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謹んで新年のお慶びを申し上げます。僭越ではございますが、この度２０２２年度公益社団法
人彦根青年会議所第６９代理事長を務めさせていただきます横津優騎と申します。我々は「明るい豊
かな社会」の実現を目指し、６８年間歩みを止めることなく地域活性化に繋がる奉仕活動を行ってま
いりました。未だに猛威をふるっている新型コロナウイルスの影響により、我々が生まれ育ったこの
地域でも様々な影響が出ておりますが、このような状況だからこそ我々彦根青年会議所が先頭に立ち、
地域を盛り上げ、守り育む活動を推し進めなければいけないと強く感じております。

本年度の我々のスローガン「勇猛果敢！絆が
創るこの地域（まち）の未来へ！」に込めた想

いは、この時代だからこそ何事にも恐れず、勇気をもって
率先して行動し、深く熱い絆で結ばれている彦根青年会議
所メンバーが一丸となり、ひこね２市４町（彦根市、米原
市、愛荘町、甲良町、多賀町、豊郷町）とそこに関わる
人々全てに、夢や希望が溢れる、明るい豊かな実現に向け、
一途に活動をする我々の決意です。次代を担う責任世代と
しての自覚を持ち、今後も時代を先行く運動に邁進してい
く彦根青年会議所に、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、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。

広報ブランディング委員会 ご挨拶

新年あ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２０２２年度がスタートい
たしました。我々広報ブランディング委員会では、地域の方々へ彦根青年会議所の情報を伝えるとと
もに、地域との繋がりも大切にしていきたいと考えます。取材などのお願いでご無理を言うこともあ
るかと思いますが、ご協力いただければ幸いです。１年間本誌と私たちの活動をどうぞよろしくお願
い申し上げます。

広報ブランディング委員会一同



２０２２年 １月 ６日 ＪＣＩ彦根 月報 No.６９４

Page ３/８

２０２２年度 公益社団法人彦根青年会議所 役員紹介

役職 ：理事長
氏名 ：横津 優騎
抱負 ：勇猛果敢に挑戦！

役職 ：外部監事
氏名 ：木田 乃輔
抱負 ：人に厳しく自分にも厳しく！

役職 ：専務理事
氏名 ：西川 隼世
抱負 ：円滑な彦根青年会議所の運営を

目指します！

役職 ：外部監事
氏名 ：宮川 佳典
抱負 ：こんなやつ残さなければよかったと思うくらいに

厳しく監事の職を全うしたいと思います。

役職 ：副理事長
氏名 ：青木 克実
抱負 ：人にやさしく、自分にも優しく

がんばります！

役職 ：副理事長
氏名 ：澤井 雄一
抱負 ：自分にしかできないことを探しながら、

委員長の成長を楽しみます！
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役職 ：副理事長
氏名 ：山田 雅崇
抱負 ：副理事長として担当委員会を盛り上げていきます。

