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一般社団法人新潟青年会議所

第 代理事長候補者

佐藤邦栄

決定
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第 代理事長候補者
監事予定者決定！

７月１０日︵水︶ホテルオークラ新潟にて開催された第

２回定時総会で︑２０１４年度一般社団法人新潟青年会

議所理事長候補者並びに監事予定者の信任投票が行われ

左から、監事予定者 川崎隆二君・理事長候補者 佐藤邦栄君・監事予定者 池田祥護君

ました︒投票の結果︑理事長候補者に佐藤邦栄君︑監事

下：監事予定者 池田祥護君

予定者に川崎隆二君︑池田祥護君が選出されました︒

上：監事予定者 川崎隆二君

幹事

委員
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理事長候補者・監事予定者インタビュー

艱難辛苦汝を
玉にす

候補者に選ばれた率直な感想をお聞かせください︒
信任いただいた皆様に感謝申し上げます︒やるしかない︑やってやる！です︒
新潟ＪＣに入会後︑成長したところは何ですか︒
１番はコミュニケーション能力︑多くのメンバーと関わりを持つことで磨き高められていると感
じます︒２番はリーダーシップ︑多くの役職を経験した中で︑時と場に応じて牽引する力や人を巻
き込む力が養えていると思います︒社業は︑入会と同時に１人で会社を始めて現在は数名いるので︑
少しずつですが着実に成長しています︒
今までのＪＣ生活の中で一番印象に残っている出来事は何ですか？
議長・委員長職を３回担いましたが︑３回とも達成感が大きくて︵１回は現在進行中ですが︶︒
どれも苦労しましたが︑全う出来たことが自信に繋がっています︒特に︑日本ＪＣの議長で︑初
めて東京のＪＣ会館に呼び出された時は︑あまりの酷さに新潟に逃げ帰ろう︵涙︶としましたが︑

上昇・常勝・常笑

予定者に選ばれた率直な感想をお聞かせください︒
率直にびっくりしました︒身の引き締まる思いです︒
新潟ＪＣに入会後︑成長したところは何ですか︒
いろいろありすぎて・・・︒時間の使い方ですかね︒
今までのＪＣ生活の中で一番印象に残っている出来事は何ですか？
うーん︒やっぱり２００９年の委員長の時ですかね︒広報委員会ってＬＯＭのすべてが分かる︑
すばらしい委員会です︒
新潟ＪＣの魅力や好きなところを教えてください︒
やっぱりメンバーひとり一人のスキルが非常に高いところ︒
新潟の魅力や好きなところを教えてください︒
平和なところ︒
座右の銘を教えてください︒
座右の銘ではないですが︑好きな言葉は﹁上昇・常勝・常笑﹂︒
尊敬する人を教えてください︒

予定者に選ばれた率直な感想をお聞かせください︒

感謝の心を持って
誠を尽くす

恐縮です︒

新潟ＪＣに入会後︑成長したところは何ですか︒

失敗を恐れずチャレンジすること︒

今までのＪＣ生活の中で一番印象に残っている出来事は何ですか？

仮入会当時︑嫌で嫌で何度も辞めようと思っていたにも関わらず︑すっかりＪＣにのめり込み︑

すべての年度で多くの修練を頂いております︒思い出がありすぎて振り返るのは卒業までとってお
きます︒

誠実に取り組む姿勢が溢れるメンバー︒

新潟ＪＣの魅力や好きなところを教えてください︒

厳しい中にも笑いあり︑やさしさあり

新潟の魅力や好きなところを教えてください︒

雪が舞う時期も好きだし︑我慢強く乗り越えた春など明確な四季折々︑そして住みよい人の優しさ
が溢れる街︒

座右の銘を教えてください︒

感謝の心を持って誠を尽くす︒

飯島慎太郎 川原信一郎
斎藤 信明 遠藤洋次郎

■ 企画･編集･デザイン／２０１３年度広報委員会
田中 正人 板場 和幸 掛橋 一哲 白井 大志
丸山 英友 小黒 光弘 山田 哲也 倉田 孝一
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我慢してやり遂げることが出来て大きな自信に繋がりました︒
新潟ＪＣの魅力や好きなところを教えてください︒
本気で物事に打ち込める環境を与えてくれること︑そして多くの仲間に出会えること︒特に﹁こ
の人のようになりたい﹂と憧れる先輩や︑﹁こいつだけには絶対負けたくないぜ﹂と本気で思える
ライバル︵終生の友︶と出会えることです︒
新潟の魅力や好きなところを教えてください︒

