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２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告 

 

一般社団法人網走青年会議所 

２０２２年度理事長 長井 寿公 

 

本年、石川玲司会長をはじめとする網走青年会議所シニアクラブの皆様には、一般社団

法人網走青年会議所創立７０周、また会員拡大といった様々な場面でご協力を賜り、誠に

ありがとうございました。１９５２年戦後の混乱期のなか、全国で２８番目、道内におい

ては４番目の青年会議所として設立された網走青年会議所の創立７０周年を迎えるにあた

り、先輩諸兄姉より連綿と紡がれてきた歴史と伝統から、創始の精神とは何かを学び、い

つの時代も網走青年会議所が先駆けとなって地域の課題に対し果敢に挑戦してきた姿がそ

こにはありました。この精神は本年入会のアカデミー８名を含む会員３０名に伝播され、

２０２５年度北海道地区大会の主管立候補という形で具現化いたしました。私達はこれか

らも学び得た創始の精神ともいえる挑戦し続けることの大切さを忘れることなく、邁進し

ていくことをお誓い申し上げます。 

また、一般社団法人網走青年会議所へ会員を御輩出していただいております。企業の皆

様、そして日頃より支えていただきました御家族の皆様に対しましても心から感謝と御礼

を申し上げます。本年度は『新たな価値と人のつながりから、夢溢れる網走の創造』を基

本理念に掲げ運動を展開してまいりました。この網走を夢溢れるまちにするためには、ま

ずは会員である私たち自身が『夢を語れる大人』にならなくては、どんな運動を展開して

もそれは真に人々の共感を得られるものにはならないと考えます。青年会議所の活動の中

では本年も様々な困難がありましたが、４人の委員長を中心とした各委員会が試行錯誤し、

まちの課題に対し果敢に挑戦する姿から、人々の共感を生み夢溢れる網走の創造に一歩近

づけたのではないかと考えております。 

そして最後に、今年一年間一緒に活動しお支えいただきました。固い絆で結ばれた仲間

と共に歩んだ本年は、１６年という JC ライフの中で最も思い出深い一年とすることが出来

ました。私自身の弱さから必ずしも人々が求める『強いリーダー』ではなかったかもしれ

ませんが、歴史と伝統あるこの青年会議所で私自身が学び得た経験の中から、『変えてはい

けないもの』『変えるべきもの』を常に考慮することを、単年度制という会の性質から好循

環を生み出す判断の根幹としてきました。『網走青年会議所は、現役が育て発展させなけれ

ばならない。』これからもこの本質を忘れることなく、『まっすぐな心を持って』運動に邁

進されることを願い、それぞれがそれぞれの担いを全うし互いに切磋琢磨した全会員に万

感の思いを込めて心からの「ありがとう」を伝えると共に、全ての方々に心からの感謝御

礼を申し上げ、私からの事業報告に代えさせていただきます。１６年間大変お世話になり

誠にありがとうございました。 
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２０２２年度 網走青年会議所シニアクラブ 事業報告 

 

網走青年会議所シニアクラブ 

会長 石川 玲司 

 

本年度、網走青年会議所シニアクラブは会員数１３６名で、副会長には現役当時専務理

事の石垣直樹君にお願いをし、新会員として中振恵梨君、福田稔君の２名に入会していた

だき幹事を引き受けていただきました。役員を受けていただきました３名に対し多大なご

協力と尽力いただきましたこと厚く感謝申し上げます。 

先行き不透明な社会情勢の中、戸惑いがありながらの運営となりましたが２０２２年度

は、網走青年会議所創立７０周年の節目の年度でありシニアクラブとしても現役に対して

協力していかなければならないと感じておりました。６月４日に無事に開催されたました

網走青年会議所創立７０周年記念式典、大懇親会ですが開催するにあたり現役メンバーの

皆様におかれましては計り知れないほどの大変な葛藤と苦労があったことと思います。ま

た誰もが驚いたサプライズ、元内閣総理大臣 日本青年会議所第２８代会頭 麻生太

郎 先輩が急遽お祝いに駆けつけてくださりご挨拶を頂戴しました。後にも先にも

今後起こりえない周年になったと感じております。 

そして恒例の観楓会ですが、本年は、尾形浩人先輩、宝沢和幸先輩、山形昇先輩、

池諭先輩の４名が還暦を迎えられ、尾形浩人先輩、山形昇先輩の２名にご参加をいただ

き盛大に開催することができました。 

最後になりますが、組織を構成しているものは人であり今まで多くの方々の多大な尽

力の上に今の組織があると感じます。これからも現役メンバーの皆様に頑張っていただ

きたくさんの活躍をしていただきたいと思います。こうして７０年もの間続いてきた網

走青年会議所に感謝、本年度一生懸命に活動していただいた現役メンバーに感謝、本年

度ご協力いただきましたシニアクラブ役員並びにメンバーの皆様に感謝を申し上げ事

業報告とさせていただきます。１年間ありがとうございました。 
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２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告 

直前理事長 柏崎 尚史 

本年度、長井 寿公理事長のもと、直前理事長という立場で網走青年会議所の運動に参画

させていただきました。まだまだ予断を許さないコロナ禍で理事長をはじめといたします

三役の皆様は多くの判断や苦渋の決断をされ、会のリーダーとして会員を導いていただき

ました。委員長の皆様におかれましては在籍年数が浅い事もあり何事にも新たな挑戦であ

る一年であったと考えます。また、本年度入会したアカデミーの皆様につきましてもひと

づくり委員会内沼委員長のもとで、積極的に事業に参加する意識から多くの学びや経験を

もって会を盛り上げていただきました。 

石川 玲司シニア会長をはじめ網走青年会議所シニアクラブの皆さんに多くのご協力を

賜り、会員が一丸となり網走青年会議所創立 70 周年を成功裏に終えることが出来たことは

会員の自信につながり、組織に対する帰属意識がさらに高まったと考えます。改めて組織

の存続のために会員拡大に力を入れ、地域に必要とされる運動を展開していく気概が醸成

されました。今後とも一人ひとりが輝ける組織を目指し、先輩諸氏が紡いできた一年一年

の歴史を責任と覚悟をもって次代につないでいく事をお約束いたしまして直前理事長の一

年間のご報告とさせていただきます。 

一年間本当にありがとうございました。 

 

２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告 

顧問 新谷 正樹 

「一年を振り返って」 

 