あと、拡大頑張ります！

役職 ：総務委員長
氏名 ：北川 凌
抱負 ：厳格な組織づくりを目指し、皆の活動を

サポートいたします！

委員会意気込み
総務委員会では時代に沿って邁進するための組織運営を調え、
メンバー一人ひとりが一歩踏み出し成長することのできる組織
づくりを目指します！

役職 ：事務局長
氏名 ：夏原 大輝
抱負 ：事務局長としての担いを通じて、更なる成長を

目指します！

役職 ：広報ブランディング委員長
氏名 ：上田 一八
抱負 ：広報を担う委員会として、組織外に彦根青年会議所の

魅力を伝えつつ、繋がりをつくっていきたいです！

委員会意気込み
広報ブランディング委員会ではＳＮＳ等のツールを駆使して、組織
内外が共にひこねを明るく豊かなまちへと前進させる活動を目指し
ます！

役職 ：強固な絆確立委員長
氏名 ：夏原 慶
抱負 ：メンバーを増やしつつ、絆を確立いたします！

委員会の意気込み
強固な絆確立委員会では新たな同志を迎え入れるとともに１年を
通してメンバーが交流を積み重ね、信頼関係で結ばれた強い絆の
構築を目指します！



２０２２年 １月 ６日 ＪＣＩ彦根 月報 No.６９４

Page ５/８

役職 ：７０周年準備特別委員長
氏名 ：橋本 一幾
抱負 ：７０周年に最高のバトンを繋ぎます！

委員会の意気込み
70周年準備特別委員会では70周年に向けての意識高揚を図り、翌
年2023年に設立される実行委員会に最高のバトンを繋ぎます！

役職 ：地域未来創出委員長
氏名 ：藤井 肇
抱負 ：１年間やり切れるように頑張ります！

委員会の意気込み
地域未来創出委員会ではひこね愛を継承し市民一人ひと
りがひこねとの未来に夢や希望を抱けるまちづくりを目
指します！

役職 ：財政規則特別委員長
氏名 ：大野 勝輝
抱負 ：厳しく厳格に、１年間頑張ります！

財政規則特別委員会では財政面と規則面を厳しく審査•指導する
とともに、規律ある行動ができる健全かつ円滑な組織づくりを
目指します！

役職 ：セクレタリー
氏名 ：西村 健太郎

抱負 ：皆さんの想いの詰まった言葉を
間違えないよう、しっかりとお伝えいた
します。

役職 ：セクレタリー
氏名 ：島﨑 涼
抱負 ：前向きに。ひたむきに。

役職：会計
氏名：車 宝超
抱負：会計として一年間頑張ります！
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迎えろ！７０周年
彦根青年会議所は来年２０２３年で生誕７０周年を迎え、７０周年を記念する式典が行われ

ます。本年度は式典を成功に導くための準備委員会が立ち上げられるなど、まさに“準備”の年
になります。「迎えろ！７０周年」では来年度に控えた彦根青年会議所生誕７０周年に向けて、
過去の周年で行われた活動や当時活躍された方々への取材など７０周年に向けた情報を記事に
します。今回は７０周年準備特別委員会の方針をご紹介いたします。

「方針」

２０２３年７月に彦根青年会議所がひこねの地に産声を上げてから７０年の月
日が流れようとしています。先輩諸兄姉が紡ぎ続けてきたまちづくりへの熱い想
いによって、私たちが住み暮らすひこねは輝きを放つまちへと持続的に発展を遂
げてきました。その勇猛果敢な志と行動は、今もなお私たちに脈々と受け継がれ、
組織へ更なる変革を齎し、新たなる挑戦への糸口を模索し続けています。
７０周年準備特別委員会では、これまで築き上げてきたチカラをカタチ創る中

でメンバー一人ひとりが彦根青年会議所の存在意義を再認識し、運動の原点であ
るまちづくりへの想いを馳せるとともに、次代に果たすべき使命と新たな可能性
を模索することにより、活氣溢れるひこねの未来へと想いを紡ぎ、翌年設立され
る実行委員会へと最大限のバトンを繋ぎます。

７０周年準備
特別委員長
橋本一幾

知ろう地域の輝き
「知ろう地域の輝きでは」地域で活躍している人物、話題のスポットを取材し記事にしていきます。今回は「彦根Ｊ
Ｃシニアクラブ」代表幹事の森野寛志さんにお話を伺いました。我々とも関係の深い？Ｊｃシニアクラブとはいった
いどんな団体なのか！？

日
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筆者：まず始めに彦根ＪＣシニアクラブとはどのような団体で
しょうか？
森野：簡単に言うと彦根青年会議所を卒業した卒業生で構成さ
れた団体で、主に彦根青年会議所の後方支援を中心に行わせて
もらっています。
筆者：私たちの後方支援ですか。具体的にはどのようなことで
しょうか？
森野：彦根青年会議所の行う事業で資金援助が必要な時のため
に準備をしています。あとは相談役ですね。ＪＣの卒業生でで
きている団体だから、「困ったらシニアクラブ」といった具合
にＪＣの事なら何でも聞いてくださったら良いですよ。

筆者：ありがとうございます！すごく頼もしい。困った時はぜひ頼り
にさせていただきますね！他にされている活動はありますか？
森野：あとは卒業生の繋がりの場としての活動がありますね。ゴルフ
コンペを行ったり、家族旅行に行ったり、卒業後はなかなか顔を合わ
せる機会がないからこういった活動で親睦を深めています。
筆者：ＪＣメンバーは卒業してからも仲が良いのですね。最後に森野
さんが２０２２年度の彦根青年会議所に期待されることはあります
か？
森野：やっぱり４０歳までという若さを活かした活動をして欲しいで
すね。多少無鉄砲でも失敗を恐れず果敢に挑戦して欲しいと思います。
あとは楽しんで事業を行って、楽しみながら様々なことを学んで行っ
ていただきたいと思います。
筆者：ありがとうございます！果敢に挑戦。まさに本年度のスローガ
ンである「勇猛果敢」にぴったりのお言葉です。２０２２年度は私も
果敢に挑戦していこうと思います。

