＣでの一番の想い出は？ 
熊谷：ＪＣというよりプライベートな話ですが…交通事故の被 
   害にあったことですね（笑）。その時は他LOMからも多く 
   のメンバーがお見舞いに来てくれました。プライベート 
   での出来事も、JCで出会った人たちが支えてくれました。 
   ともに喜んでくれました。出会わなければ知りえなかっ 
   た熱い友情をＪＣが教えてくれましたね。 
 
質問：今だから想う、ＪＣの魅力とは？ 
熊谷：やはり交友関係ではないでしょうか。私はＪＣでの出会 
   いがキッカケとなり、今のお仕事に就かせていただいて 
   おります。また行政諸団体、ＯＢの方々を始めとする経 
   営者たちとの繋がり、その繋がりから生まれ、実現する 
   ことのできた数々の事業。それらに携わることができた 
   〝経験〟も大きな魅力だと思います。 
 
質問：最後にＪＣで関わった全ての人たちにメッセージをお願 
   いします。 
熊谷：いろいろ失礼なことを言ったこともありましたが、長ら 
   くお付き合いいただき本当に感謝しております。出来の 
   悪かった私を育てていただいたのは、間違いなくＪＣで 
   出会った皆様のおかげです。こんな私ではございますが、 
   できれば卒業後も引きつづきお付き合いしていただけれ 
   ばと思います。長い間本当にありがとうございました！ 

熊谷  茂政  

質問：長きに渡るＪＣ生活。率直にいかがでしたか？ 
中島：いろいろなことがありましたが、結果として楽しく充実 
   した日々を過ごさせていただきました。仕事との兼ね合 
   いが難しい部分もありましたが、家族の支えがあって 
   やってこられたＪＣ生活だったと思います。 
 
質問：ＪＣでの一番の想い出は？ 
中島：２０１８年の写生大会ですね。自分が委員長でしたので 
   良い想い出です。思い悩み追い込まれた時もありました 
   が、自分なりに〝頑張った〟という実感がありました。 

２０１４年 入会 
      ひこねびと育成委員会 委員 
２０１５年 社会開発委員会 副委員長 
      財政特別委員会 委員 
      滋賀ブロック協議会 
       道徳教育実践委員会 幹事 
２０１６年 人財育成委員会 委員長 
      全国城下町シンポジウム 懇親部会 
２０１７年 ソーシャルネットワーク推進委員会 
       理事 
      滋賀ブロック協議会 
       Ｓｈｉｇａ力確立委員会 委員 
２０１８年 魅力あるひこね創出委員会 理事 
２０１９年 誇りある人財育成委員会 理事 
      会員拡大プロジェクト特別委員会 
       委員長 
      滋賀ブロック協議会 
       滋賀アカデミー委員会 委員 
２０２０年 総務広報委員会 理事 
      近畿地区大会準備特別委員会 
       副委員長 
２０２１年 地域活性委員会 理事 
      財政規則特別委員会 委員長 
      滋賀ブロック協議会 財政局 
       財政局長 
      卒業 

History of ～Shigemasa  Kumagai～         

中島  正善  
History of ～Masayoshi  Nakajima～       

次ページに続く 

入会当時の写真 

２０１６年 入会 
２０１７年 地域未来創造委員会 副委員長 
      滋賀ブロック協議会 
       次代を担うリーダー創出委員会 委員 
２０１８年 笑顔溢れるひこね創造委員会 委員長 
２０１９年 ひこねスピリット確立委員会 理事 
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質問：長きに渡るＪＣ生活。率直にいかがでしたか？ 
福澤：一言で言うと楽しかったですね。特にメンバーとの交流 
   は良い想い出です。ただ仕事や家庭の事情などで思うよ 
   うに活動に参加できなかった後悔があります。参加すれ 
   ばするだけ得るものが大きいのがＪＣですからね。少し 
   勿体ない事をしたなと…正直感じる部分があります。 
 
質問：ＪＣでの一番の想い出は？ 
福澤：一番の想い出は２０１９年に室長を務めさせていただい 
   たことですね。委員長の想い、そして執行部の想い、双 
   方の想いに挟まれて大変でしたが、その分充実した１年 
   を過ごさせていただきました。 
 
質問：今だから想う、ＪＣの魅力とは？ 
福澤：人としてスキルアップができることだと思います。JCに 
   入会しなければ得ることができなかったスキルを学び、 
   新たな自分を発見することのできる〝大人の学校〟それ 
   がＪＣの魅力ではないでしょうか。 
 
