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創立六〇周年へ向けて
宣言文を学ぼう
二〇二一年五月一九日㈬に本
年二回目となります︑周年の勉
強会を長野商工会議所篠ノ井支
所二階にて行いました︒
今回は四〇周年時に策定した
周年宣言文について︑講師に第
四五代理事長宮尾一暁先輩︑第
四六代理事長関裕司先輩︑第四
七代理事長小山和伯先輩︑第四
八代理事長宮崎弘章先輩をお呼
びし周年宣言文がどの様に事業
に影響を与えたかなどについて
発表して頂きました︒
現役メンバーで前回の周年当
時を知るメンバーが少ない中︑
宣言文について普段︑疑問に
思っていることなど活発な意見
が出され︑先輩諸兄方々に的確
に疑問に答えて頂きました︒ま
た当時のお話や事業に対する熱
い情熱を知る事ができ改めて周
年宣言文の重みを感じるととも
に創立六〇周年・認承五〇周年
へ向けて弾みとなる良い例会と

2021年度 外報紙

委員長所感
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五月一九日㈬﹁創立六〇周年へ向けて

宣言文を学ぼう﹂と題し︑五月例会を開

催いたしました︒

本年︑︵公社︶南長野青年会議所が創立

六〇周年・認承五〇周年並びに記念式典

開催を迎えるにあたり︑先輩諸兄や関係

諸団体︑そして地域の皆様へ次の一〇年

へ向けた新たな宣言文を発表する必要が

あると考えておりましたが︑その為には

過去この宣言文を基にどのような活動が

行われ︑これからの一〇年︑地域にとっ

てどのような存在となり︑どのような活

動を行っていくのかをメンバー全員で学

ぶ必要があると思い︑本事業を開催いた

しました︒

二〇一六年度から二〇一九年度の歴代

理事長をお招きしまし︑前半は各年度の

事業内容やスローガン︑周年宣言に対す

るお考えをパワーポイント資料で振り返

り︑各理事長の当時の念いをお聞きしま

した︒後半は現役メンバーでもある二〇

二〇年度理事長酒井総一郎君︑本年度理

事長久保廣範君を加え︑現在の南長野青

年会議所や南長野地域の現状をディス

カッションしたり︑現役メンバーの当会

議所に対する熱い念いや︑質疑応答を行

い︑最後に先輩方から現役メンバーへ激

励のお言葉を頂き︑会は終了となりまし

た︒予定時間を大幅に過ぎてしまいまし

たが︑メンバーには来たる創立六〇周

年・認承五〇周年記念式典︑そして五〇

周年宣言文策定へ向けての第一歩とする

ことができました︒

す

あ
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月例会

６月

六月一九日㈯に﹁姉妹締結先

日㈯

韓

国を学んでみよう！﹂の事業を開催
しました︒
私たち南長野青年会議所では韓国

■

■

二階

総務国際委員会

長野商工会議所篠ノ井支所

企画担当

委員長所感

六月例会﹃姉妹締結先

渡辺 利覚

韓国を学んで

みよう！﹄を開催致しました︒昨年度は

新型コロナウイルスの影響でお互いの地

へ行くことが出来ず大変残念な思いをし

ました︒また今年度もどうなるか分から

ない状況の中で︑入会間もないメンバー

やまだ西大邱青年会議所と交流をしたこ

とのないメンバーに交流を知ってもらい

たい︑そして交流をしたことのあるメン

バーにも改めてその歴史を知っていただ

きたく計画をさせていただきました︒

事業を実施するにあたって︑過去に

行ってきた交流の年表の制作や先輩の

方々へのインタビューを通して当時の様

子やきっかけなどを直接お聞きすること

が出来て何より一番勉強になったのは私

自身でした︒そしてこのような機会を作

ることが出来たことに感謝申し上げま

す︒

す

あ

大邱市の西大邱青年会議所と姉妹締
結をして三八年目となりました︒残
念ながら昨年は互いの地を行き来す
ることができなく︑本年もどうなる
かわからない状況であります︒この
際︑過去の事業を振り返る機会を設
け︑もう一度メンバー自ら交流につ
いて考える必要があるのではないか
と考え実施いたしました︒
姉妹締結当時の理事長久保田俊一
先輩や過去に国際交流委員長を務め
られた小林憲明先輩へのインタ
ビューなどを上映しながら︑交流の
始まりや当時の交流の様子などを資
料と共に勉強しました︒
また第二部では韓国語講師をお招
きして韓国語の読み方などや文字の
書き方など勉強をし︑終始和やかな
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ムードで事業を終えることができた

