ご挨拶
法皇青年会議所は、来年二十周年を迎えます。法皇青年会議所の歴史を紡いできた、先輩諸
兄に感謝と敬意の念を抱くと共に更なる法皇青年会議所の発展の為に我々、現役の法皇青年会
議所のメンバー全員で全力を尽して参ります。
シニアメンバーの皆様方におかれましても、今後も変わらぬご支援と共に、
理事長の写真
ご指導、ご鞭撻よろしくお願いいたします。

第 19 代理事長

石川義浩

ご挨拶
法皇青年会議所のシニアクラブは、昭和三十二年生まれの卒業六名により、一九九八年一月
にスタートしました。歴史の歩みとともに、今では現役よりも多いメンバーを抱えています。
クラブと名乗りながらも青年会議所の同窓会が本質であり、堅苦しい決まりや難しい話はあり
ません。それでもいくつかの課題を感じています。その一つがシニアクラブ会員の高齢化ととも
に薄れていく「シニアクラブと現役メンバーとの絆」であり、もう一つが時の流れとともに薄れ
ていく「伊予三島青年会議所・川之江青年会議所の先輩方との絆」です。
シニア会長の
このクロスロードが、一九七〇年にスタートした四国中央市の青年会議所
写真
活動の歩みを一つに結びつけてくれることを強く願うものです。

シニアクラブ会長

白川英明

１月７日

紙初市
グランフォーレ石松

法皇青年会議所の PR は理事長挨拶、三宅
委員長の会員拡大のお願いに続いて「はつ
いち」でのあいうえお作文。この模様は
検索→『紙の初市 PR 動画』にて。石川理
事長のカラー全開の PR となりました。今
回の主役はなんといってもゴールデン村
上！
１月１４日

市長訪問
四国中央市庁

市長と直接話又と無いチャンスでしたの
で思いを伝えてまいりました。今年度の活
動内容として四国中央市の未来の絵を子
供たちに描いてもらう「描こうプロジェク
ト」「婚活」「ビーチ事業」「イルミネーシ
ョン」などの話をしました。

１月２２日～２５日

京都会議
京都

毎年恒例の京都会議です。今年一年の活動
をしっかりとしたものにするべくメンバ
ー同士の絆を確かめ合い、そして日本青年
会議所 柴田会頭の所信挨拶を聞きまし
た。青年会議所としての進む道を確認し今
年一年頑張ります！

1 月２６日

例会・総会
グランフォーレ石松

石川義浩理事長就任初めての例会、総会
となりました。理事長挨拶での熱い思いを
聞き今年一年間、法皇青年会議所を盛り上
げていこうという思いを確認しました。

２月８日

愛媛マラソン
松山

ブロック大会記念事業として愛媛マラソ
ンに参加しました。１万人を超えるランナ
ーにオレンジゼリーとじゃこ天を配りま
した。雨、風と不安定な天気でしたが頑張
って走るランナーに大変刺激をうけまし
た。

２月１４日

ブロック協議会
松山

石川理事長のスローガン『自らに問いを持
ち、明確な目的を持って進め、それが道に
なる』も披露されました。各地会員会議所
において地域のために自分たちの出来る
事を頑張っていくことが大切であり、各地
で頑張る同志がたくさんいることを心強
く思いました。

２月２６日

例会
川之江文化センター

三豊ＪＣシニアの藤川先輩を講師にお
招きし、ＶＭＶセミナーをしていただきま
した。ＪＣ活動の歴史、意義、役割につい
て教えていただき有意義な例会となりま
した。

３月２２日

日本ＪＣ総会
横浜

日本ＪＣ総会(横浜)に石川理事
長はじめ、志願兵として近藤専務、
本藤副専務で行ってきました。横
浜では開港記念館などに行き、理
事長うんちくなどを仕入れてきま
した。

