石巻青年会議所と桐生青年会議所が育んできた絆
東日本大震災から今年の 3 月で 5 年が経過します。 そして、 大震災時の緊急支援から始まり 5 年間育まれたその絆をもとに、
公益社団法人 桐生青年会議所 この度、 公益社団法人 桐生青年会議所と一般社団法人 石巻青年会議所様との間で姉妹 JC 協定を締結する運びになりました。
2016 年度 JC ニュース 新春号 姉妹 JC 締結を前に、 一般社団法人 石巻青年会議所 2016 年度理事長 佐藤大介君と当会議所 2016 年度理事長の坪井良樹君が対談
新春対談
をいたしましたので、 その対談のもようを JC ニュース新春号としてお送りいたします。

坪井：早速ですが、 本日は石巻
JCと桐生JCの理事長対談とい
うことで、 両LOMの絆の始まり
を振り返りながら、 石巻JC様の
活動をお聞きしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
（以下敬称略）
佐藤：よろしくお願いいたします。
坪井：私は2011年の3月30
日に石巻市に初めて訪れました。
大震災の緊急支援として、 桐生市
から青年会議所の仲間とともに石
巻市を訪れました。 当時の石巻青
年会議所の窪木理事長の神社を拠
点にテントをはり寝泊まりさせてい
ただき、 支援活動を行っていまし
た。
桐生青年会議所は4人以上を1

