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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

2017 spring

Anniversary
【ご挨拶】
地域住民の皆様におかれましては、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。
4 月を迎え、新年度のスタートを告げるかのように、茂原公園の桜も満開に咲き誇り、改めてこの長生郡市地域の素晴
らしさを皆様も実感できた事と存じます。
茂原公園の桜だけではなく、この長生郡市内には他にも様々な素晴らしい資源がございます。そして我々が普通に思っ
ている事が外部の方から見れば貴重な存在であるという事もございます。そんな秘めたる可能性を持った長生郡市を誇
りに思い、地域住民の皆様と共に今後も茂原青年会議所は活動を展開してまいります。

【事業報告】
さて、過日 2 月 26 日（日）茂原市民会館において、茂原青年会議所主催にて東国原英夫氏の講演会を開催いたしました。
当日は 700 人近い住民の皆様に足を運んでいただき、改めて会を代表し御礼申し上げます。「地方改造論」という表題
でのご講演でしたが、政治的な手法などのお話ではなく、人を笑顔にする大切さや自分から行動する事の重要性をユー
モアを混ぜながら説いていただく内容となりました。その中に宮崎県知事時代の体験談も織り交ぜていただき、貴重な
ご講演を聞く事ができました。そして、ご参会いただいた住民の皆様にはアンケートにお答えいただき、地方創生に興
味があると答えた方が実に 86％という非常に高い結果を得ました。これは今後この地域の地方創生の推進において、明
るい材料となる事だと確信しております。また、2 月 28 日（火）には千葉県教育会館にて、千葉県知事選挙における「公
開討論会」が千葉ブロック協議会主催にて開催されました。年々、公開討論会の知名度のアップと共に、立候補者の参
加率も高まってまいりました。森田健作氏も 3 回目の千葉県知事選挙にて初の参加となり、多くの住民の皆様にお越し
いただき、政策本位の政治選択の良き材料としていただく事ができました。
また、これからは地域の事は地域で行う自主性が求められる時代となっております。したがって、この 4 月に行われま
す茂原市議会選挙はこれからの茂原を考える上で特に重要な選挙と位置付けられます。一人でも多くの住民の皆様がご

あなたは地方創生について興味がありましたか？

自身の意思表明をし、盛り上がりを見せる選挙となる事を切に願っております。

興味あり

14%

86%

興味なし
※アンケート集計結果

【茂原青年会議所の考え】
地方創生は国の政策ではございますが、補助金のバラマキなど何かをやってもらうのではなく、地域住民みんなで考えましょうという、いわば国民運動のようなものと我々茂原青年会議所は捉えております。そして、そんなに容易く地方の経済や雇用状況が劇的に改善
する事も無いと理解しております。したがって今後も引き続き、根気強く一人でも多くの若者を巻き込み、住民の皆様と一緒に考えていきたいと思っております。
また、これは特に我々と同世代の若い方々へのご提案です。我々茂原青年会議所は、子どもたちがこれからも生活していくこの地域の事を第一に考え活動しております。働き盛りの真っただ中、仕事に、家庭に、やらなければならない事が山のようにあるのに、なぜ我々
はこのような活動を続けているのか？それは、我々には常に “世のため人のためが自分のため” という考え方が念頭にあるからです。我々は知っています。地域のためや地域の子どもたちのためといった活動が、実際に巡り巡って必ず自分が幸せに生きていく何かしら
のヒントとなって返ってくる事を。ここで何が言いたいのかと申しますと、何か一つでいいので、“地域と接点を持っていただきたい” という事です。この地域には我々茂原青年会議所の他にも、商工会議所・商工会青年部や、自治会青年部、消防団、その他にも様々
な団体が存在しております。それぞれの団体が総じて、この地域のためにと活動している団体でございます。何か一つ接点を持っていただくだけで、自分に返ってくるものが絶対に存在します。ぜひ地域住民の皆様総動員でこの地域に関わっていきたいというのが、我々
の最大の望みでございます。