質問：最後にＪＣで関わった全ての人たちにメッセージをお願 
   いします。 
福澤：まずは卒業できることに感謝をさせていただきたいです。 
   これもＪＣで出会った全ての人のおかげだと考えていま 
   す。そしてＪＣの後輩たちへ一言。青年会議所は無限の 
   可能性を引き出せる団体です。時代の変革を意識し続け、 
   人々が見たことのない世界や組織の姿をカタチにし、こ 
   れからも邁進し続けてください。いままで本当にありが 
   とうございました。 

福澤  俊治  
History of ～Toshiharu  Fukuzawa～       

質問：今だから想う、ＪＣの魅力とは？ 
中島：人の輪を広げられる。いろんな人の考え方に触れられる。 
   今まで知らなかったことに触れられる。こういった人と 
   の関わりの部分だと思います。それがあってこそのＪＣ 
   ではないでしょうか。 
 
質問：最後にＪＣで関わった全ての人たちにメッセージをお願 
   いします。 
中島：本当に感謝しています。いろいろな人たちに時に厳しく、 
   時に優しくご指導いただいたおかげで、こんな自分でも 
   卒業することができたんだと思います。委員長時代に写 
   生大会を実行に移せたのもそうです。仕事の都合で活動 
   に参加できないことも多く、皆様にはご迷惑をおかけし 
   たこともありましたが、卒業を迎えられたことは皆様の 
   おかげ。この一言に尽きます。今まで本当にありがとう 
   ございました。 

次回、１２号では『木田乃輔』君と『宮川佳典』君のインタビューを掲載します！ お楽しみに♪ 

２０１５年 入会 
      人材育成委員会 委員 
２０１６年 ひこねアイデンティティ確立委員会 
       副委員長 
      全国城下町シンポジウム 事業部会 
      滋賀ブロック協議会 
       情報ネットワーク確立委員会 委員  
２０１７年 会員活性委員会 委員長 
２０１８年 総務広報委員会 理事 
２０１９年 組織のチカラ向上室 室長 
２０２０年 次世代リーダー創出委員会 理事 
      滋賀ブロック協議会 事務局長 
２０２１年 組織の絆確立委員会 理事 
      卒業 

２０２０年 活力あるひこね共創委員会 副委員長 
      滋賀ブロック協議会 
       広報委員会 委員 
２０２１年 総務広報委員会 理事 
      近畿地区協議会 
       総務・広報戦略委員会 委員 
      卒業 

入会当時の写真 

入会時当の写真 



 北村忠征理事長を筆頭に『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活動を行っ
てきた私たち彦根青年会議所。コロナ禍の真っ只中に始まった２０２１年度の活動の様子をＪＣＩ彦根 
月報１１月号、１２月号の２カ月に渡り振り返ります！どんな状況になろうとも、私たちはただ前を見て
進むのみ！ ＪＣの三信条【奉仕・修練・友情】に基づく数々の活動を今一度ご覧ください！ 
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  １月６日、２０２１年度のスタートとなる１月度新年交流例会～一心一意、
夢、希望溢れるひこねへ～をマリアージュ彦根にて開催しました。２市４町の
各首長の皆様や各種団体の皆様、そして彦根青年会議所をご卒業された先輩諸
兄姉の皆様をお招きし開催された本例会。北村理事長の力強い挨拶に始まり、
各役員の挨拶では熱い想いが語られ、２０２１年度に控える各大型事業への期
待感、なによりも彦根青年会議所への期待感を募らせる会となりました！ 

特集記事！  ２０２１年度を振り返る～＜前編＞

～新年交流例会～ 

～２月度例会～ あの頃の輝きをもう一度！  
 ２月６日、メンバーが童心に帰り、その絆を再認識したのが２月度例会～
あの頃の輝きをもう一度！～でした。子どもの頃に慣れ親しんだドッヂボー
ル、綱引き、大縄跳びを通して、メンバー間の絆を深めることを目的とした
本例会。最後はメンバー全員で『１１回跳べるまで帰れま１１！』を成功さ
せ、残り１１カ月への機運を高めることができた思い出深い例会でした！ 

