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茂原・長生地域をもっと楽しく !!

th

地域の為に 59 年

Anniversary

201 7 fall
【ご挨拶】

地域住民の皆様方におかれましては、平素より我々（一社）茂原青年会議所の活動に対しましてご理
解ご協力いただきましてまことにありがとうございます。
2017 年度、我々（一社）茂原青年会議所はスローガン「Mind Shift 〜光の射す方へ〜」を合言葉に、
明るい豊かな社会を目指し、メンバー一同それぞれが小さなポジティブチェンジをし続け、“世のため
人のためが自分のため” という考えのもと一年間活動しております。
本年度、最後のＪＣ新聞の発行になりますが、この新聞が発行される頃には第 48 回衆議院議員総選挙
の結果も出ている頃と存じます。どうか政局だけを争う選挙ではなく、政策を問う選挙になっていて
くれる事を切に願うばかりでございます。

【茂原青年会議所（茂原ＪＣ）設立 60 周年に向けて】
我々、茂原青年会議所は 20 〜 40 歳までの青年経済人によって組織され、地元に根付いた様々な事業
を展開している団体であり、通称、茂原ＪＣと呼ばれております。主な活動としまして、まちづくり
事業と青少年育成事業を中心として、様々な講演会の開催、慈善活動への参画、その他メンバーの資
質向上を目的とした研修などの開催をしております。
我々茂原ＪＣは、来年 2018 年に設立 60 周年という節目の年を控えております。これもひとえに地域
住民の皆様方のご理解の賜物と考えております。改めましてありがとうございます。
青年会議所は千葉県内でも 25 団体存在しておりますが、その中でも茂原は一番の歴史を誇る青年会
議所となっております。9 名の若者の熱意から始まった青年会議所設立のうねりは結局 32 名の同志を
得て、60 年前この地域に千葉県内初の青年会議所が発足しました。茂原の地にはそのような勇猛果敢
な先人がたくさんいらっしゃった事を誇りに思い、そして感謝し、我々は 60 周年という年を駆け抜
けてまいります。

【第 60 代理事長予定者のご紹介】
日頃より我々の活動に対し、御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。私は一般社団法人茂原青年会議所、２０１８
年度、第６０代理事長予定者を仰せつかっております、秋葉宗一郎と申します。茂原市に生まれ来年３７歳を迎えます。２
０１８年 1 月 1 日から 1 年間どうぞよろしくお願い申し上げます。茂原青年会議所は茂原を中心とした長生郡市で活動を始め、
来年創立６０周年を迎えます。愛する地域の皆様に見守られながら、明るい豊かな未来の実現に向けてこれからも活動して
いく所存です。そして、２０１８年度は青少年育成事業に更に力を入れて行きたいと考えております。子供を取り巻く環境
の改善、子育てしやすい環境の確立、未来を担う子供達への貴重な体験の場の提供などの事業を展開して参ります。子供た
ちの未来のために、これからも地域の皆様と共にあり続け、成長して参ります。重ねまして皆様の御理解と御支援を賜りま
すようお願い申し上げます。

第６０代理事長予定者

秋葉

宗一郎君

【事業報告】

〇4 月 13 日（木）、茂原商工会議所において、「温故知新〜より良い茂原の未来のために〜」を開催させていただきました。
第一部の講演では茂原商業開発株式会社 代表取締役 麻生和男様に、ショッピングプラザアスモ誕生までの裏側を中心にお話していただきました。すべての商売において、ま
た人間関係においても信用が重要だと力説していただき、我々も身の引き締まる思いをしました。第二部では、茂原商工会議所会頭 秋葉吉秋様に加わっていただき、麻生様
とともに対談をしていただきました。茂原の未来のために様々なご質問にお答えいただき、茂原にはまだまだポテンシャルがあるというお言葉を頂戴しました。昨今行政に
おいてもシティプロモーション事業に本腰を入れている中、我々一般市民も一緒に考えていく事が必要になってまいります。我々茂原ＪＣとしましても、圧倒的な当事者意
識を持ってこれからも取り組んでまいります。