ＬＯＭの最後の役職として、顧問という職を仰せつかりました。本年は、特に理事会等

運営面では苦労した 1 年であったかと思いますが、70 周年記念式典・懇親会の開催や、各

周年記念事業にて、ＪＣＩ網走の存在価値を大きく示すことができたと思います。2020年、

2021年のようにコロナでの行動制限もなく、過去 2年のような制約がない中で、各委員長・

議長は年当初自分ができる以上の力を出してくれました。 

この文章を記載している時点ではまだ終わっておりませんが、12月 15日には顧問として、

JCI 登別室蘭の次年度スタートアップセミナー「JC って何？」に講師としてお呼びいただ

いております。来年度、地区大会主管を控えた JCI 登別室蘭のメンバーに対し、JC や地区

大会を主管する意義について、お話をしてまいります。 

入会した 2009年とは、時代も大きく変化しましたし、メンバーの構成もサラリーマンが

増えるなど、JCI網走も変化しました。しかし、変わってはならない、変えてはならないも

のがあります。 
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それは、JCに取り組む「姿勢」であり、「思い」であり、人としての「道」を違えないこ

とだと思います。どれだけ今のメンバーに伝わっているかはわかりませんが、おせっかい

な立場であることから、あえて指摘をした一年でした。 

余談ではありますが、道東エリア「テキーラおじさん」を昨年のエリア大会にて拝命し

ました。JCI網走としては初のテキーラおじさんということで、歴代のテキーラおじさんと

比較しても、私はあまりそういった柄ではありませんが、懇親会を盛り上げるべく尽力し

てまいりました。最後の道東エリア大会でも出番があり、今まで道東エリアには出向経験

もない中で、道東エリアの皆様とも友情を育むことができた 1年でした。 

1年間お世話になりました。ありがとうございました。 

 

２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告 

監事 梅津 尚則 

 本年度監事の職をお預かりするにあたり、諸先輩にご助言をいただきまして、監事のあ

るべき姿と発言や行動に注意し、一年間取り組みました。理事会では特に委員長方々には

厳しいことを言う場面も多くあったと思います。個人としての意見ではなく、いかに公平・

公正であるかを意識しながら責務を務めて参りました。また、本年度はアカデミーが 8 名

と多く、ＪＡＹＣＥＥとしての礼儀、礼節、マナーなど基本的なことを注意喚起いたして

おりました。 

 １年が終わり、改めて振り返ってみますと、自分の理解とメンバーとの理解に相違であ

ったり、まだまだ勉強不足であり、足りない部分があり反省するところであります。最終

年度でありましたましたが、監事として多くのことを学ばさせていただきました。誠にあ

りがとうございました。 

 

２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告 

監事 川原田 英世 

２０２２年度の監事報告を申し上げます。コロナ禍が継続する異常な状況の中、思った

ようには物事が進まない状況が続いた２０２２年となりました。そういった中で、ＩＣＴ

を活用した新たな会議の在り方にすっかり慣れると同時に、顔を合わせて対面で会議や事

業に取り組んでいくことの重要性や、委員会を通して手作業で作り上げていくことの大切

さを考えさせられる一年となりました。 

また、本年は創立７０周年という大きな節目の年となりました。地域の中に青年会議所

があることの価値を再認識するとともに、次の世代にバトンを渡して、これからも持続可

能な組織へむけて、人を育て、まちづくりを進めていくことの重要さを感じているところ

です。 
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監事として、厳しいことを言う機会が多い一年であったと思います。とくに、コロナ禍

だから出来なくてしょうがないという言い訳や弱音は通じないと指摘してきました。 

このことが、これからの網走青年会議所組織の力となってくれることを願うところです。 

先輩諸兄姉には、本年度もお支えいただいたことに心から感謝を申し上げ、２０２２年

の監事報告とさせていただきます。 

 

２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告 

人間力開発室担当副理事長 今野 喜彦 

本年度、人間力開発室副理事長として、ひとづくり委員会を担当させていただきました。

つながりから始まるひとづくりに向けた挑戦という事で、１年間邁進させていただきまし

た。 

人づくり委員会では、アカデミー育成も担い、全会員の人間力の向上と、アカデミーに

青年会議所の魅力や楽しさを伝えながら育成に努めてまいりました。ひとづくり委員長を

担当してくれた、内沼委員長も入会２年目ながら、必死に頑張って委員長を務めてくれま

した。本来であれば、副委員長などを経験し、委員長業を傍で見てから委員長を担うのが

望ましいところではありますが、会員数の減少による弊害のためではありますが、少し酷

な経験をさせてしまったのかなと後悔の念もございます。しかし、本人がやると決めた事

なので全力でサポートして運営していこうと心に決めて１年間活動させていただきました。

年度始まりは、委員長がパソコンに不慣れだという事で、パソコン作業の部分は私や、他

の会員に分担し、内容の取り決めなどをメインに頑張ってもらいました。その結果、多く

のメンバーを巻き込み、率先して行動するメンバーを増やすことに繋がりました。人間力

開発事業である山崎ひとみ氏を招いて行った話し方講座でも、講師の選定や打ち合わせ等

アカデミーが活躍し、６月第１例会でも、講師とのセッションや、当日の打ち合わせ等ア

カデミーがいなければ成功できない程、素晴らしい活躍をしてくれました。 

そして何より、１１月第１例会である、卒業例会では、内沼委員長が覚醒し、苦手だっ

たパソコンで、動画を作成することが出来るまでに成長していました。残念ながら私は卒

業会員だったので、その過程をリアルに見ることは出来ませんでしたが、素晴らしい卒業

例会を目の当たりにして、とても感動しました。結びになりますが、ひとづくり委員会を

しっかり引っ張って行ってくれた内沼委員長。そして委員会メンバーであり、アカデミー

の親分とアカデミーに崇拝されていた、梅津監事、柏崎直前理事長。卒業例会で委員会を

活性化してくれた土屋委員、そしてなにより、大いに委員会を盛り上げてくれたアカデミ

ー全員に感謝を申し上げて、私の副理事長事業報告とさせていただきます。１年間ありが

とうございました。 
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２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告 

