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S53 ≫

平澤　利弘 高橋　達也 和田　英人
丸堂養鯉場 ㈱高五組 YK 機工

石上　裕介 南雲　丈克 池　雄太

加藤　寿幸 星野　哲也 広川　健介

㈱丸山工務店 ㈲南雲住建 ㈱ポンド

㈲みれん 司法書士星野誠事務所 ㈱広川工務店

S54 ≫

黒崎　智大 木村　裕介

阿部　吉之助 小宮山　一博 細貝　智志 木村　勝年

㈱クロサキ ㈱木村食品
金澤　竜也
金澤建築

㈲びんしょう
横井　順一
㈲高見石材 大忠工務店 細貝塗装 木村歯科医院

S55 ≫ S56 ≫

柳田　伸吾

山田　一郎 吉田　勇童 黒﨑　慎一郎 井口　和行 諸我　和成

㈱柳田工業

山田一郎商店 ㈱吉田鋼業 ㈱しん設備 ㈲井口建築設計事務所 諸我石材店
S57 ≫

小林　勇貴

風間　尚樹 高橋　功一 大淵　誠将 平野　歩 伴　泰範

Ｋ－ＷＯＲＫＳ

㈱林屋紙器 ㈱白友舎 スナック　ロゼオ 夢きぶん 宝砂利㈱
S58 ≫ S59 ≫

米岡　良太

宮山　悟 渡辺　洋一 本田　啓邦 星野　泰幸 廣井　紀余人

米岡石油㈱

㈱角屋 ㈲渡辺自動車整備工場 (資)池田屋 星野松栄事務所 石動神社
相崎　将人

エスポワール接骨院

小千谷青年会議所　在籍メンバー紹介



S60 ≫ S61 ≫ S63 ≫

和田　慶太
吉澤　壮太 星野　裕司

渡辺　匡彦 星野　龍治
創作居酒屋　楽笑

魚伝 星野松栄事務所
㈱日本観光 ㈲中越清掃社

H2

小杉　孝之

加藤　蘭

㈱カネオト

スナック　りあん

小千谷青年会議所　在籍メンバー紹介



年度 月 事 業 内 容
1 式典 新年式典

セミナー 「共にきずこう！ナンバー１のまちづくり〜南蛮１エビプロジェクトから学ぶまちづくり〜」
総会 ２月通常総会

参画事業 おぢや風船一揆参画
3 式典 Forum21 ３⽉合同例会
4 式典 ⼩千⾕⻘年会議所５５周年式典・祝賀会
5 ⻘少年育成 第28回 わんぱく相撲小千谷場所
6 セミナー 震災復興１０年感謝を胸に〜今だからこそ学びそして新たなる⼀歩へ踏み出そう〜
7 セミナー 「魅⼒ある⼤⼈の背中」の実践へＧＯ-ＧＯ！！

総会 8⽉臨時総会
５５周年記念事業 GOGO花⽕打ち上げ

9 セミナー 私たちに出来る備えとは？〜⾃衛官の災害派遣活動を学ぶ〜開催
セミナー 「わんぱく相撲経験者から学ぶこれからの⻘少年健全育成」
社会開発 ⼩千⾕復興感謝祭「おぢゃれ元気フェスタ」を６団体で協働開催
社会開発 震災復興１０年記念事業 結びの灯〜感謝を胸に、未来へＧＯ〜  AKB48コンサート
社会開発 「おぢゃれ元気フェスタ座談会」開催

公開講演会 「今、⼦供たちのために出来ること〜魅⼒ある⼤⼈へのコツ！！〜」
卒業例会 「卒業生への感謝、そして感動の未来（あす）をきずくために」
懇談会 ⾏政との報告会、懇談会

12 懇親会 忘年パーティー
1 式典 新年式典

セミナー 経世済⺠の精神〜「企業理念」の⼤切さを考える
総会 ２月通常総会

参画事業 おぢや風船一揆参画
懇親会 ⼩千⾕ブランディング・プロジェクト【年度報告会＆意⾒交換会】
式典 Forum21 ３⽉合同例会

セミナー 経世済⺠の精神〜「関わる⼈を120％ハッピーにする仕組み」
社会啓発 統一地方選挙小千谷市議会議員選挙において「e みらせん」に実施

5 対外事業 第29回 わんぱく相撲小千谷場所
6 セミナー 経世済⺠の精神〜「魔法使いの営業マンになるために」

セミナー 経世済⺠の精神〜現在を⾒つめなおし、未来を切り拓け〜⼈⽣の⼤海原へ〜
参画事業 全日本プロレス 2015 サマーアクションシリーズ 小千谷大会

8 総会 8⽉臨時総会
参画事業 まちの魅⼒発信プロジェクト「そばるーん」にて各種イベントに参画

9 絆事業 「ＪＣ運動会」
社会啓発 「家訓づくりプログラム〜伝えたいことばはなんですか〜」
社会開発 「おぢゃれフェスタ２０１５ 〜感動体験ディスカバリー博〜」
特別事業 「JCI 世界会議ウェルカムナイト」にてＬＯＭブースを出店
卒業例会 〜卒業⽣から後輩へ、伝えたいこと〜
懇談会 ⾏政との報告会、懇談会