本日はありがとうございました。
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広めろメンバーの想い
「広めろメンバーの想い」では委員会や執行部の取り組みを取材し、記事にしていきます。今回は２月に例会の設営
を控える地域未来創出委員会の藤井委員長と、２月総会の設営を控える総務委員会の北川委員長にお話を伺いました。

しみず しょうた

名前：清水 翔太
勤務先：（株）明豊①仕事内容：建設業

②趣味や好きなスポーツ：サッカー
③結婚されていますか？：はい
④子供はおられますか？：女の子が3人
⑤特技：家事
⑥尊敬する人：社長、父
⑦座右の銘：艱難汝を玉にす
⑧入会前の彦根青年会議所のイメージは？
：人の繋がりを大事にしている！

⑨彦根青年会議所に入会しようと思われたキッカケは？
：建設業のみならず多種多様な職業の方がいるとお聞きして、色んな知識を吸収できると思い入会しよ

うと思いました。
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。
：色んな活動に参加し、色々な知識を吸収し、人に頼られ、人を引っ張っていけるような人になりたい
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。
：私は人と関わることが好きで、人間関係には自信があります。コミュニケーション能力や、効率よく
時間を使うことができます。

地域未来創出委員会 ２月度例会～地域資源との触れ愛～ 委員長 藤井 肇
筆者：まずは２月度例会～地域資源との触れ愛～とはどのような事業ですか？
藤井：私たちの住む２市４町（彦根市、米原市、愛荘町、甲良町、多賀町、豊郷町）には普段生活し
ているだけでは見つけられない、たくさんの魅力があると思います。そのたくさんの魅力を発見する
ためにメンバー自身が、現地に行き、目で見て、肌で感じ、体験することで、このまちの地域資源に
対して更に理解と興味を深めていただき、このまちに対してより一層の愛郷心を育んでいただきたい
と考えています。メンバーには２市４町の中でも普段なじみのある地域以外の場所に行っていただき、
魅力を知り今後の活動に活かしていただきたいことが狙いです。
筆者：確かに普段の生活だけでは気づかないことでも、意識して見ることで新たな発見というものは
ありそうですね。今後の活動に活かすとはどういったことでしょうか？
藤井：メンバーが地域の魅力を知ることで、今後の事業などを通してメンバーから市民に魅力を伝え
られるようにもなると思います。
筆者：なるほど。私も広報として地域の事をしっかりと学ばせていただき、魅力を発信していきたい
と思います。

新入会会員紹介

総務委員会 ２月通常総会 委員長 北川 凌
筆者：まずは２０２２年度初めての総会ですがどのように感じておられますか？
北川：２０２２年度は総務委員会ということで、総務が独立しています。１人でも多くの
メンバーに総会の重要性を説明し、１人でも多くのメンバーに参加していただきたいと考
えています。
筆者：気合が入っていますね。総会の重要性とはどのようなことですか？
総会の重要性としては一般社団法人、公益社団法人には総会の設置が法律で義務づけられ
ていることに加え、組織の最高意思決定機関であるということです。これらをメンバーに
分かりやすく説明して参加を促したいと思います。
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事 業 ・ 例 会 案 内
●２０２２年 １月 ６日 １８時～

新年交流例会～勇猛果敢！絆が創るこの地域（まち）の未来へ！～開催
●２０２２年 ２月 ６日 ９時半～

２月度例会～地域資源との触れ愛～開催
●２０２２年 ２月 １０日 １９時半～

２月通常総会開催

理事会通信
この欄では青年会議所の肝と言っても過言ではない理事会の情報を紹介いたします。この理事会の中で委員長や執

行部の考えた事業が実行するに値するものなのか、しっかりと計画が練られているのかといったことを議論し、理事
の承認を得て初めて実行に移れます。委員長達にとっては正に修羅場！？な理事会の詳細をご覧ください。