渡辺 利覚
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ことが出来ました︒
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総務国際委員会
委員長

インタビューにご協力頂いた、久保田俊一先輩
インタビューにご協力頂いた、小林憲明先輩

姉妹締結先
韓国を学んでみよう！
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月例会

７月
７月

力を合わせよう！

新型コロナウイルスの影響で対外的な
事業が中々難しい中で待ちに待った︑今
年度初の公益事業として七月一一日㈰︑
二四日㈯の二日間にかけ七月例会﹁力を

日㈰
長野市青少年錬成センター

篠ノ井交流センター学習室１

あす

未来への力創生委員会

■

■

日㈯

企画担当
を基に完成を想像しながら共に汗を流し
ました︒最初はなんだか少しぎこちない
子ども達もすぐに打ち解けて︑思いもつ
かないアイデアや意見など活発に出し合
いながら︑わいわいと楽しみながら制作

委員長所感

藤岡 秀一

七月一一日㈰︑二四日㈯の二日間にかけ七月例会﹁力を

合わせよう！みんなの秘密基地プロジェクト﹂を開催致し

新型コロナウイルス感染症の影響を受け︑人数を絞った

ました︒

事業となりましたが︑当日は南長野地域の子ども達が元気

に参加してくれました︒

代

小坂浩一様に講師としてご参加頂きました︒建

一一日のオリエンテーションでは小坂建築株式会社

表取締役

物の種類や構造の仕組み︑工具の使い方など︑子ども達が

知らない事も分かり易くご説明頂きました︒それを踏まえ

グループごと集まり様々な意見を出し合ってもらい︑当日

作る秘密基地の図面を完成させました︒

そして二四日︑例会当日は満を持して青少年錬成セン

一人では持てない大きな木の柱も仲間と共に運び︑協力

ターにて秘密基地制作にあたりました︒

しながら少しずつ思い描いた秘密基地になっていくのを見

に取り組んでいました︒そして何より皆
で協力して物を作り上げる事の大切さを

な子も作業中盤以降は積極的に仲間のサポートする姿を見

て︑だんだんと笑顔が増えていきました︒最初は不安そう

伝えることが出来た大変良い事業になり
ました︒
来年度以降からは新型コロナウイルス

そして試行錯誤を経て︑三グループともに思い思いの素

る事ができ非常にうれしく思いました︒

す

あ

合わせよう！みんなの秘密基地プロジェ
クト﹂を長野市青少年錬成センターで開
催致しました︒
参加者募集の段階から応募が殺到し直
ぐに定員に達し反響の大きさに驚かされ
ました︒当日は天候にも恵まれ夏らしい

の影響が落ち着き思いっきり事業が行え

晴らしい秘密基地を見事完成させ︑子ども達の笑顔を見る
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る環境に戻ることを願うばかりです︒

藤岡 秀一

陽気の中︑子ども達と一緒にグループ毎
に分かれオリエンテーション時の設計図

事が出来ました︒

コロナ禍という中で人と人の携わりが希薄になった状況

下ですが︑本事業を通して仲間と協力する事の大切さや素

最後になりますが︑ご協力頂きました講師︑看護師の

晴らしさを少しでも感じ取ってもらえたかと思います︒

方々︒そして猛暑の中設営や準備にご協力いただいたメン

バーの皆様に感謝を申し上げ委員長所感とさせていただき

ます︒

2021年度
あす
未来への力創生委員会
委員長

7

みんなの秘密基地プロジェクト
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日㈬
長野商工会議所篠ノ井支所