～３月度例会～ 干就完了！宝源卡！！ 
 ３月６日、２市４町の地域資源を再発見、再認識したのが３月度例会～干就
完了！宝源卡！！（ガンジュウワァンレ！ホウゲンカー！！）です。私たちが
住み暮らす地域資源の魅力を地域活性委員会特製のカードゲームを使用し、メ
ンバー同士が楽しみながら学びを得ることができました。本例会をもって地域
の魅力、歴史の深さを初めて知ったメンバーも数多く、今まで以上に愛郷心が
育まれた学び多き例会となりました！ 

～４月度例会～ ＡＬＬ ＦＯＲ ＯＮＥ！ 

～彦根市長選挙 公開ＷＥＢ討論会～ 

 ４月６日、来たる近畿地区大会彦根大会に向けて、彦根青年会議所メン
バーの参画意識を高めるために開催されたのが～４月度例会～ＡＬＬ ＦＯ
Ｒ ＯＮＥ！です。彦根大会を成功させるためには、一人一人がどのように
考え、どのように行動すべきか。大会を３ヵ月前に控え、今一度メンバー
の参画意識、そして当事者意識を高めることができた例会でした！ 

 ４月７日、来たる彦根市長選挙に向けて、本選挙に立候補を予定している
方々にご参加いただいた公開討論会の映像を公開しました。彦根青年会議所が
設営を行い、市政の抱える問題点などについての政策や具体的な解決策などが
討論された本討論会。後に新彦根市長としてご当選された和田裕行様の熱い想
いも語られた、有意義な討論会でした！ 

～５月度(臨時総会)例会～ 組織の表現力を高めよう！ 

～６月度例会～ 組織の人材マネジメント力を高めよう！ 

 ５月６日、組織におけるＳＮＳの活用と、表現力の必要性を認識したの
が～５月度(臨時総会)例会～ 組織の表現力を高めよう！でした。人の心に
響く投稿とは何かを考え、実際にＳＮＳへの投稿を行った本例会は、先進
的な感性が求められる青年会議所メンバーにとって、学び多き例会となり
ました。また同日行われた臨時総会では、理事長候補者・監事候補者選考
委員会の投票が行われ、早くも次年度を感じさせる会にもなりました！ 

 ６月６日、組織における人材マネジメントの重要性を認識したのが～６月
度(臨時総会)例会～ 組織の人材マネジメント力を高めよう！でした。次代
に通用する人と人との関わり方とは何か？総務広報委員会により制作された
渾身の再現動画は多くのメンバーに学びを与えることとなりました。同日行
われた臨時総会では、理事長候補者・監事候補者承認が行われ、より次年度
を意識し始める会になった時期でもありました！ 
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 １月号で掲載したのは〝ひこねの美食巡り！〟取材したのは彦根市錦
町にある「てん幾」さんと、ＪＲ彦根駅前にある「鮨割烹 銀水」さん。     
 まず「てん幾」さんは揚げたての天ぷらをカウンターでいただける、
どこか大人の雰囲気を醸し出す名店。もちろん味は保証付きです！そし
て「鮨割烹 銀水」さんは握り寿司からすっぽん鍋まで他では味わえない
豊富なメニューが魅力的！どちらも地域の名士たち夜な夜な舌鼓を打つ
店として有名ですが、価格帯も良心的でご家族、友人でのご来店ももち
ろんＯＫです♪お酒の種類も豊富ですので、是非とも忘年会シーズンに
来店されてはいかがでしょうか？必ずご満足していただけるはずです！ 

 ２月号で掲載したのは、ひこねでボルダリング！〝グッぼる ボルダリン
グCafe 〟さん。本格的なボルダリングが体験でき、上級者から初心者ま
で、老若男女問わずに体験できます。彦根青年会議所メンバーも体験を
しましたが、四十を目前にしたオジサンたちが童心に戻ったかのように
はしゃぐ姿に、ボルダリングの底知れぬ魅力が垣間見えました♪専用
シューズなどのレンタル、初心者へのレクチャーなど、手ぶらで行って
サクッと体験できることも魅力の一つです！建物２階にはお洒落なカ
フェが併設されており、疲れたら休憩することもできます♪ 最近体がた
るんできたとお思いの皆さま！これを機にお子様とご一緒にボルダリン
グで引き締まった体を手に入れてはいかがでしょうか？ 