３月２６日

例会
戸川疎水公園

桜の開花にはほんの少し早く残念では
ありましたが、沢山のシニアメンバー、現
役メンバーに参加していただきました。
車座になり和気あいあいとシニアメン
バー、現役メンバー相互の交流を深めるこ
とができました。

３月２８日

ブロック会員会議所
紙産業支援センター

法皇の地にてブロック会員会議所が開
催されました。愛媛ブロックにおいても開
催予定の事業に向けて具体的な話合いが
なされました。その後は、愛媛ブロックメ
ンバー、各地会員会議所理事長そしてメン
バーの皆様との楽しい夜となりました。

４月４日

研修事業
琴弾回廊

三豊ＪＣシニアの藤川先輩を講師にお
招きし、マインドマッピングセミナーを行
いました。プレゼンの内容をラインを使い
図形化し、短時間での情報処理を教えてい
ただきました。理事長班の芸術作品は理事
長ブログにて。

４月８日

理事長杯
琴平カントリークラブ

今年も理事長杯が石川理事長の始球式
より始まりました。優勝は山内一正さん、
2 位は大西卓さん、3 位は本田さんでした。
理事長賞は村上敏幸さん。ブービーは大平
さん、ブービーメーカーはゴルフ初参加の
近藤専務でした。先輩方との良い交流の場
ですので、次回もぜひ参加お願いします。

４月１９日 サッカー四国大会
1月 日
紙初市

瀬戸大橋

坂出の地でチャリティーサッカー大会
に稲村キャプテンをはじめ、多くのメンバ
ーで参加し、１勝１敗１分の結果でした。
全国大会(静岡)に向かって頑張っていま
す。皆さん、練習に来て下さいね。

４月２６日

西条統合１０周年記念
西条

西条市丹原文化会館にて 10 周年記念式
典が行われました。オリジナルソングやゴ
スペルなどが披露され、賑やかに執り行わ
れました。懇親会は船上パーティーにて、
イベントが開催され華やかに終わりまし
た。来年は法皇青年会議所も 20 周年なの
で、参考になりました。

４月２７日

例会
グランフォーレ石松

愛媛ブロック協議会公式訪問例会のた
め、愛媛ブロック菊池会長を初めブロック
スタッフを交えた例会となりました。例会
アワーとして世界中で篠笛を演奏されて
いる元鼓童の阿部一成さんの笛の音色と
貴重なお話を聞くことができました。

西条１０周年懇親会

ブロック協議会懇親会

個性あふれる新しいメンバーがふえました。
皆さん、よろしくお願いします。

名前 今村 祐輔（いまむら ゆうすけ）
１９８５年 ８月 １５日（３０歳）

名前 種田 宗司（おいだ しゅうじ）
１９８２年 １１月 １０日（３３歳）

【会社名】 (株)アサヒ

【会社名】 ジャスティン(株)

【仕事内容】製品（主に荷札）の出荷・配達

【仕事内容】パッキン・ガスケット及びそれに

【趣味・特技】

付帯する製品の製造・販売

ツーリング・スノーボード

【趣味・特技】

【今一番の悩みは？】

柔道・スキューバーダイビング

運動不足

【今一番の悩みは？】

写真

JC の馴染み方

名前 篠原 謙介（しのはら けんすけ）
１９８２年 ７月 １日（３３歳）

名前

土橋 尚太（つちはし しょうた）

１９８４年 １１月 ２０日 （３１歳）

【会社名】共同ガス(株)

【会社名】(株)愛媛銀行

【仕事内容】LP ガスの販売・太陽光システム

【仕事内容】金融業

ミネラル水の製造販売宅配、リフォーム

【趣味・特技】ネットでの人名検索

【趣味・特技】ゴルフ、地図読解
【うんちくをひとつ】

【うんちくをひとつ】

飛行機の燃料は“灯油”