企画担当

二階

総務国際委員会

■
■

二〇二一年八月一八日㈬︑

第二回通常総会が行われまし

た︒本総会では二〇二一年度

補正予算︑二〇二二年度理事

長並びに監事予定者︑理事並

びに正副議長予定者が承認さ

れました︒理事長予定者に宮

尾祐介君︑外部監事に山岸陸

弘先輩と渡辺利覚君︑そして

理事予定者も決まり次年度へ

の第一歩が始まりました︒

第二部からは当青年会議所

の先輩であるシニア会役員の

皆 様 ︑ 北 信 ４Ｌ Ｏ Ｍ の 代 表 の

方々をお招きし︑久保理事長

より本年度の事業報告と後半

の目標を語られました︒また

久保理事長より︑宮尾理事長

予定者へ﹃黎明の鍵﹄の伝達

が行われました︒伝達後︑宮

尾理事長予定者より次年度へ

向けての決意をご報告させて

〒388-8007

頂き︑シニア会会長寺澤英雄

慌ただしい夏も過ぎ去り︑うっすらっと紅葉がはじまりすっかり秋

らしい季節になっておりました︒残すところあと二ヶ月となってしま

いました︒本年度も残念ながら新型コロナウイルスの影響で四月例会

しかしながら限られた条件の中でも多くの事業を考え着実に前に進

が中止になりそして周年事業が延期の判断となりました︒

利覚

無事にブロック大会の主幹ＬＯＭとしての役目も終え︑第二回通常

んでいます︒

渡辺

総会では二〇二二年度理事長予定者に宮尾祐介君が選出され次年度へ

委員長

残すところあと二ヶ月ですが周年という大きな事業もあります︒久

の第一歩が始まりました︒

総務国際委員会

保理事長のもと︑団結しゴール目指してラストスパートをかけて参り

たいと思います︒

公益社団法人

８月
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【黎明の鍵の伝達式】
久保理事長と宮尾理事長予定者
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様よりご祝辞をいただき︑第

祐介
廣範
陸弘
利覚
亮太
善幸
裕太
一基
晃
剛
啓太
浩靖
陽祐
旭
晃
啓太
浩靖
亮太
翔
行伸
純也
秀一

二回通常総会を閉会致しまし

宮尾
久保
山岸
渡辺
平山
久保
上條
飯田
山岸
榊原
宍倉
竪岩
小林
鈴木
山岸
宍倉
竪岩
平山
児島
渡邊
池田
藤岡

た︒

理事長予定者
直前理事長
外部監事予定者
〃
総括副理事長予定者
副理事長予定者
〃
専務理事予定者
委員長予定者
〃
副委員長予定者
〃
〃
〃
事務局長予定者
副事務局長予定者
〃
会員拡大室室長予定者
会員拡大室副室長予定者
〃
議長予定者
副議長予定者
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2022年度理事予定者紹介

創立60周年・認承50周年記念式典延期について
本年度、公益社団法人南長野青年会議所は創立60周年・認承50周年という節目の年
を迎えることができました。この記念すべき年を迎えられましたのも、これまで歴史
を紡いでこられた先輩諸兄、日頃より多大なるご支援ご協力賜りました関係各位、そ
して何より我々の活動にご理解頂き、ご参加頂いている地域の皆様のお陰であります
ことに心より感謝申し上げます。
さて、ご承知のことと存じますが、８月29日に開催を予定しておりました創立60周
年・認承50周年記念式典並びに記念事業は新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、
式典の延期と事業の中止を決定させて頂きました。多くの関係各位や先輩方から出席
のご連絡を頂きましたこと改めて御礼申し上げます。延期とさせて頂いていた記念式
典に関しましては11月27日㈯に改めて開催する方向です。その折には是非ご出席頂け
ればと存じます。
最後に、これからも明るい豊かな社会の実現に向けて精一杯努めてまいりますの
で、皆様の更なるご支援、ご協力をお願い申し上げます。
周年実行委員長

南長野青年会議所
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