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はじめに
　我々、（一社）妙高青年会議所の２０１４年度の活動も皆様方のご理解とご協力を持ちまして
滞りなく終えることが出来ました。心より御礼申し上げます。
 私は青年会議所活動を通じて、今まで多くのことを学び、多くの仲間との出会いを与えていた
だきました。入会しなければ得られなかったことは多くあり、それは自分の大きな財産となって
おります。この経験と出会いに感謝し、地域の皆様にご恩返しをすべく、５５名の素晴らしき仲
間たちと共に「ＡＬＬ　ＴＯＧＥＴＨＥＲ」の精神で活動に取り組んで参りました。ここに皆様方
への感謝と合わせまして、今年度の活動報告をさせて頂きます。

ぼくとあなたのまち委員会　活動
　我々が住むこの地域は多くの宝で溢れています。しかしながら、近すぎるが故にその魅力に
気付いていない人が多いのも事実です。この様な現状から、活動エリアの小学生たちに学校区
で誇れるものについてのアンケートを実施致しました。そのアンケートを元に、小学生たちと共
にモニターツアーを行い、小学生たちが撮影した写真をベースにぼくとあなたのまちマップを
作成し、このマップを各小学校や公共の場に配布させて頂きました。幼少期より住む自分の地
域を再認識し、また他地域の理解を深め、相互理解と故郷への愛着を高める一助として頂けま
したら幸いでございます。
　あらいまつり前日祭では、昨年まで妙高青年会議所が年中行事として綱引き大会を８年間行
い、市民の皆様からご好評を頂いて参りました。しかしながら、年々参加者が減少傾向にあっ
たこともあり「あらいまつり」という地域内外の人々の交流や活力増進、異なる世代同士や地
域内の絆を深める素晴らしい祭りを次代に繋いでいく為、大きなチャレンジ精神の下、水合戦
を実施させて頂きました。結果、３８０名を超える方々にご参加頂き、応援される方も多く大盛
況のうちに終える事ができました。市民の為の祭り「あらいまつり」の盛り上げに大きく貢献で
きたと思っております。ご理解、ご協力頂きました皆様、本当にありがとうございました。

人と笑顔とふれあい委員会　活動
　社会や産業の発展や変化に伴い、共働き夫婦や核家族が増え続ける近年、親子や家族でコ
ミュニケーションを取る時間は減少しつつあります。結果、子どもたちの心から人とのふれあい
から学ぶことが出来る道徳心や思いやりといった部分が減少しつつあるのではないでしょうか。
その様な考えから、親子や人とのふれあいの場を創出すべく、はねうまアリーナを舞台にリアル
脱出ゲームという手法を使った事業を実施致しました。当日は２７０名という多くの親子にご
参加頂きました。親子や他人と協力しなければクリアできない課題を数多く提供したことで、
親子や人とのふれあいから今では忘れがちな沢山の事を学んで頂けたと思います。また参加さ
れた皆様の笑顔がとても印象的な事業となりました。
　（一社）妙高青年会議所の通年事業であります青色回転灯パトロール隊ですが、妙高警察署
様ご協力の下、例年以上にパトロールを実施させて頂きました。また本年は地域に対する恩返
しの意味も込めまして、活動エリア各地の祭り終了翌日に早朝ごみひろいを実施致しました。
この２つの活動を通じてメンバー個々が地域貢献から奉仕の心を育むことができたと確信して
おります。

未来のカタチ創造委員会　活動
　２０１５年の北陸新幹線の開業や上信越国立公園の妙高、戸隠エリアの分離独立、２０１８年
の完成を目指す上信越自動車道の四車線化等、我々の地域はこの大きなチャンスによる交流人
口の拡大に伴う地域活性に大きな期待が寄せられています。来るべきに備え、地域の力となる