地域開発室担当副理事長 小林 太郎 

本年は地域開発室まちづくり委員会担当の副理事長として、とても実りある、成長した

一年を過ごさせていただきました。 

2021 年の 9 月、長井理事長からご指名をいただき、初めての副理事長を仰せつかること

になりました。引き継ぎ委員長の経験しかない私は 800 字も初めてで、多くの議論を重ね

て室方針を構築しました。まちづくり委員会に関しましては、5 月第 1 例会、8 月第 1 例会

を担当させていただきました。どちらも今後のまちづくりを行う上で先進的な技術をどう

取り入れていくのかを学べる例会でありました。 

理事長からは、「地域課題の根本を解決せよ。」と指示をいただきまして、委員会で何度

も会議を繰り返し、調査を行った結果、e スポーツを取り入れたまちづくり事業と、まちの

未来を担う子どもたちを巻き込んで火おこしを使ったキャンプを行う青少年事業の骨子が

固まりました。 

e スポーツを取り入れたまちづくりは、8 月第２例会と並び創立 70 周年記念事業として

開催させていただくことになりました。まず、7 月に「網走レキシキャンプ」を行いました。

こちらは市内の小学生とその家族を対象に、デジタルに必要なのはより原始的な自然の中

の体験であると考え、火おこしやキャンプを行いました。また、9 月には「網走激闘!!全国

から集まれ e スポーツ大会」を行い、全国から選手を募り、オンライン上で大会と網走の

PR を行いました。こちらは YOUTUBE 上にも公開しておりますので、ぜひご覧ください。 

以上の事業から、網走の地域課題解決の一助となる運動を展開することが出来たと思っ

ております。 

最後になりますが、様々な面でご協力いただきました田宮副理事長、今野副理事長、色々 

な面で御指導頂きました、柏崎直前理事長、梅津監事、川原田監事、私のもとで頑張って

くれた岩瀬委員長、そしてなんだかんだ、最後まで一緒にあれやこれやと色々任せてくだ

さり育ててくださった長井理事長に感謝を申し上げて、副理事長報告とさせていただきま

す。 1 年間ありがとうございました。 

 

２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告 

組織改革室担当副理事長 田宮 祐介 

本年度、組織改革室担当副理事長を受け持ち、鴻巣議長率いる組織改革会議をサポート

してまいりました。鴻巣議長は何事も準備やスケジュール管理もできるので、安心して任

せることができました。会議体のメンバーも協力的で、人数は少なかったですが、少数精

鋭駆け抜けることができました。事業に関しては会員拡大と組織改革ということで、メン

バーを巻き込み８名の会員拡大につながりました。 
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例会も拡大へとつながる異業種交流会の４月第１例会、組織力を高めるための、地区協

顧問の梶原さんを呼んだ９月第１例会の二本を実施しました。特に９月第１例会では１０

０パーセント例会を達成することができ、組織改革と会議体名にもある通り、会員を引っ

張っていく会議体になったと感じています。その会議体メンバーの３名がそろって次年度

の三役ということで、来年も期待しています。 

そして、本年度は途中から総務広報委員会をサポートすることとなり、組織改革会議以

上に守屋委員長と一緒にいる時間が多くなりました。年当初、守屋委員長はパソコンも使

えず、どうしたもんかと思いましたが、連日隣でパソコンを並べ議案を作っていくうちに

みるみるパソコンスキルがアップしていくのは教え甲斐があり、さらに後に作業を溜めな

い守屋委員長の性格は、周りに作業を振るのも上手く、わからないことはすぐに確認し、

最終的に自分でやり抜く姿は、非常に気持ちのいい委員会運営を行っていたと思います。 

さらに９月になるとひとづくり員会のサポートも行ってきました。卒業例会の準備とい

うことで、内沼委員長率いるひとづくり委員会とアカデミーの委員会をあまり意見を言わ

ないように聞いていると、アカデミー同士が仲がいいのは素晴らしいことですが、ふざけ

始まったり、結果何も決まっていなかったりと、グダグダな委員会で、こっちもどうした

もんかと思っていたところ、救世主として土屋君が委員会に参加することで、委員会もま

とまり始めたように思います。また、内沼委員長と土屋君のコンビも中々うまく合致し、

卒業例会をなんとか成功させることができました。そんなバタバタな一年間がやっと終わ

ると思いうれしいです。来年以降はゆっくりさせていただこうと思います。一年間ありが

とうございました。 

 

２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告 

専務理事 梶田 孝明 

本年度は専務理事という役職を長井理事長より仰せつかり１年間運動をしてまいろうと

考えておりました。専務の担いとして新年交礼会の司会を行えましたが、理事長と同行し

各会議や大会の出席、各種案内、議案の作成や発信を行えず、副理事長方に手伝っていた

だきました。大変なご負担をかけてしまい申し訳ございませんでした。 

3 月に事務局長と事務局次長が転勤のため不在となり、私自身も諸事情により運動に参加

することができなくなってしまいました。そんな中、創立７０周年記念式典、懇親会の折

には、活躍の場を用意していただき、出席者全員の抗原検査を行わせていただきました。

式典と懇親会と無事に開催でき、その後も問題が起きなかったことで少なからず貢献でき

たかなと胸を撫で下ろしたところでした。 

専務理事という役職をいただきましたが、本年は１年間皆様にご迷惑ばかりをおかけし

てしまい大変申し訳ございませんでした。１年間お付き合いいただきまして誠にありがと

うございました。 
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２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告 

総務広報委員会委員長 守屋 嘉男 

本年度は長井理事長より総務広報委員会委員長の職を仰せつかり、担いを務めさせてい

ただきました。創立７０周年を迎えた本年度の委員長として年当初に構築した事業計画は

「諸会議の運営」「会員間の情報共有ツールの作成・管理」「画像・映像などの記録・管理」

「ＪＣＩ網走のブランディング確立に向けた広報の実施」の４計画で、担当例会は「７月

第一例会」が担当でした。 

まずは印象に残っている７月第一例会についての報告です。7 月２０日（水曜日）に網走

市立郷土博物館にて例会を執り行いました。例会の目的として掲げたのは全会員が網走の

歴史を学び、それと結びつけた広報の実践機会を創出することで、ＪＣＩ網走の魅力を市

民に発信する意識を醸成することでした。具体的な内容といたしましては、網走市立郷土

博物館 米村 衛 氏 に網走の歴史講演をしていただき、その後館内展示資料を会員に

ススマートフォンで撮影してもらい、例会後半で実際にＪＣＩ網走の公式ＷＥＢサイトブ

ログコンテンツに例会での学びと今後の活動に向けた決意表明を投稿していただく内容で

した。会員として日頃から活動・運動を対外に向け情報発信することで、ＪＣＩ網走への

市民からの理解と共感を得られると考え、まずは会員一人ひとりが情報発信を実際に行い

経験できる機会を創出できたことで会員の情報発信に対するハードルを下げることができ

たと考えております。 

続いて、年当初に作成に取り組みました手帳に関する報告です。実際に作業量が多く人

手が必要になる作業でしたが、コロナ渦において委員会で集まっての作業が規制されてい

る中、ハードなスケジューリングとなり、計画より２週間ほど皆様のお手元に届くのが遅

れてしまいました。期日より遅れる結果になり心残りではありますが、焦りの中で委員会

メンバーが毎日私の家に集まり作業をする中、委員会として一致団結し絆が深まるという

成果も見受けられました。 

最後に、一年間を通じ取り組んできた、諸会議の運営や画像・映像などの記録・管理さ

らに、ＪＣＩ網走のブランディング確立に向けた広報の実施についてです。総務広報委員

会として継続的に活動を行い、組織の下支えが滞りなくできたと考えております。 

一年間、ありがとうございました。 

 