尊敬する人を教えてください︒

総務委員会

イチロー︒野球の実力だけではなく︑人としても礼儀正しく堅実で聡明︑生き方が同じ日本人と

JCI-APDC The Chairman

日本

して誇りに思います︒

ＪＣＩ

東京に５年︑北九州に２年ほど居住しましたが︑誇れるものは﹁多彩な食文化﹂﹁日本一の信濃川﹂

自分の意思を貫き︑人生挑戦している人︒

副理事長

愛読書を教えてください︒

ＬＯＭ

﹁実直で我慢強い人間性﹂です︒

愛読書を教えてください︒

副委員長

週刊ダイヤモンド︒

伝記︑ノンフィクションが多いかな︒

理事長候補者に向けて一言お願いします︒

国際アカデミー委員会

座右の銘を教えてください︒

副会長

佐藤邦栄理事長候補者のＬＯＭ︑ブロック︑日本という多くの活躍のお陰で︑私も頑張れており

日本

理事長候補者に向けて一言お願いします︒

ブロック

﹁念ずれば花開く﹂２０１４年度のスローガンにしたいと思っていましたが︑本年度新津ＪＣの

会員拡大育成会議

ます︒６０周年を迎える大変な年になると思いますが︑らしさを十二分に発揮し邁進してください！

自立した国際都市策定委員会

１年間︑健康には気を付けて頑張ってください︒

副理事長

ＬＯＭ

﹁艱難辛苦汝を玉にす﹂ＪＣにピッタリの言葉です︒

ＬＯＭ

１３年

中野理事長にスローガンとして使われてしまったので・・・︑やめておきます︒

１２年

尊敬する人を教えてください︒

Interaction NIIGATA 委員会

最後に次年度に向けて抱負をお願いします︒

JCI 関係委員会

ＬＯＭ

最後に次年度に向けて抱負をお願いします︒

ブロック

﹁父﹂です︒常に背中を見て育ってきました︒苦労人で厳しい人ですが︑ユーモアがあり︑そのギャッ

ナショナル・アイデンティティ確立会議

この度︑監事として選任頂いたことに︑改めて身が引き締まる思いです︒微力ではございますが︑

会頭 Personal Assistant

日本

６０周年という記念すべき年に︑また個人的にはラストの年に監事という役職をさせていただく
ので︑今までの経験を活かし︑精一杯役職を全うする覚悟です︒

日本

プに憧れます︒

郷土の力探求委員会

愛読書を教えてください︒

道徳・教育室

ＬＯＭ

今まで経験させていただいたことを活かし︑監査が出来ればと思っております︒宜しくお願い致し
ます︒

事務局長

ＪＣＩ

川崎 隆二（かわさき りゅうじ）君
ＬＯＭ

１１年

人間学を学ぶ月刊誌︑月間﹁致知﹂

ＬＯＭ

２００６年１１月入会
１９７４年１１月５日生まれ（３８歳）・血液型：A 型
有限会社川崎保険事務所
委員
１０年

委員
広報委員会

両監事予定者に向けて一言お願いします︒

セクレタリーグループ

監事予定者

委員
地域問題意識変革委員会

ＬＯＭ

２００９年︑委員長をした時の担当室長が川崎隆二監事予定者です︒呼んでもいないのに︑いつ

池田 祥護君 ＪＣ歴

も委員会の飲み会に交ざってる感じ・・・
︵笑︶︒そばの更科に行かないと帰してもらえませんでした︒

ブリュッセル大会︑当時私は︑日本ＪＣ議長予定者として

委員
ＬＯＭ

０９年

２００９年１１月入会
１９７８年９月２５日生まれ（３４歳）・血液型：A 型
学校法人新潟総合学院

幹事

日本

本年度も会員拡大育成会議で活動を共にし︑お互いを深く知った仲なので︑やりやすい面もあります︒
２０１１年の世界会議ｉｎベルギー

ラストイヤー︑失うものは何もない︑適度に暴れていただきたいと思います︒
参加しましたが︑何やら壇上で表彰されている︑やつれた顔の池田祥護監事予定者を見て︑ＬＯＭの
役職は放ったらかしだけど︑世界では活躍しているなと思い心底応援しようと心に決めました︒後日︑

室長
０８年

２００７年１１月入会
１９７５年９月３０日生まれ（３７歳）・血液型：Ｂ型
株式会社千代田開発

次年度も引き続き︑世界を羽ばたくことになりますが︑ＬＯＭのスケジュールはあなたに合わせま

副委員長
貢献力育成委員会

佐藤 邦栄（さとう くにえい）君

その表彰は寄付をした人全員が貰えることを知り︑私も１０００＄寄付して表彰されました・・・︒
すので︵激務︶

委員長

オリエンテーション委員会

ＬＯＭ

池田 祥護（いけだ しょうご）君

委員

オリエンテーション委員会

委員長

委員
ＬＯＭ

０７年

監事予定者

委員長

オリエンテーション委員会

ＬＯＭ

１３年

最後に次年度に向けて抱負をお願いします︒

兼務委員

ＬＯＭ

１０年

１２年

継承︑創造︑そして進化︒

川﨑 隆二君 ＪＣ歴

理事長候補者
６０周年の節目の年︑第６０代の理事長となりますが︑新潟ＪＣを７０年︑いや１００年を見据
えて成長し続けるＬＯＭにするべく全力で牽引して行きたいと思います︒

会頭補佐

０９年

１１年

幹事
０６年

候補者予定者談
２０１４年度 一般社団法人新潟青年会議所