よう新たな可能性を創造すべく提案型事業をさせて頂きました。
　まず、グリーンシーズンの観光客誘致の為に、妙高市のアクティビティの少なさ及び重要性を
指摘させて頂き、新たなアクティビティとなりえるセグウェイの導入を妙高市観光協会様をはじ
めとする皆様にご提案をさせて頂きました。
　そして、ウィンターシーズンの外国人観光客が増えているという現状を踏まえ、インバウンド
をターゲットに妙高市が誇る三酒蔵のお酒を使った妙高オリジナルカクテルを日本バーテンダ
ー協会上越支部様監修の下、ご提案をさせて頂きました。
　参加頂いた皆様におかれましては我々が考える未来のカタチの創造にご賛同頂けましたら
幸いでございます。
　また、地域のシンボルである妙高山を国内外に発信すべく、グーグル社のストリートビューの
機材をお借りし、妙高山登山道の撮影事業を実施致しました。現在グーグルストリートビュー
で閲覧可能になっておりますので是非ご覧ください。

　そして毎年実施させて頂いている陸上自衛隊高田駐屯地様との交流もアメリカ海兵隊員と
のホームビジットやかなりきつい内容の１日体験入隊等もあり、例年に増して密度の濃い交流
の１年でした。今後もこの繋がりを大切にしていきたいと思います。陸上自衛隊高田駐屯地の
皆様、本当にありがとうございました。

会員交流委員会　活動
　全国の青年会議所では会員の減少が叫ばれて久しいですが、妙高青年会議所では近年の会
員増強が功を奏し会員数は順調に推移しております。本年度も会員交流委員会を軸に会員拡
大活動を実施した結果、３５％もの会員拡大に成功し、各所から表彰を頂くことができました。
また２０代の会員拡大部門におきましては全国１位を獲得することができました。これもひと
えに地域の皆様方のご理解とご協力があっての事だと思います。心から御礼を申し上げます。
　そして会員拡大と並行してメンバー間の強固な信頼関係を構築し、義理を重んじ人情味溢れ
る妙高青年会議所を創造すべく取り組んで参りました。会員個々の資質向上はもちろんの事、
世代を超えた交流を図るなかで学び得た事を、メンバー各々が地域や会社、家庭に還元しても
らえることと強く確信しております。

総務委員会　活動
　我々の活動を地域の方々に理解して頂く為に、妙高青年会議所及びその基本理念、基本方針
且つ事業活動を広く知って頂くことが必須です。総務委員会は都度、的確な情報を的確な形で
１年間発信し続けてくれました。並行して妙高青年会議所の先輩諸氏が築き上げてこられた組
織同様、目に見えない部分で組織や会議の円滑な運営、会員の資質向上の為に尽力してくれま
した。
　また、青年会議所運動の理解を深めてもらい組織の認知度向上を図る目的の一環として　め
ぐみ助産院代表　寺田恵子様を講師としてお迎えし、「生まれてくれてありがとう」いのちの授
業を実施致しました。この事業を通じ多くの皆様方といのちの大切さ、人間の価値を生命の誕
生の体験談から学ばせて頂きました。ご参加頂いた皆様、本当にありがとうございました。
　そして、継続事業といたしまして本年度も愛の献血事業を実施致しました。献血にご協力を
頂いた皆様には心より感謝申し上げます。来年以降も実施して参りますので是非ご理解ご協力
を何卒宜しくお願い申し上げます。

　来年、我 （々一社）妙高青年会議所は創立４０周年を迎え記念事業を行います。これは今ま
で道を切り拓いて下さった先輩諸氏、ご支援ご協力いただいた地域の皆様や関係諸団体、各
地青年会議所の皆様へ感謝を表す重要な事業となります。来る日に備え本年度、創立４０周年
事業実行委員会を立ち上げました。万全の準備と確りとした設営で皆様方にご恩返しができ
るよう、全身全霊で取り組んで参ります。

　本年度、故郷を愛する心、人を思いやる心を次代へ繋ぐべく（一社）妙高青年会議所一丸と
なって活動して参りました。各事業を通じ我々の想いが皆様方に少しでも届けられていたら幸
いでございます。来年度以降も愛する故郷の為、愛する人たちの為に若さと情熱を持って鋭意
努力していく事を堅くお誓い申し上げます。
　最後になりますが、２０１４年度（一社）妙高青年会議所の活動に対しまして一方ならぬご支
援ご協力頂きました関係各位に心より感謝申し上げますと共に、２０１５年も益々のご理解ご
協力をお願い申し上げ、本年度の活動報告とさせていただきます。１年間本当にありがとうご
ざいました。