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

【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

茂原・長生地域がより良い地域となる

には、「キッズサマーキャンプ」や「キッ

ように、我々茂原ＪＣは様々な慈善活

ズゴルフレッスン」、「キッズパティシエ体

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・

のゴミ拾い、ごみゼロ運動への参画、

家族で楽しむ釣り大会」の開催、
「千葉ロッ

選挙啓発活動への参加協力、九都県市

テマリーンズ福祉野球教室」への参加協力

合同防災訓練への参加など他団体とも

などをしてまいりました。地域の子どもた

連携し、地道な活動をしております。

ちに、学校生活だけでは体験できない団体

その他では災害時での復興支援におい

行動を通して得られる、子供の自立性・協

て、現場が求めている現状を明らかに

調性・社会性を養うために毎回様々な趣向

するため、迅速に全国にいる青年会議

を凝らして開催しております。価値観が多

所の同志と連絡を密にし、対応してお

様化している現代において、子どもの頃に

ります。

様々な体験をしておくことが重要であると
考え、将来逞しく人間性豊かな大人になっ
てもらう事を目的としております。

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。

迷ったら

【狼煙（のろし）】

【（株）かに華食品 直売所】

！
ココ！
青年会議所

メンバー
お店情報

茂原商工会議所での集まりの後、僕らは毎回狼煙へＧＯ！

住所：茂原市茂原 559-1

かに華食品さんは、もばらオロシティに入っている水産加工会社です。

新鮮な魚介から旨い焼き鳥まで多ジャンルな料理が楽しめます。

電話：0475-22-5356

一般のお客様大歓迎の直売所を併設しており、年間を通しておいしい蟹や干物、漬け魚などを販売しております。

お酒も豊富で、女性の方にもおすすめ！

営業時間：17：30 〜 24：00

毎月最終土日には直売所にて特売イベントを開催中！直売所人気Ｎｏ．1 商品は “蟹みそ甲羅盛り” です。

店主も若くてイケメンなので、行く価値アリですっ！

定休日：日曜

また、ネットショップにてご購入もできます。ぜひ一度ご覧ください！

https://mobara-chosei.mypl.net/shop/00000339899/

駐車場：あり（榎町商店街駐車場）

https://tsuku2.jp/ec/viewCatalogStore.php?scd=0000000026

ツクツクかに華

検索

住所：茂原市小林 1978-30
電話：0475-47-3670
営業時間：10:00~18:00
定休日：なし

駐車場：あり

齋藤︵以下 齋“ ︶” 本日はよろしくお
願い致します︒

けのイベントに対しては人数が足りてい

ただける方が２０名程おります︒これだ

その他にサブメンバーとして手伝ってい

まず︑もばちゃいる運営委員会はどの

ない所もありますが︑メンバーみんなで

カバーしあい︑効率よく運営しておりま

ような活動をしている団体かお聞かせ

ください︒

さんに青少年育成事業の運営のお話を聞

す︒あ︑あと︑第１回目の時に茂原ＪＣ

国藤︵以下 国“ ︶” はい︑毎年５月５
日にショッピングプラザアスモで開催

ただいたのも大きいです︒

かせていただき︑それを参考にさせてい

している も“ ばちゃいる と
” いうイベ
ントを主催しております︒

事にさせていただきます︒

齋︶あ︑ありがとうございます！ぜひ記

齋︶ も“ ばちゃいる と
” はどのような
イベントでしょうか？

あるのが口コミです！女性の口コミ︑特

では次に集客方法などもお聞きしたので

にママさんの力は凄いんです︒

すが︒

ただき︑好評を得ております︒また︑

齋︶なるほど︑確かに女性の力は凄いと

国︶はい︑小学生以下の子どもを対象

もばちゃいるはご出店される企業様も

思います︒我々には女性メンバーが現在

に職業体験をしていただくためのイベ

スタッフもすべて茂原市内でという事

１名しかいませんので︑もっもっと女性

国︶はい︑基本的にチラシやＳＮＳ等で

にこだわっております︒その甲斐あっ

の方を巻き込んでいきたいと考えており

ントで︑今年で第４回目を迎えます︒

てか︑昨年茂原市より認定市民活動団

宣伝活動をしておりますが︑１番効果が