 ３月号で掲載したのは〝さざなみ酒店〟さん。世界の名だたる名酒から、
地元滋賀の水から作った絶品の地酒まで、店主が本当に旨いと揃えた酒がズラリ
と並ぶ酒屋さん。酒を嗜む程度にいただくことで有名な品格溢れる彦根青年会議
所メンバーですが、このお店の大きな魅力の一つである〝角打ちコーナー(立ち飲
み)〟では、あまりの酒のうまさに我を忘れ、あれもこれもと試飲（笑）。それほ
どまでに珍しく、かつ美味な酒を味わえる名店なのです。とくに地元滋賀で作ら
れた地ビールや日本酒には驚愕！旨い！あっという間に泥酔……ほろ酔いになっ
た彦根青年会議所メンバーでした♪ どんなお酒が好みか、店主に相談すれば
試飲も含めて自分が求めるお酒に必ず出会えるはず。新たな酒の世界へ
足を踏み入れてはいかがでしょうか？ ただし飲み過ぎにはご注意を！ 

 ４月号で掲載したのは〝いと重菓舗〟さん。彦根を代表する老舗和菓
子店です。その歴史は古く、なんと創業文化六年（１８０９年）！ 彦根
藩・井伊家御用達で、彦根藩から他家への贈答品の菓子も手掛けられた
正に名店。いと重を代表する名菓「埋れ木」を始めとする、魅力的な御
菓子の数々が店内にズラリと並びます。「埋れ木」を口に含むと御抹茶の
深い苦みと香りの中に、キメ細かな自家製餡の優しく上品な甘さが広がります。
青年会議所メンバーのおススメは「和こん」！濃厚なレアチーズケーキと小豆や
柚子の組み合わせが絶品です♪ 御土産にするもよし、家族でいただくのも
よし。ひこねののみならず、全国におススメできる和菓子店です！ 

 ５月号で掲載したのは米原市にあるグランピング施設〝ＧＬＡＭＰ Ｅ
ＬＥＭＥＮＴ〟さん！ 彦根青年会議所ＳＮＳでも多くの反響をいただい
た魅力体験スポットです。全国２００００軒の宿泊施設からその年のトップを
決める「旅館甲子園」にて、見事グランプリに輝いた実績は伊達ではなく、訪れ
るものを魅了するそのサービスには誰もが満足感を覚えるはず。ドーム型のテン
トをはじめ、ロッジ風の建物、またパターゴルフや、テニス、カヌー体験、宿泊
者専用のＢａｒなど、1日を通して時間を忘れ楽しむことができます。ちかくに温
泉施設があるのも嬉しいポイント♪夕食は各お部屋のデッキでコンシェルジュが
サービスするプライベートダイニングスタイル。ｓｔａｕｂ（ストウブ）を使っ
たお洒落なアウトドア料理の数々はもちろん美味！家族や友達と、伊吹山を望む
開放的な空間で楽しいひと時を過ごしてみてはいかがでしょうか♪ 
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一心発起！  ＴＡＫＥ  ＡＣＴＩＯＮ！  
 連載記事「一心発起！ＴＡＫＥ ＡＣＴＩＯＮ！」では、地域（彦根市、米原市、多賀町、甲良町、
豊郷町、愛荘町）の活性化に繋がるＡＣＴＩＯＮ！を起こしている組織内外の人物や組織に取材を行い、
１２ヵ月に渡り記事を掲載していきます！ 
 １１回目となる今回は２０２２年度 彦根青年会議所 第６９代理事長予定者〝横津優騎〟君。
理事長という大役を目前に何を想うのか…！？ 横津理事長予定者の熱い想いをご覧ください！ 
 