はじめに
　日本の青年会議所は戦後、明るい豊かな社会の実現を理想とし、理想を実現すべく使命をもった青
年たちの手によって生まれました。全国各地に次々と青年会議所が誕生するなか、１９７５年、我々の住
む妙高地域にも全国で５９３番目の青年会議所として新井青年会議所は産声を上げ、明るい豊かな社会
の実現に向け歩み始めました。後に更なる公益性と会員意識の高揚を図るために社団法人格を取得し、
名称変更を経て現在の一般社団法人妙高青年会議所となり、今日まで歩みを進めて参りました。
　創立から３９年が経過した今、妙高地域を取巻く情勢は大きく変化しようとしています。北陸新幹線
の開業、それに伴う並行在来線のＪＲからの経営分離、上信越高原国立公園からの妙高、戸隠地域の分
離独立、様々な変化が差し迫っています。この変化への対応次第で妙高地域の未来は大きく変わってい
くでしょう。昨今の日本の経済状況は緩やかに回復してはいますが、妙高地域においてまだ実感できる
状況には至っておらず、変化に期待を寄せる一方で活気はあまり無いように感じます。このような状況
下で率先して行動しなければならないのは青年世代であり、我々青年会議所の責務です。
　先人が築き上げた妙高地域を更に素晴らしいものに変え、次の世代に継承していかなければなりま
せん。

創立４０周年を迎えるにあたり
　（一社）妙高青年会議所は、関係各位並びに地域の皆様の御理解と御協力をいただきながら３９年
間の長い歴史を紡いで参りました。また、この歴史は創立時より変わることのない創始の想いを現在に
至るまで繋いでくださった先輩諸氏によって築き上げられた歴史でもあります。その時代における地域
の問題を解決すべく、困難に立ち向かい、弛まぬ努力を続け築き上げた礎の上に、現在の我々の活動は
成り立っています。我々は先輩諸氏から受け継いだ創始の想いを絶やすこと無く、更なる想いを乗せ次
の世代に繋いでいかなければなりません。
　本年度、スローガンに　報恩謝徳　～今、躍進のとき～　と掲げさせていただきました。３９年間に
渡り、現在の我々の活動の礎を築いてくださった先輩諸氏への感謝、その活動を支えてくださった関係
各位並びに地域の皆様への感謝、同じ志を持つ各地青年会議所の皆様への感謝、我々の青年会議所運
動を支えてくださる全ての皆様への感謝を胸に、（一社）妙高青年会議所は創立４０周年を迎えます。そ
れは４１年目に繋がる新たな一歩であり、未来永劫続くための大切な一歩となります。

地域を愛する心
　妙高地域に住む人々の中で妙高の魅力の本質をどれだけの人が知っているでしょうか。西に妙高山、
火打山を中心とする国立公園、東には関田山脈と信越境を山々に囲まれ、その大自然からの恩恵を受け、
我々は暮らしています。しかし、この自然環境を何時しか忘れかけてしまっているように感じます。日々
の生活の中で、当たり前に目に入ってくる景色、当たり前に口にしている食べ物、妙高地域を取巻く全て
の環境は他の地域には類を見ない特別な環境のはずです。
　行政をはじめ、各種団体が妙高地域の活性化を目的とした取り組みを展開し地域外へ妙高地域の魅
力を発信しています。それと同時に、この土地に住む人々が故郷を知り、誇ることができたならば、この
取り組みは更なる交流人口の拡大に繋っていくことでしょう。これまで（一社）妙高青年会議所では妙
高地域の誇れる環境、資源の下、多くの事業を展開して参りました。それらの環境、資源を我々が認識
し、広く伝播することから地域の皆様と想いを共有し地域の活性が図れると考えられたからです。先輩
諸氏のまちづくりに対する想いを確りと継承しつつ、現代の青年会議所だからこそできる活動、青年会
議所でしか成し得ない活動をしていかなければなりません。それは我々、未来を切り拓く先駆者として

の使命であり責務です。
　多くの人々が忘れかけていた妙高地域の魅力を地域の皆様が再認識していただき、故郷に愛や誇り
を感じることで生まれる新たな発想によって、妙高地域の未来は明るい豊かな社会に向かっていくので
す。