組み立ててきたかというと、 まだ

まいりました。 防災で何か事業を

うところに意識を強め、 注力して

せていくか、 再興させていくかとい

うよりは、 地域をどう早く復興さ

の5年間、 石巻JCでは防災とい

佐藤：正直な所を申しますと、 こ

れていますか？

への取り組みについて、 何か活動さ

ますが、 現在、 石巻JCでは防災

今年の3月であれから5年が経ち

坪井：桐生はもともと水害リスク

のですか？

佐藤：それはどういった内容だった

たという状況でした。

終ってから10日後に震災が起こっ

防災セミナーをやっていて、 それが

10日前に自分が委員長として、

明に思い出します。 実は震災の

坪井：私も当時のことを今でも鮮

時の状況でした。

布や情報収集を行ったというのが当

JCさんとともに、 支援物資の配

大丸次年度理事長が主体となって、

そこまでできていない状況です。
を抱えている都市でありまして、

いこうという当時の増山大祐理事

坪井：なるほど。 確かに、 復興あっ
街の中に大きく川が二本流れてい

そこから活動できるメンバーが数名

てこその防災です。 では、 その点
るのですが、 きちんと堤防ができ

長の強いリーダーシップで活動を実

を重点的に聞かせていただきたいの
ているところと、 まだできていない

佐藤：はい。 時期が不明確なので

ませんでしたよね？

て何かをやろうという状況ではあり

が麻痺している中で、 JCで集まっ

田敏孝先生をお招きして、セミナー

究者として知られる群馬大学の片

害や水害について、 災害対策の研

た都市問題をはらむ中で、 土砂災

し危険が生じるのですが、 そういっ

の大雨があると、 急に水面が上昇

坪井：そうですね。

そういった状況で、 桐生JCとは

いたことが、 思い出として深く残っ

会に石巻のこどもたちに参加いただ

ているのですが、 具体的に何か共

何ができるかと考えますと、 まず

ています。

坪井：どういったものになるか、

きっかけを作ることが最初ではない

士顔を合わせる中で、 何か新しい

のですが、 先生は防災の中心は地

私も、 2011年の8月に、 桐

ところで、 今回姉妹JCを結ん

かと考えています。

事業を築いていけたらと私も思いま

生ＪＣの担当するまゆ玉ころがし大

で、 今後、 石巻 ・桐生それぞれの

年1回ないし2回、 どこかの大会

す。 そして、 石巻JCと桐生JC

同でできるかというまでには至って

特色、 場所柄を生かして、 何か合

の際にメンバー同士顔合わせをさせ

の絆が、 これから先もずっと続き、

いない状況であります。

災害に備える。 事前に危険箇所を

同でできることがあればいいなと考

ていただき、 地域の課題や災害に

更に強く太くなっていくことを期待

私もとても楽しみです。 また機会

マッピングし避難ルールを定め備え

えております。 もしできることが

関して話し合い、 万が一の災害時

します。 今後とも、 よろしくお願

を見て、 私も是非参加させて下さ

ておく。 そういったものを作ること

あるとすれば、 お互いにどんなこ

に、 スムーズな支援ができるため

域コミュニティにあるとおっしゃって

は大変な作業なのでしょうが、 作

とができるでしょうか？

の情報共有や、 連絡体制の整備、

いました。

る過程の中で、 地域の方たち同士

佐藤：石巻JCでは、 只今、 ひた

ひたちなか市とは行政同士でも姉

大変お世話になった青少年事業な

を把握した上で、 例えば震災後に

います。 その中から、 互いの課題

ました。 また桐生にもお伺いいた

でお越しいただきありがとうござい

佐藤：こちらこそ、 本日は石巻ま

ひたちなかJCからも震災後に

域の課題が地域コミュニティの繋がり

佐藤：そうですね。 「たからいち」

て行っていこうということですね。

坪井：市民会議をJCが起点となっ

本日はありがとうございまた。
妹都市を締結しており、 ひたちな

します。

い。

で交流を深めることができるのはと

ちなかJCとも姉妹JC協定を結

いいたします。

町会の方で集まり、 民生委員さ

ても大切なことだと感じます。

絆を築くことから始めたいと考えて

かJCとは京都会議期間中に懇親

ど互いを結びつける事業などが生

んや各員が持つ情報を集め整理し、

佐藤：コミュニティの話に関わること

んでいます。

先ほどのブロック大会を行うなか

まれるのではないかと考えておりま

今後も機会を作り、 メンバー同

で、 活動指針を策定するにあたり

で、 その事業のひとつに 「たからい

を深める場を用意し、 情報の交換

JCの役割とは何かを考えました。
識があったかと思うのですが、 この

や共有をしております。
様々な形でのご支援をいただいてい

今、 地域の方が抱える課題をど
のように対処していけば、 それを

の方をお呼びして喧々諤々の議論

の不足です。 これは、 もちろん震

はブロック大会で起こったものです

もよろしくお願いいたします。

絆が強まりますように、 今後と

ち」というものがありました。

地域の魅力、 たからとして発信し

るので、 形にできるものを模索し

を重ね、最終的には地域がこうなっ

災の影響が大きく、 石巻には災害

が、 それを石巻JCが引継ぎ、 ま

す。

震災の後では地域コミュニティにおい
じていますか？

ていくことができるようになるの

て防災意識の変化をどのように感
佐藤：地域コミュニティは今の石巻

年会議所の創立50周年の年であ

たらいいなというものを 「たからい

市民会議をJCが企画し、 地域

とが 「たからいち」の目的でした。

か。 それを皆で考え、 実現するこ

JCの活動の中で、最も大きなテー
マのひとつです。
桐生JCさんにもお越しいただい

りました。 そして、 55周年に向

ち」で発信していく。 今後はその

たのですが、 2014年が石巻青

けて活動指針を策定いたしました

公営住宅や仮設住宅があるわけで

た様々なアイディアを盛り込みなが

いなと考えています。

形をもっと具体的にしていけたらい

が、 その中で地域コミュニティの強化
を掲げさせていただいております。

すが、 そういった住宅では住民の移

ら発展させていくことができたらい

まさに、 今、 我々が思う石巻地

動が多く、移動のたびに新しいコミュ

いなと考えています。

ニティを一から作り直さなければな
らないわけです。

本来であれば、 震災後さらに強め
ていかなければいけないコミュニティ
の繋がりを今はまた新しく作らな
地域コミュニティの繋がりが不足す

ければいけない。

委員長
黒澤 淳聡

集まって、 助けていただいた桐生

ですが、 まず当時の石巻の状況に
ところがあります。

すが、 確かJCがやっと動き始め

をやっていただきました。

ると、 人と人との結びつきという
ものがどうしても弱くなってしまう
ということで、 これからはそれを
もっと強めていかなければならない
2015年、 宮城県のブロック大