質問：第６９代理事長に抜擢された今の気持ちをお聞かせください。 
横津：正直初めは「私でいいのか？」という想いがありました。理事長 
   の役目は非常に重要です。組織のトップになるわけですからその 
   責任は計り知れません。 
質問：その理事長という大役を受けようと決めたのはなぜですか？ 
横津：いろいろな理由がありましたが、一言でいうならば「このチャン 
   スを掴みたい！」という想いが大きかったと思います。実は私に 
   は持病があり、過去には生死を彷徨った経験があります。その時 
   に悟ったことは「人間、いつ死ぬか解らない」ということです。 
   それ以来、私は後悔しないように生きたい。自分の出来る限り頑 
   張りたい。と考えるようになりました。巡り巡っていただいた理 
   事長という名誉ある役職。受ける決断は簡単ではありませんでし 
   たが、今の私には、もう迷いはありません。 
質問：６９代理事長としてのプレッシャーはありますか？ 
横津：当然あります。理事長には大きな責任がありますからね。組織を 
   守らなければいけない…導かなければいけないという重圧は今ま 
   でに経験したことがありません。…一番のプレッシャーは新年交 
   流例会でしっかり話せるかどうかですが…（笑）。 
質問：自分にとって、想い出深い理事長はおられますか？ 
横津：入会してからたくさんの理事長の方々を見てきました。皆素晴ら 
   しい理事長ばかりで心より尊敬しています。想い出深いという意 
   味でお話しすると、現理事長である北村忠征理事長ですね。ＪＣ 
   の先輩でありますが歳も１歳しか離れておらず、長年近くで見て 
   いたからこそ、北村理事長の今の立派な姿には憧れに似た感情を 
   抱いています。 
質問：横津理事長予定者が想う、彦根青年会議所とはなんでしょうか？ 
横津：「人生を変えてくれる学びの場」ではないでしょうか。私自身の 
   人生はこの彦根青年会議所に入荷して劇的に変わりました。今の 
   私があるのは、紛れもなく彦根青年会議所と今までご指導いただ 
   いてきた先輩方を含めたメンバーのおかげだと思っています。 
質問：理事長として、組織をどのように進化させていきたいですか？ 
横津：より時代に合った先進的な組織へ変化させていきたいと考えてい 
   ます。正直にお話しすると、この１年は彦根青年会議所にとって 
   チャレンジの年だと考えています。私たち彦根青年会議所は地域 
   を代表する次世代のリーダーです。時代に合わせて、先読みして 
   組織を変えていかなければいけません。 
質問：メンバーに伝えたいことはありますか？ 
横津：何事にもチャレンジしてほしいと考えています！手を抜き、楽な 
   方に逃げてしまうと、後々後悔が生まれます。メンバーにはそう 
   はなってほしくありません。恐れず、全力で、前に出て、チャレ 
   ンジをしてほしいですね。 
質問：最後に地域の方々にメッセージをお願い致します。 
横津：２０２２年度の彦根青年会議は今まで以上に活発な活動を予定し 
   ています。是非地域の皆さんには私たちの活動や組織に興味を 
   持っていただくとともに、私たちの活躍に楽しみにしていてほし 
   いと思います。引き続き彦根青年会議所とメンバーの活躍にご期 
   待いただくとともに、今後とも変わらぬご高配を賜りますよう、 
   お願い申し上げます。 

２０２２年度 
理事長予定者 
横津 優騎 君 

歴代の理事長たちからの
重きバトンが託される 
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質問：委員長の大役を受けられましたが、最初はどんなお気持ちでしたか？ 
北川：入会２年目で委員長という大役をさせていただけるとは思ってもいな 
   かったのでプレッシャーがありました。しかし委員長である先輩方 
   が頑張っている姿を自分は見ていたので、自分も頑張りたいと思いまし 
   たね。 
質問：自身の委員会の担いを、どう捉えていますか？   
北川：総務ということで、組織を内部から強固なものにしたいと考えています。 
   その上で、他の委員会やメンバーが気兼ねなく活動に従事できると考え 
   ています。 
質問：委員長として、どんな1年間にしたいですか？ 
北川：単年度制の活動ではありますが、何か今後の組織活動に良い影響を与え 
   られるような、意味のある１年にしたいと考えています。 
質問：最後に意気込みを教えてください！ 
北川：まだまだ解らないことだらけの私ではございますが、総務委員長として 
   しっかりと組織基盤の構築を行いたいと思います。１年間宜しくお願い 
   致します！ 

一心同体！  夢、希望溢れる同志たち！  
 今回は２０２２年の活動の最前線に立つ、各委員長候補者たちに今の想いをインタビューしま
した！第６９代理事長予定者である〝横津優騎〟君の想いに導かれ、鼻息荒く２０２２年度の活
動に向け、ひた走る委員長たち。次年度の意気込みとともに、彼らの熱い想いをご覧ください！ 