地域と共に育てる心
　現在、核家族化や少子化が進行し、地域社会の中での家族間の関わりや、個人間の交流が極端に減
少しています。我々の生活の利便性向上のため、インターネットの普及を始め、あらゆる分野での技術
革新が進んでおりますが、反面それは人と人との繋がりが希薄となる要因ともなっています。
　何時の時代も子どもは大人に与えられた環境の中で生活し、生きるために必要なものを身に付けな
がら成長していきます。技術の進化に伴う生活環境の変化は受け入れなければならないと感じますが、
我々大人が現状を確りと把握し、足りないものを補完し、より良い環境づくりを進めていく必要があり
ます。故に子どもの教育とは大人と密接な関係にあり、大人が積極的に子どもの環境づくりを進めてい
かなければ、人と人との繋がりは現状より更に希薄になってしまうはずです。子どもは、大人を見て成
長し、また大人も子どもから多くを学びます。共に成長していかなければなりません。
　青年会議所が目指す、明るい豊かな社会の実現には、人と人との繋がりを欠かすことはできません。
日本が古来より受け継いできた「義理人情」や「想いやりの心」などの道徳心を責任世代である我々が
深く追求し、未来を担う子ども達の規範となる人材へと変革しなければなりません。子ども達は地域
の宝であり、その宝を育てるのは我々地域の大人です。より効果的な事業を展開することが、この課題
に対する地域の皆様の関心を高め、受け継いだ「日本の心」を、次代を担う子ども達に継承していける
のだと考えます。

妙高地域の可能性
　本年度、妙高地域に多くの変化が訪れます。２０１５年３月１４日北陸新幹線が開業することで更なる
高速交通網の整備が進みます。北陸新幹線沿線地域は開業に向け、様々な準備を進めて参りました。
地域に新たな玄関口ができることにより、更なる来訪者の増加や交流人口の拡大が期待されます。ま
た、上信越高原国立公園からの妙高、戸隠地域の分離独立が北陸新幹線の開業と重なり妙高地域にと
って大きな期待の訪れとなるはずです。その一方で北陸新幹線開業に伴う並行在来線問題や人口流失
問題、来訪範囲の拡大による宿泊客の減少等のデメリットについても考えなくてはなりません。
　この機会を活かすためには、北陸新幹線に期待を寄せ、また類似した問題を抱える関係団体や各地
青年会議所との強い絆を活かし、情報を共有し、お互いの地域には無いものを補完し合うことが重要
だと考えます。また、妙高地域における観光の潜在能力は北陸新幹線沿線地域の中でも群を抜いて高
いものであり、それを最大限に引き出す術を考え、妙高地域の素晴らしい魅力を発信することで交流
人口の拡大を図ります。

強固な組織づくり
　日本の青年会議所は全国で６９０余りある各地青年会議所からなり、明るい豊かな社会の実現を標
榜する同志が３万人以上います。現在全国的に会員数は減少傾向にあり、当青年会議所も数年前から
最重要課題のひとつと捉え会員拡大に努めて参りました。数年間、会員拡大に力を注いだ結果、昨年
度は３０パーセントを超える拡大を図ることができました。同じ志を持った仲間をひとりでも増やし常
に新しい感性を取り入れることでより良い組織となり、会員数はそのまま組織力に反映されます。
　また、昨年同様の会員拡大を継続的に行うことで昨年度が特別な年ではなく来年度以降の慣例にな
っていくはずです。会員拡大は青年会議所運動の根幹だと捉え、引き続き組織全体で会員の拡大に努
めます。そして、入会から日が浅い会員へのフォローや卒業を間近に控えた会員からの想いを次世代に
受け継いでいくためには会員同士の交流が欠かせません。現在の妙高青年会議所らしさをそのままに
ＬＯＭの規模を拡大し交流を深め、強固な組織づくりを目指し活動して参ります。

結びに
　本年度、一般社団法人妙高青年会議所は創立４０周年を迎えると共に４１年目の繋がる新たな一歩を
踏み出します。この一歩を確かな一歩とし、組織の存在意義を高め、地域から恒久的に必要とされる
組織となるべく、時代のニーズを確りと見極め、時代の先を見据え、「伝統」と「革新」を胸に、未来を
目指し歩みを進めて参ります。
　関係各位並びに地域の皆様からの、より一層の御理解と御協力を賜りますことを心よりお願い申し
上げ、ご挨拶とさせていただきます。
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ホームページ　http://www.myoko-jc.jp