２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告 

まちづくり委員会委員長 岩瀬 聖城 

本年度は長井理事長より地域開発室まちづくり委員会の委員長の職を仰せつかり、担い

を務めさせていただきました。 
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当初に、本年度の当委員会の目的として、新たな価値の創造による持続可能な地域の実

現することを掲げました。まず５月第１例会を通し、オンラインを活用した様々な形での

関係人口を創出・拡大するノウハウを学ぶために、講師に宮野様をお招きし、メタバース

による新たな可能性についての講演をしていただきました。そして、７月の事業では

Society5.0 時代に青少年が夢を抱き成長していくためには、感性や創造力を養う根幹である

人や地域とのつながりを強固にする事が大切だと考え昔の生活をメンバーだけではなく、

網走市内の親子も共に体現できるように計画したレキシキャンプを企画しました。ここで

は網走郷土博物館の梅田様を講師に迎え、モヨロ貝塚で講演をしていただいたり、実際に

昔の生活で用いられていた火起こしの体験をしてから、てんとらんどオートキャンプ場で

実践してみました。さらに８月例会では、昨今の新型コロナウイルス蔓延に対応した働き

方のスタイルの変化で、都市集中型から分散型社会への移行が、地方における大きな分岐

点となると考え、網走でこれからコワーキングスペースナシタを経営される田中様を講師

に迎え、コワーキングスペースだけではなく、サテライトオフィス、ワーケーションにつ

いても新谷顧問に講演していただきました。最後に本年のまちづくり委員会で受け持った、

７０周年記念事業である e スポーツ大会を９月１０日に行い、網走でのオンライン上での

関係人口の創出をすることが出来ました。道外からの参加者もたくさんいて、いろんな方

に網走の良さを知っていただけました。 

実際に１年間やってみて完全に出来たとは思えませんでしたが、委員会メンバーだけで

なく、みなさんの協力があり無事に運営することが出来ました。この場を通じ感謝申し上

げます、１年間ありがとうございました。 

 

２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告 

ひとづくり委員会委員長 内沼 亜沙美 

ひとづくり委員会では昨年１２月に新入会員オリエンテーションを行い、３月にＮＥＷ 

ＪＡＹＣＥＥ・ＳＴＡＮＤＡＲＤＪＣ勉強会の実施、５月は春かに合戦にて北方領土の署

名運動を行いました。同じく５月に司会やラジオパーソナリティーを行っている山崎ひと

みさんを講師に迎え、ルールとマナーの違い、言葉遣いや礼儀作法を学ぶ事業「魅力溢れ

るリーダーへの第一歩！」を行いました。 

そして６月は講師にエクスマ代表取締役の藤村正宏さんをお招きして６月第１例会「巻

き込み力を上げろ！」を行い、今の時代に即した情報発信やセルフブランディングについ

て講演していただきました。７月は夕市祭りにて北方四島返還に向けた署名活動を精力的

に行い、７月と９月にはアカデミー会員が他委員会に出向するⅬＯⅯ内出向、１０月はア

カデミー主催による「シン・アバシリ！～新たな網走をみつけよう！～」を行いましたが、

こちらは街の新たな価値を創造するため、積極的に行動する意識を高めるという目的で市

内観光名所を見学後、街がより良くなるための議案を構築するといった事業を行いました。 



10 

 

６月と１０月にはアカデミー会員に理事会をオブザーブいただき、実際にどのようなプ

ロセスで例会、事業が開催できるのかを学んでいただきました。そして１１月はひとづく

り員会の集大成となる「１１月第一例会～感謝～」を開催しました。今年度は６名の会員

が卒業を迎えられましたが、共に過ごした時間を振り返り、私たちからは感謝を伝えるこ

とができ、無事に送り出すことができました。卒業例会はアカデミー会員がアカデミーか

ら卒業という側面もあり、自分自身寂しさもありましたが、これからも一人ひとりの個性

を存分に発揮して、楽しく、自分らしく活動をしてほしいと思います。１年間ありがとう

ございました。 

 

２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告 

組織改革会議議長 鴻巣 雄介 

本年度は長井理事長より組織改革会議 議長の職を仰せつかり、田宮副理事長よりご指導

を賜りながら議長の担いを務めさせていただきました。前年度末から多くの方にご協力い

ただき、拡大対象者を含めた会食を毎晩のように開催させていただきました。この場をお

借りして御礼申し上げます。 

また、３月第２例会では新型コロナウイルスの影響により、ここ数年行われていなかっ

た異業種交流会を開催いたしました。協議通過後に日程が変更となり、対応に追われるこ

とになりましたが会議体メンバーの協力もあり、なんとか開催する事ができました。 

そして、９月第１例会ではこれまで様々な要職を歴任されてこられた梶原顧問をお招き

し、青年会議所の価値と魅力についてご講演を賜りました。議案を構築するにあたり、組

織の定義をはじめとして、青年会議所がもつ特性について調査を進めるなかで、成長に至

るひとつのプロセスについて学ぶ事ができました。 

参画する意識を高めるために構築した本例会で、２０１６年以来となる１００％例会を

達成できたことは、年度当初より出席率の向上を掲げてきた組織改革会議にとって大きな

成果に繋がったと感じております。この結果を受け、会議体メンバーの士気が高まり、少

なからず組織全体にポジティブな影響をもたらすことができたのではと考えております。

こうした機会を頂けたことに感謝を申し上げ、一年間の報告とさせていただきます。あり

がとうございました。 

 