総務委員会 委員長候補者 ～北川 凌～ 

質問：委員長の大役を受けられましたが、最初はどんなお気持ちでしたか？ 
上田：来年で入会から３年目なので、委員長という役をする覚悟はできており 
   ました。彦根青年会議所に入会した以上、委員長というお役目を経験す 
   ることは避けては通れない修練だと思いましたね。 
質問：自身の委員会の担いを、どう捉えていますか？   
上田：彦根青年会議所と地域を繋ぐパイプ役だと考えています。２０２２年度 
   は広報と総務が２つに分かれました。より広報に特化した活動が求めら 
   れていると考えています。 
質問：委員長として、どんな1年間にしたいですか？ 
上田：終的に「やってよかったな」と思えるようにしたいです。そのためにも 
   この1年間は、必死になって活動に従事させていただきますよ！ 
質問：最後に意気込みを教えてください！ 
上田：やるからにはとことんやります！委員長という役職は自分が成長できる 
   チャンスだと捉えています。広報の担いを全うし、彦根青年会議所と自 
   分にとってプラスとなる１年間にしたいですね。 

質問：委員長の大役を受けられましたが、最初はどんなお気持ちでしたか？ 
夏原：委員長は経験させていただきたかったので迷いはありませんでした。人 
   材系の委員長であることは少し予想外でしたが、今は迷いなく次年度に 
   向け準備しています。 
質問：自身の委員会の担いを、どう捉えていますか？   
夏原：メンバーの交流から絆を深め、さらに拡大の旗振り役となる委員会だと 
   考えています。人材の確保は正直プレッシャーではありますが、精一杯 
   頑張りたいです。 

広報ブランディング委員会 委員長候補者 ～上田 一八～ 

強固な絆確立委員会 委員長候補者 ～夏原 慶～ 

次ページに続く 
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事業・例会 案内  

●２０２１年 １１月 ６日 
   １１月度家族例会～感謝の気持ちを持ち続けよう～開催  
 
●２０２１年 １２月 ５日 
  12月度卒業例会～最高の仲間と共に感動と感謝を分かち合おう～ 
 
●2021年 12月 10日 
  12月通常総会 

質問：委員長として、どんな1年間にしたいですか？ 
夏原：どんな１年になるのか想像もできませんが、１年後に後悔だけはしたく 
   ありません。委員会名でもある「メンバーの強固な絆を確立」を目指し、 
   結果が出る１年にしたいですね。 
質問：最後に意気込みを教えてください！ 
夏原：メンバーの絆、そして組織の人員拡大は非常に重要な担いです。彦根青 
   年会議所のために委員長として責任感を持って活動させていただきます 
   ので、どうぞ１年間宜しくお願い致します！ 

地域未来創出委員会 委員長候補者 ～藤井 肇～  

質問：委員長の大役を受けられましたが、最初はどんなお気持ちでしたか？ 
藤井：責任ある立場であることは理解してましたが、あまり重く受け止めては 
   いませんでした。しかし今になって…本当に大変な役目だと実感してい 
   ます。委員長を経験した人たちは凄いな…と、つくづく思います。 
質問：自身の委員会の担いを、どう捉えていますか？   
藤井：主に事業を通して、まちづくり、ひとづくり、だと考えています。地域 
   を巻き込んでの事業も予定されているため、中途半端な想いでは務まら 
   ないと考えています。 
質問：委員長として、どんな1年間にしたいですか？ 
藤井：大変なことも多いと思いますが、可能であれば自身を含めたメンバーや、 
   地域の方々と「楽しみながら」やっていきたいと考えています。 
質問：最後に意気込みを教えてください！ 
藤井：最後まで自分のできる限りを持って活動させていただきたいと考えてい 
   ます！きっと大変なことも多い１年になると思いますが、メンバーと共 
   に充実した１年を送りたいですね。 

新入会会員紹介！ 

① 仕事内容：イベント会場設営、リース  ② 趣味や好きなスポーツ：ゴルフ 
③ 結婚されていますか？：いいえ  ④ 子供はおられますか？：いいえ 
⑤ 特技：料理  ⑥ 尊敬する人：父親 
⑦ 座右の銘：初志貫徹  ⑧ 入会前の彦根青年会議所のイメージは？ 
 ：地域の町おこしなどを行なっている団体 
⑨ 彦根青年会議所に入会しようと思われたキッカケは？ 
 ：知人の勧めもあり、興味を持ち始め入会させていただきました。 
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   
  をしていきたいか教えてください。 
 ：知人の勧めもあり、興味を持ち始め入会させていただきました。 
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。 
 ：私の長所は一つのものごとに対して 
  とことん取り組める継続力や粘り強さがあることです。 

    にしむら   なおと 

名前：西村 直人    勤務先：（株）清友商会 