・第１回理事候補者会議決議事項 日時：１１月１２日（金）１８時００分～２７時０３分
場所：文教スタヂオ５階

●審議事項
１号議案 ２０２２年度理事候補者会議及び理事会開催の件 全会一致をもって承認
２号議案 ２０２２年度事業計画（案）承認の件 全会一致をもって承認
３号議案 ２０２２年度職務分掌（案）承認の件 全会一致をもって承認
４号議案 ２０２２年度収支予算書（案）承認の件 全会一致をもって承認
５号議案 総務調査～彦根ＪＣをアップデート～の件 取り下げ
６号議案 ２０２２年度ＬＯＭスローガン承認及び掲出物作製の件 全会一致をもって承認
７号議案 彦根青年会議所公式ＷＥＢサイト開設・運営及びＳＮＳ運営の件 全会一致をもって承認
８号議案 彦根青年会議所広報ポスター発行の件 全会一致をもって承認
９号議案 月報発行の件 全会一致をもって承認
１０号議案 １月度（新年交流）例会
～勇猛果敢！絆が創るこの地域（まち）の未来へ！～開催の件 全会一致をもって承認

・第２階理事候補者会議決議事項 日時：１２月１４日（火）１９時１０分～２４時５０分
場所：文教スタヂオ５階

●協議事項
１号議案彦根青年会議所広報ポスター内容の件
●審議事項
１号議案 総務調査～ＪＣＩ彦根をアップデート～開催の件 全会一致をもって承認
２号議案 仮入会会員承認の件 全会一致をもって承認
３号議案 ２０２２年度会員会費徴収の件 全会一致をもって承認
４号議案 Instagramにおける広告の利用及び検証の件 全会一致をもって承認
５号議案 ２月度例会～地域資源との触れ愛～開催の件 全会一致をもって承認
６号議案 ２月度通常総会開催の件 全会一致をもって承認
７号議案 ハンドブック作成の件 全会一致をもって承認
８号議案 滋賀大生による人と魅力を“ツナグ”プロジェクト参加の件 取り下げ

今回は２０２２年度初めての理事会である第１回理事候補者会議でした。議案数が多いこともありますが、各委員会の

一年間の活動を左右する「方針」の上程があるとあって理事達にも熱が入り、実に９時間もの間会議が行われました！そ
んな中でありましたが全委員会無事に方針が承認され、２０２２年度の活動の方向性が決りました。
また本年度新たな取り組みとして注目の議案「総務調査～彦根ＪＣをアップデート～」がありました。彦根青年会議所

とは別の地域の青年会議所の実態を調査し、良いところ、彦根青年会議所にも必要だと思うことを取り入れ“アップデー
ト”するといった計画書でしたが、精度が足りないということで残念ながら取り下げとなってしまいました。第２回理事候
補者会議にて再上程されるとのことですので次回に期待です！

前回ほどではありませんが、今回も５時間半と白熱した会議となりました！注目は前回取り下げとなった「総務調査」、
取り下げの際に理事達からたくさんの意見をいただいて、しっかりと反映したことでアップデートされた議案書となり、
無事に承認！この議案書をもとに行われる総務調査にて彦根青年会議所にもたらされる変化は正にアップデートとなるの
ではないでしょうか？どのような結果が出るのか楽しみであります。
我々広報ブランディング委員会も１議案と１協議事項の上程をさせていただきました。無事に承認されたInstagramにお

ける広告の利用及び検証は、昨年度から力を入れているInstagram利用の中でまだ使ったことのない広告機能を利用しよう
というものです。限定配信の彦根青年会議所の広告を見られた人はラッキー！？この記事を読んで下っているそこのあな
たもInstagramを今すぐダウンロードして彦根青年会議所をぜひFollowしてください！次に広報ポスターの協議では様々な
意見が飛び交い、委員長の私は心が折れそうになりました。しかしめげずに試行錯誤を重ねてインパクトあるポスターに
なったと自負しております。北は米原、南は愛荘町の協力施設に掲載していただく予定ですので、ぜひ見つけてみてくだ
さい。（ヒントはスカイランタン）
８号議案は滋賀大生が中心となって地域活性を行う団体Aube Project（オーブプロジェクト）。そのAubeによる“ツナ

グ”プロジェクトへの参加協力を行うという議案でしたが、資料不足などにより残念ながら取り下げとなってしまいました。
次回１月５日の第１回理事会にて再上程される予定です。

過去の事業に
関する記事、
各種公式ＳＮＳ
などはこちらの
リンクよりご覧
ください！