と思っております。
会を石巻JC主幹で開催いたしま
したが、 そのブロック大会のテーマ
のひとつに、 「人と人との結びつき
を強めて新しい価値を生み出そう」

副委員長
丹羽 律人

現できたところがあります。

ついてお伺いさせて下さい。当時は、

たのは震災後の7月の臨時理事会

佐藤：そうですか。 当時、 石巻で

坪井：はい。 セミナー直後だったの

今、 まさにコミュニティの繋がりを

というものを掲げました。

委員長
西出 喜則

台風や異常気象のゲリラ豪雨など

だったと思います。 その前に4月か

も堤防がきちんとできているところ

で、 桐生JCとしては防災について

委員長
伏木 康雄

突然津波がやってきて、 都市機能

5月くらいに窪木さんのところで三

桐生では河川による水害の恐れが

役が集まる機会があったと思うので

あり、 そのことに関するセミナーの

とできていないところの差があり、

していたので、 電話はもちろん通じ

直後に石巻で津波という水害があっ

同じように懸念されていました。

ず、 安否の確認もできず、 JC活

たという、 そういうタイミングだっ

すが、 それが初めて三役が集まる

動ができない状況が3ヶ月程続き

時でした。 それまではみんな被災

ました。
二人亡くなり、 会社が流されたメ

意識が高まっているところでの、 東

強めていくという運動を進めていか
なければならないと考えています。
坪井：そうですね。 コミュニティの
強化はとても重要だと思います。

副委員長
西山 和孝

副委員長
小林 俊

副委員長
栗林 実

たのですね。

ンバーや自宅が流されたというメン

の大切さが説かれています。 石巻

60th anniversary

委員長
石内 宏樹

震災では、 JCの現役メンバーが

バーもいました。 どちらかという

日本大震災でした。

では、 水害を忘れない為の石碑が

防災においては、 地域コミュニティ

とそれぞれ家族の再建、 会社の再
という悩みが大きく、 地域貢献で

建、 生活の再建をどうしていくか
JCをなんとかしようというメン

先ほどお話した群馬大学の片田敏
孝先生は、 防災研究の第一人者な

会員委員会

チームとして、 交代で支援にあた

りました。 それぞれ石巻地域を回
り、 どんなものが必要かヒアリン

もと災害に対し地域で支え合う意

創立 60 周年実行
特別委員会

きりゅう映画祭委員会

きりゅうの魅力創造委員会

2016

郷土共育委員会

地域で守り継がれるように、 もと
それでも、 当時の窪木理事長、

総務委員会

佐藤 大介 （さとう だいすけ）

バーは本当に数名でした。

（裏面へ続く）

公益社団法人 桐生青年会議所
2016 年 1 月発行

グして拠点に戻り、 また翌日に約

2016 年 ( 一社 ) 石巻青年会議所 第 52 代 理事長
2016 年 ( 公社 ) 桐生青年会議所 第 60 代 理事長

束した時間に届けることを続けま
した。 困っている住民の皆さんが必
要としているものを、 いかに素早く
届けるかということが課題だったの
ですが、 多くの道路が寸断されて
いる中で、 日に日にニーズが変わる
支援物資を的確に届ける難しさを
私たちは勉強することになりまし
た。

2015 年 渉外室 副理事長
2015 年 副理事長

石巻市、 東松島市、 女川町

2014 年 祭り交流室 副理事長
2014 年 副理事長

活動エリア

2013 年 専務理事
2013 年 副理事長

65 名 ( 男性 55 名 女性 10 名）
2016 年 １月 1 日 現在

2012 年 まちづくり委員会 委員長
2012 年 常任理事 達識醸成室 室長

会員数

2011 年 事務局長
2011 年 環境問題実践委員会 委員長

副委員長
中静 一浩

2010 年 まちづくり委員会 副委員長
2010 年 会員委員会

副委員長
猪俣 真也

副委員長
髙田 繁

副委員長
篠原 浩希

2009 年 広報委員会 副委員長
2009 年 総務委員会 副委員長

( 一社 ) ひたちなか青年会議所

2008 年 祭り交流委員会 幹事
次代創造特別委員会 委員

姉妹 JC

副委員長
石田 剛大

委員長
大賀 崇充

委員長
黒澤 卓也

2007 年 会員交流委員会
2008 年 まちづくり協働委員会 副委員長

【一般社団法人 石巻青年会議所】
1964 年 6 月 23 日 創立
1965 年 2 月 21 日 認証
( 認証番号 291 番 )
1982 年 12 月 21 日 法人設立
2014 年 4 月 1 日 一般社団法人移行

2007 年 入会
2007 年 会員委員会 委員

副委員長
中村 誠

副委員長
深澤 佑太

副委員長
糸井 理紗

副委員長
養田 達人

副委員長
中村 里沙

副委員長
新井 公徳

その当時は思いだけで突っ走ってい
たといいますか、 色々考えると、
地震が続いて助けにいったメンバー
が二次災害にあったらどうするん
だとか、 LOM内でも慎重な意見

2006 年 会員委員会 委員

DAISUKE SATOU

有限会社 インテリア丸友
2006 年 入会

YOSHIKI TSUBOI

( 一社 ) 石巻青年会議所 第 52 代 理事長
昭和 52 年 (1977 年 ) 4 月 5 日 生まれ

佐藤大介

もありましたが、 それよりも自分

( 公社 ) 桐生青年会議所 第 60 代 理事長

坪井良樹

たちができることをなんでもやって

坪井 良樹 （つぼい よしき）

2016 年度 理事長

対談
新春
2016 年度 理事長

一般社団法人 石巻青年会議所
公益社団法人 桐生青年会議所

宗教法人 桐生山 鳳仙寺 副住職

昭和 54 年 (1979 年 ) 9 月 14 日 生まれ