4 月例会

〇去る 8 月 6 日（日）、昭和の森フォレストビレッジキャンプ場にて、毎年恒例の小学生対象のキャンプを開催しました。諸事業により、本年は例年行っている 1 泊 2 日と 温故知新〜より良い茂原の未来のために〜
いうスケジュールではなく、一日のみのデイキャンプという形で行いました。
本年度も子どもたちのパワーに圧倒され、また、小学生のみんなとの関わりの中で、子どもの真っすぐな目や明るい笑い声に癒され、達成感のある事業となりました。
これからも茂原ＪＣはこのような青少年育成事業を一つの柱に据え、子どもの頃に様々な体験を通じて心を育む事業をたくさん行っていく所存でございます。
〇日本青年会議所主導のもと、4 月には「全国一斉！国民討議会」と称し、現行憲法について市民の皆様と意見を交換し、一緒に考え語り合う機会を設けました。いざ憲法
改正発議がされ国民投票がされたとして、日本国民として明確な意思のもと投票できるように、まずは知る事と考える事が重要だと考え、もちろん公平中立の立場を守り開
催させていただきました。その他、日本青年会議所関東地区主導のもと、3 環状線（中央環状線、外環道、圏央道）の早期開通に向けた署名活動を 5 〜 7 月に茂原において
も行いました。渋滞の緩和により、生産性の向上、事故の減少、災害対策への強化など様々な効果が期待されますのでこれからもこの運動を青年会議所は続けてまいります。

【今後の事業のご紹介 】

7 月例会

キッズサマーデイキャンプ

来年 60 周年を迎えるにあたり、プレ 60 周年記念事業として、10 月 29 日（日）に行われる茂原ハロウィンフェスタ内において、茂原ＪＣオリジナルエナジードリンクを先着 2000 名様に無料配布いたします。
茂原ＪＣの事をもっとたくさんの方に知ってほしい想いと、この地域で行われているイベントを盛り上げ、地域住民の皆様方がもっとこの地域を楽しんでいただきたいという想いのもと行います。ぜひたくさん
の方のご来場をお待ちしております！

茂原青年会議所
各事業の紹介

【まちづくり事業・講演会】
我々茂原ＪＣはこれまでに様々なまちづくり事
業を展開してまいりました。政策本位による政
治選択を目的とした、茂原市市長選挙での「合
同個人演説会」、長生村村長選挙での「公開討論
会」、地域の医療について市民の皆様と理解を深
める「地域医療問題シンポジウム」や「地域医
療フォーラム」、子どもの置かれている環境の向
上を目的とした「子どもを支える地域フォーラ
ム」などを開催し、地域の住民の皆様に様々な
ご提案をしてまいりました。また、人口の流出
や出生率の低下への対策として、「カップリング
パーティー」の開催、その他、2016 年には選挙
権の引き下げに即した主権者教育についての講
演会、裁判員制度が導入された年にはその制度
に関する講演会の開催など、時代に呼応した講
演会の開催も行っております。茂原・長生地域
の未来が明るい豊かな社会となるようこれから
もこのような活動を続けてまいります。

【青少年育成事業】

【慈善事業】

茂原ＪＣが恒例としている青少年育成事業
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動も行っております。茂原七夕祭りで

験」などがございます。その他にも「親子・
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できる施設なども盛り込んだり︑もちろん
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総務・例会委員会

神明建設（株）

青年会議所（ＪＣ）とは “明るい豊かな社会の実現” を同じ目標とし、次代の担い手たる責任感を持った青年経済人の集まりであり、現在国内 700 余りの都市に存在し、約 30,000 人余りの会員を

擁します。「修練・奉仕・友情」の三信条のもと、まちづくり事業や青少年育成事業のような社会貢献運動から、講演会や研修など様々な活動によって自分自身をスキルアップさせる事ができます。