２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告【プロジェクト】 

網走青年団体連合会プロジェクトリーダー 今野 嘉彦 

本年度、網走青年団体連合会代表として４月より活動させております。網走青年会議所

では、青団連プロジェクトを年当初に立ち上げ、三役と川原田監事、アカデミーで結成さ

れました。 
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プロジェクトリーダーであることは、この報告書を書く際に初めて聞かされました。プ

ロジェクトを立ち上げた以上、立ち上げた当初にリーダーを決め、しっかり運営すること

が望ましいです。 

私は、青団連にコミットするのが、２０１６年のうみと大地の収穫祭実行委員長以来だ

ったので、現状がどうなっているのかも見えない状態でのスタートとなりました。しかし、

ふたを開けると２０１６年当時とほぼ変わり映えのしないメンバーが活躍しており、安心

感と同時に危機感を覚えました。ここ数年コロナの影響もあり、青団連の活動にも制限が

かかり、何をしているのか、どの団体が活躍しているのかもわからない状態でした。 

そんな中、継続事業であるオホーツク網走サマーイルミネーションも本年も行うという

事を決め、元気がない青団連に合わせた規模でのイルミネーションを行おうと青団連に上

程したところ、今年度より復活していただいた創始夢を筆頭に、他団体からも青団連らし

くないとお叱りを受け、より青団連らしく、大きな規模での事業に変更し行うことになり

ました。事業実施日が当初より遅れてしまったために、開催時期が９月と遅い時期になっ

てしまいましたが、多くの来場者に喜ばれた事業にすることが出来ました。 

それも、イルミネーション実行委員長をはじめとするイルミネーション実行委員会メン

バーや初めて青団連にコミットしてくれた、ローターアクトやチーム YOU 便局の若いメン

バーの活躍、そしてなにより YEG の協力があってこそ成功へと導くことが出来ました。残

念ながら網走青年会議所からは多くのメンバーを巻き込むことは出来ませんでしたが、プ

ロジェクトをしっかり運営し、青団連でも網走青年会議所の会員がコミットすることでよ

り素晴らしい事業になっていくと思います。 

来年度は代表が網走青年会議所に戻ってくると思います。市民からの期待に応え、更な

る青団連の飛躍に網走青年会議所が導くことを期待しております。１年間ありがとうござ

いました。 

 

２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告【プロジェクト】 

じゃがいもクラブ会長 伊藤 勇太 

本年、前会長の中振先輩より会長職をお預かりしました。 

じゃがいもクラブの活動と致しましては、6 月 11 日、7 月 18 日、9 月 23 日と計 3 回の

ゴルフコンペを開催致しましたが、多くの先輩諸兄姉に参加していただき、現役とシニア

クラブの皆様で親睦を深める事が出来たと考えます。また最終の 9 月ではオホーツクカン

トリークラブのオープンコンペにも参加させていただき、昨年はじゃがいもクラブから優

勝組を出している事も重なって最後まで盛り上がっていたと思います。新型コロナウイル

スの影響や網走青年会議所 70 周年の年でもあり、懇親会までのセッティングは最終 9 月の

みとなりましたが多くの先輩と関わらせていただく機会をいただき、感謝しております。 
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先輩の温かいご支援があり無事に 1 年じゃがいもクラブとして活動出来た事にメンバー

を代表して心からの感謝を申し上げます。 

また来年度会長職もお預かりしておりますので引き続き皆様との親睦を深めると共に現

役メンバーの参加を本年以上に増やし、様々な機会を提供できればと考えます。 

最後に 1 年間を通して沢山の機会をいただいた事、様々な経験をさせて頂いた事に感謝

し、2022 年度じゃがいもクラブの事業報告とさせて頂きます。 

1 年間本当にありがとうございました。 

 

２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告【出向】 

 

公益社団法人日本青年会議所 新たなに資本主義創造会議 議員 

公益社団法人日本青年会議所 北海道地区協議会 顧問 

新谷 正樹 

 

「ＣＲＥＡＴＩＶＥ ＤＥＳＩＧＮ～誰もがあこがれる北海道の創造～」 

 

三澤会長より北海道地区協議会 顧問という役職をお預かりいたしました。2021 年度は、

第 70 回北海道地区大会千歳大会が、コロナ禍のため 11 月に延期となり、21 年度がまだま

だ終わらぬまま、22 年度地区の顧問予定者という役職が始まりました。大変ハードなスケ

ジュールでした。歴代の地区顧問であるシニアクラブ杉本先輩や中村先輩にも、顧問とは

どうあるべきかアドバイスをいただけたのは、本当にありがたく、一年間の羅針盤となり

ました。 

顧問として、先輩諸兄姉から受け継いだ規律ある地区協議会を目指すこと、そして特に

室長・議長・委員長を育て、LOM にお返しすることを意識しました。ともすると地区の諸

会議で意見するだけ、言いっぱなしになることが多い役職ですが、よりよい事業や運動に

なるヒントを与えるなど、建設的なアドバイスができるように、心掛けました。 

6 月には、JCI 砂川の例会「俺たちは最高の仲間だ」の講師として、JC における仲間と

の友情をテーマにした講演の機会をいただきました。100％例会になり、近隣の道央 LOM

も多数参加していただけました。また、第 71回北海道地区大会南空知いわみざわ大会では、

卒業式にて答辞という大役を仰せつかりました。雨の中、キタオンにて答辞をさせていた

だいたことは、一生の思い出となりました。 

また、本会の新たな資本主義創造会議にも、出向させていただきました。委員会が地区

の役員会クールと重複し、なかなか参加が叶いませんでしたが、サマコンでの岸田首相と

のフォーラムでは、改めて本会のスケールの大きさを実感いたしました。多くの皆様に支

えていただき、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。 
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２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告【出向】 

道東エリア運営会議 運営議長 柏崎 尚史 

本年度、北海道地区協議会の役員として三澤 計史会長のもと道東エリア運営議長の職を

お預かりさせていただきました。初めての役員出向であり多くの学びや経験をさせていた

だきました。北海道中から集められた各地会員会議所の同期委員長・議長メンバーと共に

切磋琢磨しお互いを磨き上げながら一年間を歩みました。 

なにもわからない状態から互いに声をかけ合い歩んだ一年が固い友情、そしてかけがえ

のない繋がりをもたらしてくれました。エリア事業といたしましては、ウインターコンフ

ァレンス並びにアカデミー研修塾、エリア交流事業、エリア大会と３本の事業を構築し、

先輩諸氏から受け継がれる不変の絆である「道東魂」を胸に、道東エリアの理事長様をは

じめといたします多くのメンバーにご参加いただき、４エリアのなかで一番の参加率をも

って事業を実施させていただきました。 

大きな経験をする機会を頂けた長井理事長に感謝を申し上げると共に、一年間学んだ経

験をしっかりと LOM にお返しさせていただくことをお誓い申し上げ事業報告とさせてい

ただきます。一年間本当にありがとうございました。 

 