ATM で 10 千円と入力すれば
千円札 10 枚でてくる

名前

中野 航（なかの わたる）

１９８９年 １月 １７日（２６歳）

名前

藤田 佳己（ふじた よしき）
１９８４年 ７月 ２２日 （３１歳）

【会社名】(株)フロントエンド

【会社名】川之江信用金庫

【仕事内容】システム開発・インフラ構築・ソ

【仕事内容】金融業

フト、OA 機器の販売・IT 関連全般

【趣味・特技】フットサル

【趣味・特技】映画鑑賞

【今、一番の悩みは？】

【うんちくをひとつ】

PM２．５

室蘭やきとりは鳥ではなく豚

【うんちくをひとつ】
夜逃げの 8 割は昼に逃げる

今回は、昨年入会したメンバーを紹介！

写真

趣味
焼酎いろいろな銘柄を飲む
憧れの有名人
朝起きて一番にすること タバコに火をつける
おすすめの食べ物屋
鬼平(おにへい)

松本人志

いしかわとしまさ

石川敏正

（株）石津工業

34 才

趣味 読書・観劇 おすすめのお店 萩ガーデンテラス
朝起きて一番にすること
携帯チェック
おすすめの手土産
川之江屋の最中、千鳥まんじゅう

写真

いしむらさと み

丸石製紙(株)

趣味
写真

石村聡美

24 才

ゴルフ・サウナ(長風呂いけます)

今一番の悩み

やせていること

おすすめの手土産 大阪出身ですが、５５１の豚まん
うんちくをひとつ 明日やろうは馬鹿やろう
くわはらてっぺい

桑原哲平

日本生命保険(相)

33 才

趣味 テニス・ゴルフ・スノボ・麻雀
今一番の悩み 老化現象 憧れの有名人 錦織圭
おすすめの手土産 柴田のカステラ（ザラメがうまい）

写真

こうずかず や

高津和哉

(有)高津保険事務所

写真

31 才

趣味 ゴルフ・野球
憧れの有名人 長嶋監督
今一番の悩み メタボ おすすめの食べ物屋 高知 くろそん
うんちくをひとつ 人生楽しく
ひと
はなおかひであき

居酒屋 秀

趣味
マージャン
おすすめの食べ物屋
おすすめの手土産

花岡秀明

40 才

今一番の悩み 肥満
ポニー
あんみつひめのたこやき

写真

みやざきひろふみ

(株)中央ケアサービス

写真

宮崎裕史

40 才

趣味 クラリネット・ギター
憧れの有名人 ミランダ・カー
おすすめの手土産 観音寺まんじゅう・治一郎のバームクーヘン
うんちくをひとつ
毎月２２日はショートケーキの日
もりや ま り

（有）山丸

こ

守屋真梨子

28 才

開催予定事業－7 月～8 月－
―

７月 ビーチ事業（わくわく★まちづくり委員会）
８月 青少年事業（わくわく★まちづくり委員会）
研修事業（研修委員会）

5 月 24 日に開催されました
事業の模様は次号（8 月）にて
ご紹介させていただきます。

クーポン募集
８月末発行予定の法皇青年会議所情報誌において掲載するクーポンのご提供をいただける
現役メンバー、シニアメンバーの会社様を募集いたします。メンバーの活動を通じて法皇青
年会議所の魅力を広く一般の皆様に知っていただき活動しやすい環境作りを目的として行い
ます。募集は１５社程度を考えております。
【お問い合わせ先】総務広報委員会
TEL：080-3923-8606

委員長

毛利治正

mail:harumasa@e-mohri.com

もしくは事務局までご連絡下さい。詳しい打ち合わせをさせていただきます。

制作 総務広報委員会
委員長 毛利治正

副委員長 鈴木太一郎

加地彩子、石村聡美、進藤祐介、長井慶太、本藤賢二、守屋真梨子、脇研二、篠原謙介
HP http://www.hohoh-jc.jp/

Facebook https://www.facebook.com/hohoh.jc

委員会ブログ http://ameblo.jp/hohohiinkai/
理事長ブログ http://ameblo.jp/hohohriji/

理事長ブログ毎日更新中！