吉︶それはいいですね︒子育て世代の方が利用
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もなると思います︒私たちの時代もそうで
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れは非常に意義のある事です︒
秋︶我々茂原ＪＣは来年度60周年を迎えます︒
もちろん60周年記念事業を行う際にも皆様
に協力要請をさせていただきたいと考えてお
ります︒60周年記念事業としましては︑ま
だ具体的な事業構築まではいっておりません
が︑その時だけ盛り上がるようなイベントで
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茂原青年会議所の 3 団体による、この長生郡市をよりよいまちにし

齋︶本日はお集まりいただきましてありがとうご

長生村・長南町・長柄町・睦沢町の各町村の商工会青年部の集合体）
、

る事業を開催したいと考えております︒例え

（有）アズマヤ

白石平和

︵一社

秋葉

実

謙一

和宏

原商工会議所青年部、商工会青年部長生ブロック（一宮町・白子町・

ぞよろしくお願い致します︒本日はお忙し

( 株 ) かに華食品

宗一郎君
秋葉
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茂
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第６０代理事長
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︵一社
第５９代理事長

談会

保川

茂原商工会議所青年部
会長

吉野

商工会青年部長生ブロック
会長

の締結式が執り行われました。長生アクション連絡協議会とは、茂

ば︑地域の皆様がいつでも活用できる︑長生

い中ありがとうございました！

FAX：0475-23-7895

茂原市及び長生郡市内に居住もしくは勤務する満 20 歳以上 40 歳未満の方
（性別・職業・国籍・人種・宗教は問いません）

TEL ：0475-22-3361

【入会資格】

茂原青年会議所 事務局

そして何よりもそれらの活動を通して、一生付き合える仲間が出来ます！

〇去る 4 月 19 日、長生村において、
「長生アクション連絡協議会」

郡市の総合的なアプリの開発などもいいので

川島教義

双葉電子工業（株）
狼煙

茂原 JC は新たな仲間を募集しています。

茂原支店

( 株 )F'S

渡邉公治

本年度、「長生アクション連絡協議会」発足！！
はないでしょうか︒

( 株 ) 小沢工務店

千葉石油（株）

（株）千葉銀行

茂原店

小沢郁也

（株）アスカ

河野雄太

（有）インテリアヨシノ

時間 / 平日 9:00 〜 17:00
担当 / 月﨑

10,000 円 / 月

本泰寺

http://www.mobarajc.or.jp/

【会費】

( 株 ) 秋葉商店

賛助会員

( 株 ) 千葉銀行 茂原支店

勝彦

牛尾

（株）内山電機製作所

内山達也

三浦家製麺

（有）今井設備

（株）山﨑組

（株）成美学園

東葉工業（株）
副理事長

秋葉 宗一郎

副委員長 神明喬幸

（株）冨士商会

三谷咲子

（有）ニチタケ建設

監事

根本内 鯛
副理事長

副委員長 今井裕敏

副委員長 山﨑 孝史

酒井一光

委員長

遠藤 弘太

匿名で攻撃する。そんな人が我々若い世代を中心に非常に多い世の中になってし
まった気がします。

我々茂原ＪＣはそのような風潮を少しでも払拭すべく、これからも様々な団体と

協働し、お互いのいい所を助長しあう存在になっていきたいと考えております。

商工会青年部長生ブロック／会員数：6 町村総数 96 名（10 月 12 日現在）
会員資格：45 歳未満
事務局：千葉県長生郡睦沢町上市場 911-61
TEL：0475-44-0112

地域人財育成委員会

地域人財育成委員会

地域人財育成委員会

総務・例会委員会

委員長

この茂原・長生地域には今回の長生アクション連絡協議会の 3 団体の他にも様々
な団体で様々な方がこの地域を良くしようと活動されております。

ネットやマスコミに目を向けると、現代特有の “足の引っ張り合いの文化” とも

言える風潮が今の日本には蔓延しております。自分が果たすべく責任を果たさず、
権利ばかりを要求し、誤った情報に踊らされ、何かを良くしようとしている人を

茂原商工会議所青年部（茂原 YEG）／会員数：90 名（10 月 12 日現在）
会員資格：45 歳未満
事務局：千葉県茂原市茂原 443
TEL：0475-22-3361
HP http://mobara-yeg.com/

監事

湯原 勇
理事長

齋藤 実
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