12 懇親会 忘年パーティー
1 式典 新年式典

絆事業 (((こだま)))する会員交流のこころ ふるさとかるた⼤会
総会 ２月通常総会

参画事業 おぢや風船一揆参画
懇親会 ⼩千⾕ブランディング・プロジェクト【年度報告会＆意⾒交換会】
式典 Forum21 ３⽉合同例会

セミナー ＷＨＹからはじめよう〜イノベーターの考え⽅から学べ〜
募⾦活動 熊本地震⽀援⾦募⾦活動

5 ⻘少年育成 第28回 わんぱく相撲小千谷場所
6 セミナー No business，no JC． No JC，no business．〜社業無くしてJC無し、JC無くして社業無し〜
7 絆事業 明日のために！just do it！ 大納涼会

総会 8⽉臨時総会
参画事業 おぢやまつり おぢゃれフェスタの PR＆そばるーん無料配布
絆事業 ⻘年経済⼈の異業種交流会 〜Community＆Communication〜

社会開発 「おぢゃれ元気フェスタ座談会」開催
絆事業 わんぱく相撲⼩千⾕場所第３０回記念祝賀会

社会開発 小千谷病院跡地活用の提言書の作成運動
絆事業 ⼩千⾕ＪＣ５０周年記念樹 もみの⽊移植式「もみの⽊に集まれ！」〜未来に繋げよう⼩千⾕ＪＣの精神〜

卒業例会 〜⼩千⾕ＪＣの明⽇のために伝えたいこと〜
懇談会 ⾏政との報告会、懇談会
懇親会 忘年パーティー

社会開発 ⼩千⾕病院跡地活⽤の提⾔書を市⻑に提出
募⾦活動 ⽷⿂川駅北⼤⽕⽀援⾦募⾦活動

1 式典 新年式典
セミナー 響鳴 〜⼩千⾕ＪＣの気概〜

総会 ２月通常総会
参画事業 おぢや風船一揆参画

3 式典 Forum21 ３⽉合同例会
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Ｉさんの声（建築業代表社員）
①入会前の小千谷ＪＣの印象は？
・イメージ→忙しい、飲み会が多い、お金（飲み代）がかかる、二代目・後継者が入会する。
②入会のきっかけは？
・現役メンバーからの勧誘
③入会を決めた最大の理由は？
・いろいろな方と出会える場所だと感じたから。
・人前で話す機会や、スキルアップの場が得られ、自分磨きができると感じたから。
④入会後の印象は？
・飲み会ばかりしている団体かと思っていたが、様々な事業やまちづくり活動・ひとづくり活動に取り組んでいてビックリした。
⑤入会して良かったと思うことは？
・様々な活動を通していろいろな分野の方と出会えることができ、いろいろな刺激を受けることができる。また、メンバーと
切磋琢磨することで、かたい絆をつくることができたと思う。
⑥入会を考えている方々に向けてメッセージ
・入会をお考えの皆さまとともに小千谷を盛り上げるために活動することを楽しみにしております。

Ｗさんの声（自動車関連業社員）
①入会前の小千谷ＪＣの印象は？
・どういう活動をしているか分からなくて、入りたいとは思わなかった。
②入会のきっかけは？
・小千谷に帰ってきてから、会社の新年会に当時JCにおられた先輩から会うたびに誘われていたが、その時は会社にも
入ったばかりで仕事の集まりも多く断っていた。その後に、同級生からも誘われるようになりオブザーバー（入会前の参
加者）で行ってみて色んな方がおられてお誘いを受けた感じです。
③入会を決めた最大の理由は？
・父親が入っていたこともあり、いつかは入らないといけないと思っていたところに現役のＪＣメンバーが来た。
④入会後の印象は？
・思っていたものと違い、一生懸命まちを良くしようとしていること、まちを盛り上げようとしていることに共感できた。
⑤入会して良かったと思うことは？
・入ったことによって、仲間が増えたこと。
・頼れる先輩や同期入会の方々と深い絆が出来たこと。
⑥入会を考えている方々に向けてメッセージ
・最初はとっつきにくいかもしれませんが、入ってみると学ぶことも多く、仲間も増えます。何事にも、体験しないでお断り
するのではなく体験してから判断することが大事かなと思います。JCは自分たちだけが満足することを望んでいる団体で
はありません。一生懸命自分たちが住んでいるまちを良くしようとしている、発展させようとしている、いいところを作ろうと
している団体です。自分たちの時間とお金を使ってでもまちを良くしようとしている団体です。
・まずは体験してください。そして、もし共感できるのでしたらぜひ入会して私たちと一緒にまちを良くしていきましょう。