体第１号に認定していただきました︒

ます︒これからもお互い地域に根差した

しております。

毎年たくさんの企業様にご出店してい

齋︶茂原市のまちづくり条例で規定さ

活動を頑張ってまいりましょう！本日は

○この茂原・長生地域には、我々茂原ＪＣの他にも様々な団体が活動

︵一社

実

れている取り組みですね︒私も第１回

ありがとうございました︒

（2 年生までは保護者同伴）

茂
) 原青年会議所

齋藤

目のもばちゃいるに出店させていただ

きましたが︑天気が悪いにも関わらず︑ 国︶ありがとうございました︒

対象：体験対象は就園児〜小学 6 年生以下のお子様です。

行列が絶えない凄まじい集客のイベン

入場料：200 円（保険料）

談会

会場：茂原ショッピングプラザ アスモ

トでした︒また︑公共施設等で開催す

（最終受付 16：30）※アスモ館内 10 時スタート

るのではなく︑アスモとタイアップし

たというのが地元への貢献度を増して

います︒本当に素晴らしいイベントだ

と思います︒

国︶そう言っていただけると今年もや

る気が出てきます︵笑︶

齋︶我々茂原ＪＣも青少年育成事業と

日時：2017 年 5 月 5 日（金） 9 時〜 17 時

第５９代理事長

国藤 みゆき

認定市民活動団体
もばちゃいる運営委員会代表
して︑キ“ ッズサマーキャンプ や
” キ“ ッ
ズゴルフレッスン ︑” キ“ ッズパティシ

エ体験 な
” ど︑小学生を対象とした事
業を毎年開催しております︒このよう

な子どもを対象とした事業では︑色々

な所に気を使わなくてはならず︑本当

に労力が必要になってきます︒もちゃ

いる運営委員会とはどのような方々の

集まりで︑何人程で活動しているので

しょうか？

国︶はい︑最初は私と市塲明子さんと

いう方２人で立ち上げ︑現在は主要メ

ンバーが１０人程いまして︑すべて子

供がいる女性です︒

第 4 回もばちゃいる

T
H
E

国藤みゆき／【フラワーアレンジメント教室 ﬂeur
【ＦＢ】www.facebook.com/ﬂeur42m

そのほとんどの団体は “地元をもっと良くしよう” “住みやすい街に
しよう” というような地元に根付いた我々と同様の目的を有しており
ます。Ｔｈｅ談会では、そのような団体様とご対談させていただき、
お互いの活動の発信をさせていただきます。
今回は認定市民活動団体「もばちゃいる運営委員会」代表 国藤みゆき
様を訪問し、お話を伺ってまいりました。

茂原青年会議所 2017 年度役員及びメンバー紹介
理事長

副理事長

副理事長

三浦家製麺

( 株 ) 秋葉商店

本泰寺

齋藤 実

総務・例会委員会

委員長

遠藤 弘太

（株）冨士商会

秋葉 宗一郎

地域人財育成委員会
委員長

酒井一光

（株）成美学園

監事

湯原 勇

監事

根本内 鯛

三谷咲子

（有）ニチタケ建設

総務・例会委員会

地域人財育成委員会

副委員長 山﨑 孝史

副委員長 神明喬幸

（株）山﨑組

神明建設（株）

東葉工業（株）
賛助会員

（株）アスカ

茂原店

（株）千葉銀行

千葉石油（株）

茂原支店

双葉電子工業（株）

今井裕敏

( 有 ) 今井設備工業

川島教義

( 株 ) かに華食品

白石平和

白石管工 ( 株 )

宝福由幸

宝福司法書士事務所

片岡秀樹

狼煙

河野雄太

( 株 )F'S

鶴岡正幸

( 有 ) スズキ自動車商会

山田晃功

( 有 ) ヤマダ事務器

小沢郁也
磨島卓

( 株 ) 小沢工務店

( 株 ) 千葉銀行 茂原支店

進藤雄介
篠崎史明

房総信用組合

( 有 ) しのざき荘

附柴洋平
林信廉

ツケシバエージェンシー
社会福祉法人 長生共楽園

山内祥一郎

( 株 ) 豊文堂

茂原 JC は新たな仲間を募集しています。
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。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！

【入会資格】
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）
【会費】
10,000 円 / 月

茂原青年会議所 事務局
TEL ：0475-22-3361

時間 / 平日 9:00 〜 17:00

FAX：0475-23-7895

担当 / 月﨑

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

茂原青年会議所

検索