一般社団法人 妙高青年会議所
2014年度 理事長

福 田 一 幸

２０１４年度の事業報告

事業計画
2015年度への決意

■発　行　一般社団法人　妙高青年会議所　総務委員会

ALL TOGETHER ～次代へ繋ぐために～

△北村　克洋
高原ホテル対山

横尾　隆幸
（有）サクラクリエート

＊○山川　恵介
（有）ヤマカワオート

多田　ひろみ
住友生命保険相互会社

△山本　将之
（株）山本塗装店

＊○吉田　正和
（有）司自動車

＊◎浜田　竜裕
（株）浜田材木店

白川　渉
白川塗装店

池田　一茂
日本亭

沼倉　健
（有）とうふ工房矢代

＊○加藤　敬晴
東京学芸大学附属高等学校妙高教育研究所

2015年度（一社）妙高青年会議所組織図

霜鳥　正弘
シモトリ電気

田村　英幸
農産物直売所やさい家sun

監　　事
総　　会

理 事 会

理 事 長 直前理事長

◎委員長
◯副委員長
△幹事

＊理事

（有）コスモサービス
＊横山　明

（株）西脇電気商会
福田　一幸

総務委員会 妙高地域活性委員会

筆頭副理事長

＊○小林　睦実
（名）瓢屋

飯塚　学
リペアテック飯塚

丸山　佳祐
リーベヘアデザイン

専務理事

＊山﨑　健太郎
（株）山﨑建設

＊◎小林　隆浩
（株）コバネン

＊○村越　勝彦
村越電気管理事務所

△鶴田　健吾
（株）鶴田工業

＊岡山　慎太郎
（有）旅館おかやま

岡田　みどり
ナチュラルイン翠山

宮崎　和哉
（株）上越高圧 妙高所

＊◎水嶋　貴之
（株）保坂組

青少年共育委員会

副 理 事 長

＊○中田　浩太郎
（株）妙高自動車学校

渡辺　誠
（株）樗沢組

田中　智弘
君の井酒造（株）

柴田　雅大
（有）ミサ企画

佐野　一紀
（有）モンルポ

丸山　義夫
吉木丸山建築

滝田　康介
（株）滝田測量

＊◎廣島　直人
スターホテル赤倉

観光活性委員会

副 理 事 長

＊○藤村　元気
妙高建設（株）

△石山　洋平
（株）ミヤトウ野草研究所

炭田　拡昭
（株）ダイナ楽器

＊市川　貴文
（有）イチカワ冷熱工業

＊○阿部　秀樹
新井クリーニングサービス

＊◎安原　裕也
（株）ゆうき

会員交流委員会

副 理 事 長

＊○望月　広伸
ホシザキ北信越（株）上越営業所

△宮本　尊史
（有）ミヤシタ設計

古川　大助
（株）アルゴス

＊片所　祐輔
（株）ライフサポートフィア

三浦　和彦
（株）東條造花店

＊中田　貴規
（有）中郷自動車整備工場

＊○堀　俊介
（株）堀農機店

中村　有良
（株）中村屋商店

報恩謝徳 ～今、躍進のとき～

Stand割烹

妙高市田町1-5-1
Tel 0255-72-0124

Lunch  11:30～13:30
Dinner 17:00～22:30

　20歳から40歳までの青年が集まり、「修練」・「奉仕」・「友情」の三信条の下でボランティア活動やまちづくりを
通して、より良い社会づくりを目指している団体です。多種多様な事業を計画・実行していく中で、様々な人の意見や
考え方に触れる事が出来、人との触れ合いの中から自己の成長に繋げる事の出来る場です。また、理事長以下全ての役
職が一年毎に変わります。その中で様々な役職を経験する事により、自己研鑽を積み、その結果を個々の活動や仕事に役
立てる事が出来ます。明日を担うリーダーとして我々と共に活動しましょう。男性女性問わず入会お待ちしております。