２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告【出向】 

理念共感拡大会議 副議長 田宮 祐介 

昨年は広報に副議長として出向しており、その時のスタッフで砂川ＪＣのメンバーが本

年度は理念共感拡大会議の幹事をやるということで私に連絡があり、副議長として出向し

てほしいと言われて迷っていましたが、会議体の内容が拡大と中期ビジョンに関わる内容

だったことと、議長も２０の地区運（旭川大会）で一緒だった美唄ＪＣの松岡議長という

ことで受けることにしました。 

担いとしては、道東エリア各専務に連絡し、毎月の会員拡大調査と拡大セミナーの実施、

理念共感セミナーの実施、会頭公式訪問の運営などをさせていただきました。まず、最初

の仕事は道東エリアウィンターコンファレンスでの理念共感セミナーでした。１５分の時

間をいただいていましたが、少し話過ぎてしまい時間を大きくオーバーしてしまいました。

この理念共感セミナーの資料を作りながら、クリードやミッション・ビジョンの内容につ

いて改めて学びなおすことができました。 

会頭公式訪問の運営では、日程の変更などあり、当日参加できないことが事前にわかっ

ていたので、シナリオや会場図などの資料作成を手伝わせていただきました。そして、副

議長ということで、エリア会議での上程が毎回あったのですが、会員拡大や理念共感の進

捗報告ばかりだったので、大きな意見も出ずに１年間が終わりました。 
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また、エリア会議に関しては、２回ほど行けずに柏崎議長に代わりに上程してもらい柏

崎議長に感謝します。同じＬＯＭに道東エリアの運営議長がいてよかったです。ずっと理

念共感の松岡議長が網走でセミナーを開催したいから、ＬＯＭのスケジュールを調整する

ように頼まれていたのですが、なかなか日程が合わなかったのですが、なんとか１１月に

松岡議長に網走に来ていただき、理念共感セミナーを実施していただくことができました。 

１年間を通して、会員拡大の調査や青年会議所の理念を改めて学ぶ機会を通じて、道東

エリアを中心に多くのメンバーと関わる機会をいただきました。協力してくれた網走のメ

ンバーにも感謝します。 

 

２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告【出向】 

道東エリア運営会議 幹事 高尾 昭成 

去年に引き続き今年もエリアで活動をし、たくさんの経験や交流を深めさせていただき

ました。前年度から多くの方々にご協力頂き、たくさんの事を学ばせて頂きました。今年

のウィンターコンファレンスでは、事前の準備に携わりました。 

中標津のキャンプ交流事業では中標津メンバーの宍戸くんの別海の家で、火おこし体験

の練習をし途中から参加した中標津の青山さんと共にみんなで空き缶で炊いたお米も食べ

ました。おいしかったです。でも少し硬いなって思いました。 

交流事業当日は多くの薪を使うため、帯広から沢山の薪を運び、釧路で途中買い物して

中標津に向かいその後、網走に帰り自分の店の営業をしたのはなかなかハードな日でした

が、準備などで次の日からも毎日中標津を往復し、夜は店に立ちの繰り返しもなかなか苦

い思い出です。当日は色々ありましたが、何とか終える事ができました。 

その後はエリア大会があり、前日から帯広に行きみんなで準備をしてピザを食べました。

朝の 6 時半まで準備をし帯広の三谷くんとお風呂で長い話を楽しみました。いろんな事が

あったエリア事業でしたが、沢山友達が増えてとてもいい経験になりました。 

 

２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告【出向】 

道東エリア運営会議 議員 梅津 尚則 

本年度は道東エリア運営会議に出向させていただきました。出向に関したのは 2019 年の

財政特別委員会以来２回目の出向となりました。前回の財特のときはパソコン作業にて議

案のチェックをすることが主であり、メンバーで集まって何かを作り上げるということが

なかったため、今回の出向はとても新鮮でした。また、道東エリア運営議長が同ＬＯＭの

柏崎議長ということもあり、議案構築から携わらせていただけたことに感謝申し上げます。 

本年度はウィンターコンファレンス、エリア交流会、そしてエリア大会とメインの事業

は３つでしたが、どの事業も今までにない新たな取り組みを実施いたしました。 
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また、エリア大会最後の大懇親会では司会という役をさせていただけたことはいい思い

出です。 

出向により新たな人と人との繋がりが出来、その繋がりを後輩たちに繋げていくこと。

このように連綿と繋がるひととひととの縁の一助となれたことを誇りに感じております。

１年間楽しく出向させていただきました。ありがとうございました。 

 

２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告【出向】 

オープンイノベーション創造委員会 水野 敏裕 

本年度は北海道地区協議会オープンイノベーション創造委員会に出向の機会をいただき

ました。学生時代の同級生がＪＣＩ札幌より委員長として出向されることを聞き、私は委

員として参加させていただきました。北海道地区において友情を深める機会をいただけた

こと、そして自分自身に成長の機会をいただけたこと、この場をお借りして感謝申し上げ

ます。 

オープンイノベーション創造委員会とは、主にＪＣフェスティバル、ＪＣカップＵ－１

１少年少女サッカー大会を担う委員会です。 

名称を変えながら１０年間に渡り北海道地区協議会最大の運動を発信するＪＣフェステ

ィバルは、ＪＣのブランディング向上を図ることを目的として会員に有意義な経験と学び

を得られる機会の提供そして、道民に向け様々な取り組みを発する機会として開催されて

きました。２０２２年度は、北海道が抱える課題、魅力、次代への可能性を発信し、共感、

共有していくＪＣフェスティバルとして、サッポロファクトリーで、開催テーマ「ＷＩＴ

Ｈ ＨＯＫＫＡＩＤＯ」と題され盛大に開催されました。また、ＪＣＩ網走から、多くの

会員が参加いたしました。ひとつ残念なことに、近年の情勢から当日私自身外出すること

ができない状況となってしまい、参加が叶わなかったことが悔やまれる次第ですが、この

悔しさは来年の楽しみに変えていきたいと思います。 

ＪＣカップＵ－１１少年少女サッカー大会は、北海道地区予選大会として石狩市にて開

催されました。スポーツを通じて将来に夢を抱く少年少女の協調性や連帯感等は、明るい

未来を創造する素晴らしい事業であると感じます。そして、同級生である委員長が、学生

時代サッカーが好きだったなと、２０年ほど前を回顧する素敵な機会となりました。 

最後に、委員会には満足な出席とは至りませんでしたが、このような出向の機会を通じ

て成長の機会をいただき、長井理事長をはじめとするＪＣＩ網走の皆様に感謝を申し上げ

るとともに、今後のＪＣＩ網走の運動に貢献できるように精進して参ります。１年間あり

がとうございました。 
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２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告【卒業会員】 