Ｗさんの声（塗装業創業者）
①入会前の小千谷ＪＣの印象は？
・なし。JCの存在を知らなかった。
②入会のきっかけは？
・幼少時よりの後輩、弟の親友からの勧誘。
③入会を決めた最大の理由は？
・オブザーバー（入会前の参加者）として出席した定例会に自分の苦手分野が含まれており自己成長につながると
感じた。
④入会後の印象は？
・自己成長の目的を超えた意義があった。友情と奉仕。
⑤入会して良かったと思うことは？
・苦手分野に対しての慣れ。ヒトとの出会い＝多様な価値観の発見。
⑥入会を考えている方々に向けてメッセージ
・入会後のメリット、デメリットなんて皮算用でしかない。気づく人しか気づかないと思いますが・・・。

入会２年未満のメンバーの声 ①



Ｈさんの声（建設業代表社員）
①入会前の小千谷ＪＣの印象は？
評判は、すごく悪かったです。
②入会のきっかけは？
現役メンバーに誘われて。
③入会を決めた最大の理由は？
昔、スキーのレーシングで一緒にやっていた人がたくさんいたので。
試しにオブザーバーで出てみて、みんなあいさつはっきりしているし、楽しそうだし、「あれ？そんなに悪くないかも？」って
思いました。決意したのは、メンバーに「ＪＣは強制は一切ないから」って言われた時です。
④入会後の印象は？
議案書とか理事会とか報告議案とかにびっくり。なんだろうこの面倒なシステムはって思いました。勉強にはなってます。
⑤入会して良かったと思うことは？
仲間が増えた。スポーツ事業が楽しい。委員会終わった後の飲みとか仕事や趣味とかの共通の話題での会話が楽し
い。
⑥入会を考えている方々に向けてメッセージ
仲間を増やすにはＪＣは最高にいい団体だと思います。ただ、議案書とか理事会とかめんどくさいこともいっぱいあります。
後、お金が結構かかりますがどこまで入り込むかは自由です。

Ｙさんの声（飲食業代表社員）
①入会前の小千谷ＪＣの印象は？
JCという存在は知ってはいましたが、正直、何の活動をしている団体なのかあまりよく分かっていませんでした。
②入会のきっかけは？
今の現役メンバーの人達や、卒業された先輩方に、何度も誘っていただいていて、時期を理由に断り続けていたのです
が、現役のメンバーの方が何度も何度も訪問に来られて、自然と趣味など色々な話をするようになり、また飲み会やス
ポーツ大会など、割と気軽に行きやすい会から誘ってもらった事が大きかったと思います。
③入会した最大の理由は？
少しずつメンバーの人達とも面識が増え、また懇親会場にもご利用頂いたりと、逃げられない状況に追い込まれた事で
す。（笑）
④入会後の印象は？
メンバーの人達が真剣に事業に取り組んでいる姿は想像以上で、本当に地域の為に考え、動いている団体なんだなと
改めて感じました。
⑤入会して良かったと思うことは？
人脈が広がることや、仲間意識の高さを学べること。様々な情報交換、共有ができること。それらを社業に生かすことが
できる。他にもたくさんあると思います。
⑥入会を考えている方々へのメッセージ
他では得られないことがJCにはたくさんあります。JCの活動や考え方は、社業、日々の生活、友人や地域の方との交
流、様々なところで必ず役に立ちます。ぜひ入会して、一緒に活動をしていきましょう。

Ｈさんの声
①入会前の小千谷ＪＣの印象は？
会社経営者の集い(ある程度の所得がないと入れない)
②入会のきっかけは？
仕事上断れない方からの勧誘
③入会を決めた最大の理由は？
定例会のセミナー『WHY講座』にオブザーバーで参加して、こういったこともしてるんだと分かりJCへのイメージが変わった
から。
④入会後の印象は？
集まりが多い、飲みが多い
⑤入会して良かったと思うことは？
様々な職業の方とつながりが出来、考えの幅が広がった。お酒が少し好きになったし、強くなった。
⑥入会を考えている方々に向けてメッセージ
ここは、青年の塾。お金を出して参加する団体なので、その分学びが沢山あります。

入会２年未満のメンバーの声 ②
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