●青年会議所とは？
◆新入会員募集◆

　人が最も影響を受けるのは、新しい出会いだと思います。
　青年会議所は、そのキッカケを与えてくれる場です！

ー地域の応援団ー

掲載写真販売中・メールニュース配信中

新潟県上越市中郷区松崎465－3

TEL 0255（74）2815
焼肉食堂越後屋西　脇　治　雄

塚　村　　聡執行役員工場長

〒944-0008　妙高市柳井田町3-2-5
TEL0255-78-7711

※（一社）妙高青年会議所では、私達の活動に賛
同していただける賛助会員を募集しております。

（一社）妙高青年会議所の活動に
ご協力いただいてる賛助会員各社

本　　　社／〒944－0095　新潟県妙高市十日市473
     　　　 TEL0255-72-2734 FAX0255-72-0739
新井営業所／〒944－0095　新潟県妙高市十日市473
      　　　TEL0255-72-9393 FAX0255-72-9394

新改築  ／〒943－0824　新潟県上越市北城町2-1-3
上越営業所   TEL025-524-7611 FAX025-524-8557
すまいUP／〒943-0802　新潟県上越市大豆1-8-1-B
上越営業所   TEL025-526-4786 FAX025-530-7395



〒944-0137　新潟県上越市板倉区吉増101－1
TEL 0255-78-2162　FAX 0255-78-2608
E-mail ich-ichikawa@wine.plala.or.jp

冷凍・冷蔵・冷暖房設備
設　計　施　工

人と自然の調和を目指す

新潟県上越市中郷区稲荷山598
TEL0255-74-2221  FAX0255-74-2289

妙高自動車学校株式会社

新潟県上越市中郷区稲荷山556－1
TEL0255-74-2291㈹  FAX0255-74-2292

中郷自動車整備工場有限会社

〒944－0083　妙高市上四ツ屋274

TEL 0255－72－4121㈹

FAX 0255－72－9205　

〒944 -0073
新潟県妙高市長森908－1
TEL 0555－73－8939
FAX 0255－73－8601

「妙高 斐太の里コシヒカリ」

株式会社　ゆ う き

妙高市栄町1－22
TEL 0255-72-2027 FAX 0255-72-7749

〒944-0084 妙高市大字五日市572-1
TEL　0255-72-6355

㈲司自動車

〒943-0151上越市平成町109 オフィスタムラ203

TEL/FAX 025-520-7719 E-mail：katasho@vier.co.jp

〒944－0023　新潟県妙高市西条772
TEL0255－72－1995
FAX0255－72－1995

〒949-2235　新潟県妙高市大字関山4864

TEL・FAX 0 2 5 5 - 8 2 - 3 6 7 0

〒944－0142　新潟県板倉区高野831－1
TEL0255－78－2147
FAX0255－78－4698

〒949-2111 新潟県妙高市赤倉124 
TEL 0255-87-2011
FAX 0255-87-2578

スターホテル赤倉
ペットと泊れるお宿

〒949－2113　新潟県妙高市大字杉野沢2644－1
TEL：0 2 5 5 － 8 6 － 6 3 2 0
FAX：0 2 5 5 － 8 6 － 6 3 1 9

E-mail :yamakawaauto@aqua.plala.or . jp

長岡支社  新井支部

〒949 -2235新潟県妙高市大字関山2985
　　　　　TEL 0555－82－2034
　　　　　 FAX 0255－82－4233

木の香り自然にやさしい
安心、住まい。

株式会社　浜田材木店
建築工事一式 〒949-2106 

妙高市大字田口1174
TEL 
0255（86）2255

株式会社

〒949-2112　妙高市関川1416-1
 TEL0255-86-3556

日本亭
〒949-2113　妙高市大字杉野沢1922

 TEL0255-86-6030

ナチュラルイン翠山

〒949-2111　妙高市赤倉426-2
 TEL0255-87-2065

高原ホテル対山
〒944-0016　妙高市美守2-1-35

 TEL0255-72-4782

㈲サクラクリエート
〒944-0048　妙高市下町4-6
 TEL0255-72-2345

㈱堀農機店

〒949-2235　妙高市大字関山6392-5
 TEL0255-82-2325

東京学芸大学附属高等学校
妙高教育研究所

〒944-0074　妙高市大字三ツ俣字前田548-1
 TEL0255-70-5175

７月６日（日）福岡県めぐみ
助産院代表 寺田恵子氏を
講師に「生まれてくれてあ
りがとう」いのちの授業」を
開催致しました。助産師と
しての日々を通して多くの
出産に立ち会い、その度に実
感する出産に向けて親が子に
捧ぐ愛情。そして一生懸命に生まれようとする赤ちゃ
んの力強さをお話頂きました。授業の中で親から子へ
伝えた言葉「生まれてくれてありがとう」「そのまんまで
いいんだよ」会場内は温かく優しい空気に包まれました。