卒業会員 長井 寿公 

2007 年に入会し、16 年間の JC ライフにおいて、多くの出会いと、多くの学びや経験を

させていただきました。 

最初は、パソコンなども使えず同期入会の先輩方の足を引っ張ってばかりでしたが、い

つも支えてくれた仲間に恵まれたことは、私にとって一生の財産であり宝です。 

網走に戻ってきて、1 年ぐらいで青年会議所の門を叩いたので、日常に JC があるのが当

たり前になってしまい卒業後は、このポッカリと空いた時間を有効活用し、また新たな挑

戦をし続けてまいります。 

お世話になりました全ての皆様に心からの感謝をお伝えすると共に、長きに亘り、私の

心の拠り所でもありました一般社団法人網走青年会議所から、万感の思いを持って卒業し

ます。 

16年大変お世話になり、誠にありがとうございました。 

 

２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告【卒業会員】 

卒業会員 梶田 孝明 

２００８年６月に入会させていただき、委員長や北海道地区大会網走大会の事務局長や、

６５周年の事務局長や副理事長、専務理事などＬＯＭの役職を仰せつかったり、７回ほど

出向させてもらったりした約１５年間のＪＣ生活がようやく終わります。振り返ると、と

ても多くの人と交流させていただき、様々な経験を積み、自分の糧となっていることを実

感しています。 

入会した当初は、年齢的にも一番下で、網走に来て２年、網走のことを何も知らなかっ

たのに、ＪＣ運動を通して網走や北海道の色々なことを学び、体験して、ついには定住し

たいと思えるほど網走が好きになることができました。ＪＣやってなかったら今の自分は

無いと断言できるほど、のめり込んでやって来た事とそれを支えてくれた仲間が大勢いた

からだと思っています。卒業を迎えるまでに支えてくれた多くのメンバーにとても感謝し

ています。ＪＣに費やした時間はとても多かったですが、それによって得られたものはそ

れ以上の価値があったと痛感しています。ＪＣで学べることがたくさんありますが、健康

も時間も必要です。在籍会員の皆さんには、体を大事にしながらも可能な限り時間を費や

して下さい。これからの網走青年会議所の活躍にエールを送りつつ、私自身も精進してい

きます。 

結びに、これまでお世話になってきた多くの先輩諸氏・後輩のみなさん、このまちのみ

なさん、そして、青年会議所に心から感謝と御礼を申し上げて卒業にあたっての報告とさ

せていただきます。１５年間本当にありがとうございました。 
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２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告【卒業会員】 

卒業会員 新谷 正樹 

「卒業を迎えて」 

 

2009 年、杉本先輩に JC に入らないかとお声がけをいただきました。その直後に、宮川

理事長、石垣専務も、杉本先輩の会社にお集まりになって、入会となりました。 

 

スポンサーには、杉本先輩、石垣先輩になっていただきました。26 歳、世間知らずの若

造が、JCI 網走の門を叩いたのは、自分自身の人生にとって、本当に大きな瞬間であり、運

命が変わった人生の岐路となりました。2009 年は、20 数名の新入会員が入会した年でした

が、09 として最後の卒業生となりました。 

月日の移ろいは早いもので、青年会議所に入会してから、14 年がたちました。小学校か

ら高校まで学校に通う期間が 12 年間ですから、人生の大部分をこの JC の中で過ごし、そ

の中で職場も変わり、結婚をし、子供が生まれ、14 年前の自分自身の環境とは全く異なる

今があります。26 歳の自分自身には、まったく想像がつかない今を生きていることを思え

ば、人生とは本当に不思議なものであり、良いご縁をいただいたことに、ただただ感謝し

かありません。 

思い返せば、ＪＣでは「何をやるか？」ということよりも、「人としてどうあるべきか？」、

そんなことを先輩から教えていただいたのだと思います。大きな転機となったのは、やは

り 2015 年の北海道地区大会網走大会の主管でした。そこから、2016 年の地区副委員長／

LOM では中期ビジョンの策定に関する議長、2017 年地区委員長、2018 年専務、2020 年

理事長、2021 年地区会務担当副会長、2022 年地区顧問と、多くの仲間とともに、青年会議

所の活動・運動に没頭してきました。 

家族にとっては、夫が家にいない日々が続き、迷惑をかけました。が、長女の進路の選

択や学力の向上に関して、この学び舎での経験が何より活きたものです。現役メンバーは、

JC での経験や学びをぜひ家庭に還元して欲しいと願っております。そして、2015 年から

現在の㈱石山建設にてお世話になってまいりました。入社する前から JC で出会っておりま

したが、本当に貴重なご縁をいただき、「精一杯 JC をやってこい」といつも背中を押して

いただきました。心から感謝申し上げます。 

何らの後悔もなく、師走の寒風吹く青空のように、実に清々しく、凛とした心持ちで卒

業を迎えることができたのは、大変幸せなことだと実感しています。すべての皆様に心か

ら感謝申し上げます。今まで、大変お世話になりました。ありがとうございました。 
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２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告【卒業会員】 