１１月１６日（日）ぼくとあ
なたのまち事業　妙高再発
見プロジェクト～ぼくとあ
なたのまちをめぐって～を
開催致しました。活動エリ
ア内の小学生とバスツアー
を行い。生まれ育った地域
内の各所をめぐり魅力を再
発見致しました。

９月２８日（日）妙高市総合体育館（はね馬アリー
ナ）を会場に怪盗フクダからの挑戦状！～はね馬ア
リーナから脱出せよ～を開催致しました。怪盗フクダ
から届いた１通の挑戦状には「妙高市民の笑顔を奪い
に来る」と書かれていた。親子そして参加者同士が協
力しあいながら課題をクリアしてふれあいながら笑顔
の絶えない１日となりました。

１２月９日（火）未来のカタチ創造事業　妙高オリジナル
地酒カクテル制作プロジェクトを開催致しました。日本
文化やローカルな文化に触れることを期待して訪れる外
国人観光客のニーズに応えるため、地酒を使ったオリジ
ナルカクテルを制作し、魅力発信力の向上を図りました。

妙高高原地区で行われる艸
原祭において雪の巨大すべ
り台を作りました。来場さ
れた子どもから大人まで季
節はずれの雪に大いに喜
び、楽しんでいただきまし
た。

地域内の祭りやイベ
ントの翌日にごみ拾
い活動を実施致しま
した。「きれいな街
は人の心もきれいに
する」私たちは故郷
を大切にしていきま
す。

４月６日（日）と１２月７日（日）継続事業である愛の
献血を実施致しました。両開催日、共に多くの方より
献血にご協力頂き大変ありがとうございました。引き
続き献血事業を実施する予定ですので、ご協力をお願
い致します。

継続事業となって
いる青色回転灯パ
トロールを定期的
に行いました。登録
した車両で市内を
巡回し市民の安全
と安心を守るため
パトロールを致し
ました。

「水合戦」～真夏のｍｅｍｏｒｙ２０１４～ (1)「水合戦」～真夏のｍｅｍｏｒｙ２０１４～ (1)
「生まれてくれてありがとう」
いのちの授業

「生まれてくれてありがとう」
いのちの授業

２０１4年度（一社）妙高青年会議所活動報告

愛の献血

青色回転灯パトロール

８月１日（金）あらいまつり前日祭において、水合戦～
真夏のｍｅｍｏｒｙ２０１４～を開催致しました。昨
年まで継続していた綱引き大会を一新して開催した
競技ではありましたが、出場６８チーム、出場者３８
３名と多くの方々からご参加頂きました。競技する方
と応援する方の歓声が会場を盛り上げ、笑顔あふれる
１日となりました。

　１０月２日（木）未来のカタチ創造事業　グリーン
シーズンプロジェクト ～妙高にアクティビティをつ
くろう～と題し、事業を開催致しました。北陸新幹線
上越妙高駅の開業、国立公園妙高の分離独立を２０１
５年に控え、妙高におけるグリーンシーズンの観光客