卒業会員 今野 嘉彦 

２０１１年に網走青年会議所に入会し、入会当時の理事長は杉本理事長でした。とても

カリスマ的で今もなお尊敬できる先輩で、この年に青年会議所の素晴らしさを教えていた

だき、この年に入会したからこそ卒業まで辞めずに活動できたんだと今になって思います。

私がアカデミーだった頃は会員も５０名程度いて、非常に活気にあふれ、良い意味でピリ

ついた雰囲気のある格式の高い組織であったと思います。 

そんな中、私は２０１１年に離婚をし、男手ひとつで当時４歳の息子と二人三脚で生活

を余儀なくされ、なかなか青年会議所活動にもコミットできない状況でした。それでも先

輩たちは優しく、参加した際にはいつでも温かく迎え入れてくれ、会議などにも息子を連

れての参加も許してくれるなど寛容な対応をしてくれました。 

息子の成長とともに会議に参加する回数も増え、副委員長や委員長、エリアや地区への

出向も経験させていただきました。中でも、地区大会が網走で行われた２０１５年に担っ

た豊かな心育成委員長では、中村圭理事長の元とても楽しい１年を迎えることが出来まし

た。チャリティー吹奏楽フェスティバルや、堀川真氏に監修を依頼して作成した「あばし

り絵本」の事業を行うことが出来たのは、私の人生における大事な宝となっております。 

その後は息子の思春期と重なり、息子へのケアや、共にする時間を優先し、深くまで青

年会議所活動に関われない時期がありました。ただ、はた目から網走青年会議所を見てい

てもどかしい気持ちにもなりました。会員が減少し、歴の浅いメンバーが委員長などを受

けなければいけない状況。本来であれば副委員長などを経験し、委員会運営の理想を固め

てから活動したほうがより楽しめるはずなのに、それを経験させてあげられないこと。結

局担当副理事長が委員長に成り代わって運営していく様。どちらにとっても良くない状況

であると感じました。私もラスト２年は担当副理事長として活動させていただきましたが、

どちらも２年目委員長で、青年会議所を好きになってもらえたり、楽しんでもらえたかは

わかりませんし、実感もありません。 

しかし、一番大事なのは、やると決めたら最後までやり抜く力です。手取り足取りやる

ことを指示するのではなく、方向性だけ示して、あとはブレない様に見守る運営をして、

プレイヤーが輝くよう人材を育成していってもらえたらと思います。結びになりますが、

これまで私に関わってくれた先輩諸姉兄と同級生や後輩たち、そして何よりも一番迷惑を

かけた息子「優我」に感謝を申し上げて私の卒業報告とさせていただきます。１２年間本

当にありがとうございました。 
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２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告【卒業会員】 

卒業会員 梅津 尚則 

2016 年 1 月より入会をさせていただきましてから７年間振り返ればいろいろなことがあ

りました。同期入会者も最初は１３名いましたが、気が付けば私を含め３名となり、あり

がたいことに様々な役職をお預かりさせていただきました。 

私のおかれている環境は少々特殊でして、職場にはＪＣの先輩が３名おり、どの先輩も

三役や地区役員など重責を担ってきた先輩たちでした。最初は自分もそのプレッシャーを

感じていたのですが、あるときにとある先輩に自分らしくでいいだよ、と言っていただけ

たことで心が楽になりました。 

ＪＣは多くの人たちと出会いがあり、自身の成長の場として最高の学び舎であるとおも

います。本当に７年間沢山の思い出があります。 

悔し思いもしましたし、楽しかったことも沢山ありました。なにより理事長以外全ての

役職をさせていただけたことにより、色々な立場からＪＣを見ることが出来ました。これ

は本当に自分の人生の中でも大きな経験になると思います。 

７年間携わっていただいた方とＪＣに入会させてくれた会社と今日まで支えてくれた家

族、すべての方に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 

 

２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告【卒業会員】 

卒業会員 成田 博哉 

私の青年会議所生活は、2年間と短く、活動もあまりできませんでしたが、短いながらも、

多くの仲間と出会うことが出来ました。2021 年の同期入会は、4 名と少なく、心細い中で

のスタートでした。 

例年アカデミーの仕事として、その年の卒業例会を企画する事業があり、少ないメンバ

ーながら、協力し合い夜遅くまで事務局にのこり、準備企画した事が今となっては楽しい

思い出の一つとなっております。 

青年会議所は、多くの仲間たちと出会いがあり、自分自身の成長の学び舎であると思い

ます。私自身成長出来たかは分かりませんが、沢山の出会いや、貴重な経験を頂けたこと

に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。 

最後にこれからも現役会員皆様の益々のご活躍を心より祈念致しております。短い間で

したが、大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 
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２０２２年度 一般社団法人網走青年会議所 事業報告【創立 70周年】 

 

一般社団法人網走青年会議所 

創立 70周年実行委員会 実行委員長 新谷 正樹 

 

「北天を駆ける」 

 

 創立 70周年記念式典・懇親会の開催にあたり、多くの皆様にご臨席を賜りましたこと、

またシニアクラブの皆様には、多大なるご支援を賜り、心から厚く御礼申し上げます。函

館、旭川、札幌の 70周年がコロナの影響で WEB開催となっており、70周年としては、初の

対面での開催となりました。過去から受け継がれた道東の雄としての誇りと歴史を胸に、

網走青年会議所ここにあり、という姿を全道中にアピールしたいと考え、構築を進めまし

た。2017年、2021年、2022年と地区役員として出向していることもあり、その経験をなん

とか最後の年にＬＯＭに還元したいと思っていたところ、長井理事長より実行委員長を仰

せつかり、卒業年度にＬＯＭに関わることができたことは、貴重な機会となりました。 

本年は、特にコロナ禍ということもありましたが、対面式で式典・懇親会を開催できま

した。懇親会では、麻生太郎歴代会頭がサプライズでご挨拶をいただくなど、歴史に残る

周年となりました。各地会員会議所より、良い周年であったとお声をかけていただき、70

周年実行委員長として 10 月には JCI 苫小牧の 70 周年に向けての例会にも講師としてお呼

びいただき、講演をさせていただきました。 

JCI 網走は、1952 年３月 14 日全国で 28 番目、北海道で４番目となるＬＯＭであり、５

万人以下の人口規模では、全国で初のＬＯＭであります。1955 年地方都市として初めて開

催された第４回北海道地区大会の主管から、現在まで計６回の地区大会を主管し、多くの

出向者を輩出するなど、先輩諸兄姉は網走だけにとどまらず、常に「明るい豊かな社会」

の実現とは何かを熟慮され､行動されました｡その偉大なる歴史と伝統の礎があって､今の

網走青年会議所が存在します｡ 

 人口減少社会を迎える中、青年会議所の存続が危ぶまれています。この 70年の歴史を振

り返り、先人や先輩諸兄姉に改めて感謝の念を抱き、現役会員は未来に大きな夢を抱いて

います。いつの時代も、青年の情熱と行動こそが次の時代を創ってきました。私たちは、

希望をもたらす変革の起点となり、まちやひとにより良い変化を起こし続ける存在として､

これからも｢北天を駆ける｣ことを誓い､御礼の言葉とさせていただきます｡ありがとうござ

いました。 

 

 