誘致は、今後ますます重要になっていき
ます。本事業では「セグウェイ」とい
うツールを使い、妙高のグリーンシ
ーズン観光客誘致の可能性を探り
ました。

■１月
・例会フリータイム（一社）妙高青年会議所･妙高ＪＣシニアクラブ
　合同新年を祝う会　　　　　　　　　　　　　　　　　  （総務委員会）
・京都会議（京都府）
■２月  
・第１回ブロックコンファレンス（新潟市）
・通常総会
■３月  
・陸上自衛隊高田駐屯地ホームビジット        （未来のカタチ創造委員会）
・復興創造フォーラム２０１４（福島県）
・例会フリータイム　「地域のこしを考える」～次代へ繋ぐべきもの～
                                                           （ぼくとあなたのまち委員会）
■４月
・愛の献血                                                                 （総務委員会）
・例会フリータイム　ザ！英知～笑顔の向こうには友情～
                                                           （人と笑顔とふれあい委員会）
・新潟ブロック協議会 会員交流ゴルフ大会（上越市）
・青色回転灯パトロール                          （人と笑顔とふれあい委員会）
■５月
・艸原祭アトラクション「雪遊び広場」                    （会員交流委員会）
・艸原祭ごみ拾い                                   （人と笑顔とふれあい委員会）
・新潟ブロック協議会 会員交流サッカー大会（新潟市）
・例会フリータイム　「ＡＬＬ　ＴＯＧＥＴＨＥＲ　～居酒屋の青春～」                
                                                                          （会員交流委員会）
■６月  
・新潟ブロック協議会 会員交流野球･ソフトボール大会 （新発田市）
・例会フリータイム自衛隊講話「国防とアジア情勢」
                                                              （未来のカタチ創造委員会）
・（一社）妙高青年会議所･妙高ＪＣシニアクラブ交流ゴルフコンペ
                                                              （未来のカタチ創造委員会）
■７月
・中間監査
・「生まれてくれてありがとう」いのちの授業                 （総務委員会）
・臨時総会
・サマーコンファレンス（横浜市）
・青色回転灯パトロール                          （人と笑顔とふれあい委員会）
■８月
・あらいまつり前日祭　水合戦～真夏のｍｅｍｏｒｙ２０１４～
                                                           （ぼくとあなたのまち委員会）
・あらいまつり大綱かつぎ
・あらいまつりごみ拾い                          （人と笑顔とふれあい委員会）
・例会フリータイム 　「ＡＬＬ　ＴＯＧＥＴＨＥＲ　～納涼会～」      
                                                                          （会員交流委員会）
・会員オリエンテーション　「ＡＬＬ　ＴＯＧＥＴＨＥＲ　
   ～想いの継承そして４０周年へ～」                       （会員交流委員会）
■９月
・臨時総会
・第４４回ブロック大会（村上市）
・他団体交流事業「自衛隊一日体験入隊」     （未来のカタチ創造委員会）
・青色回転灯パトロール                          （人と笑顔とふれあい委員会）
・人と笑顔とふれあい事業　怪盗フクダからの挑戦状！
   ～はね馬アリーナから脱出せよ～           （人と笑顔とふれあい委員会）
■１０月
・未来のカタチ創造事業　グリーンシーズンプロジェクト
   ～妙高にアクティビティをつくろう～        （未来のカタチ創造委員会）
・ＲＩＮＸ－４全体事業「祝！北陸新幹線延伸。つながる地域を知ろう、 
   体験しよう、発信しよう！」                    （未来のカタチ創造委員会）
・例会フリータイム　深めようJCの知識
   ～We will study an organization～                          （総務委員会）
・第２回ブロックコンファレンス（糸魚川市）
■１１月
・おたやごみ拾い                                   （人と笑顔とふれあい委員会）
・NBC会員交流ブロックバスケットボール大会（新潟市）
・通常総会
・ぼくとあなたのまち事業　妙高再発見プロジェクト
   ～ぼくとあなたのまちをめぐって～        （ぼくとあなたのまち委員会）
・例会フリータイム　想いの継承
   ～message to the next generation～                     （総務委員会）
■１２月
・愛の献血（総務委員会）
・例会フリータイム「ＡＬＬ　ＴＯＧＥＴＨＥＲ　クリスマス会　
   ～感謝の想いを伝えよう～」                                （会員交流委員会）
・未来のカタチ創造事業　オリジナル地酒カクテル制作プロジェクト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （未来のカタチ創造委員会）
・期末監査
・歳末青色回転灯パトロール                    （人と笑顔とふれあい委員会）

ALL TOGETHERの精神で活動した１年間ALL TOGETHERの精神で活動した１年間
怪盗フクダからの挑戦状！
～はね馬アリーナから脱出せよ～
怪盗フクダからの挑戦状！
～はね馬アリーナから脱出せよ～

妙高オリジナル地酒カクテル
制作プロジェクト

妙高オリジナル地酒カクテル
制作プロジェクト

あらいまつり前日祭

未来のカタチ創造事業 未来のカタチ創造事業ぼくとあなたのまち事業

人と笑顔とふれあい事業


