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発行：総務委員会

１月第一例会

平成 27 年 1 月 15 日（木）午後 7 時より
桐生市市民文化会館シルクホールＡにて会員
委員会（葉山勇委員長）担当である１月第一例
会新年互礼会が開催されました。本年は桐生市
市長亀山豊文様、みどり市市長石原条様をはじ
め多くのご来賓、特別会員の皆様にお越しいた
だき１００名を超える盛大な新年の幕明けと
なりました。理事長バッジが岩崎靖司直前理事
長から朝倉康行新理事長に引き継がれます。
新理事長のお披露目となり檀上から人材育成、
地域に求められるＪＣ、力強い組織づくり、一
期一会で結ぶ所信を表明し、その後鏡開きを行
い祝宴となりました。２０１５年度の桐生青年
会議所各々の委員会からお世話になるご来賓、
特別会員の皆様にさらなるご理解とご協力の
力添えをいただけるよう力強い委員会紹介、ア
ピールを挟み万歳三唱、特別会員と現役会員と
の熱いエール交換がなされ閉幕となりました。
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今後の活動予定
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副委員長 黒澤 淳聡

石田 剛大

齋藤 達也

中山 健一

５月第一例会、８月第一例会（夏の家族会）、１２月第一例会（冬の家族会）
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１月第二例会

総ての議案を慎重審議の上、全員の賛成により
承認がなされました。２０１４年度の事業が総
て締めくくられ、２０１５年度へ継承されてい
きます。懇親会では総会にならい前年から引き
継がれた今年にかける思いを各委員会より発
表いただきました。

平成２７年１月２８日（水）午後７時より桐生
倶楽部２階大広間にて総務委員会（柏瀬優委員
長）担当である１月第二例会「第２１３回定時
総会」が行われました。総会では２０１４年度
の事業報告、収支決算、２０１５年度事業修正
予算につき審議が行われました。2015 年度修
正予算については多くの若手メンバーより質
疑があり、数字の細部にまで活発な質疑応答が
なされました。

総務委員会

紹介

委員長 柏瀬 優

副委員長 田島 友一

委員

栗林 実

新井 公徳

篠原 浩希

副委員長

森 昭寿

丹羽 律人

今後の活動予定 ８月第二例会（臨時総会）、9 月第一例会（臨時総会）
１１月第一例会（定時総会）
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２月第一例会

平成２７年２月１８日（水）午後６時３０分よ
り桐生倶楽部２階大広間にて人間力向上委員
会（小林鋼平委員長）担当である２月第一例会
『決断できない理由は自分の中にある』が開催
されました。講師に日本青年会議所トレーナー
の三ツ井仁様、アシスタントに栃木青年会議所
の大阿久友伸様をお招きしまして経営者向け

のことです。プログラムはグループディスカッ
ション形式で進められ「目的」
・
「目標」の意味
を理解し JC、人生、仕事を円錐の絵に書き入
れながら目的に向かって方向性が定められて
いるかグループで話合いました。２０年後の成
功した自分をイメージし明日まず何をするか
をパートナーに約束しセミナーは幕を閉じま

セミナー・ヴィジュアルフューチャープログ
ラムを行いました。桐生青年会議所で経営者向
けの例会が行われるのは実に１３年ぶりと

した。

人間力向上委員会

紹介

委員長 小林 鋼平
委員

人生

副委員長 中村 里沙

副委員長 養田 達人

田島 佳幸
猪俣 真也
小澤 邦彦
笠原 崇史
坂入 悠太
中村 明江
福田 純夫
今後の活動予定 わんぱく相撲への参画及び協力、７月第一例会
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3 月第一例会

名前だけは聞いたことがあったりマニアックな問
題もありました。隣の席のメンバーと解答用紙を入
替え郷土教育委員会のメンバーが解説付きで答合
平成２７年３月９日（月）午後７時より桐生倶楽部

わせをし得点を記入。解答時に悲鳴をあげてる生徒
もちらほら。高得点を出す強者もいました。

ふるさと

２階大広間にて郷土教育委員会（西出喜則委員長）

２限目はグループに分かれ体験教室になりました。

担当である３月第一例会「郷土教育学校」が開催さ

伝統と歴史のあるきりゅうにゆかりのあるものを

れました。指定された席に座り、チャイムの音、起

目で見て、耳で聞いて、匂いを嗅いで、味わって、

立、注目、礼、着席で始まる演出、西出校長先生に

手で触って体験しながら問題に答えていく形式に

よる委員会キーワード「妙々さ」から紐解く趣旨説

なり生徒一同はワクワク楽しくきりゅうを体感し

明がなされいよいよ開校となります。

ました。『あれは発電機だったのかあ。』
『蚕の桑の
葉を食べる音ってあんな音だったんですね。』
『醤油
の味はこれだ！！』『この触感は何なんだ！？』
など生徒はきりゅうを大いに満喫し、学ぶことが出
来ました。チャイムの音で郷土教育學校は閉校とな
りました。

１限目は筆記テストできりゅうドリルを行いまし
た。きりゅう（桐生市、みどり市周辺）に纏わるご
当地クイズ風で誰でも知っている有名なものから

ふるさと

郷土教育委員会
委員

紹介
大川

委員長
智樹

今後の活動予定

西出
小倉

喜則 副委員長
弘孝

飯澤

石内

功明

桐生川清掃活動、8 月第一例会

宏樹 副委員長 大澤
岩浅

涼水

岡田

道成

誉史

2015 年 4 月発行

公益社団法人 桐生青年会議所

「2015 年度 関東地区 群馬ブロック協議会 第 1 回全体会議」
平成 27 年 2 月 7 日(土)、伊勢崎プリオパレスにて 2015 年度 関東地区 群馬ブロック協議会の第 1 回全体会
議が開催され、県内 12LOM の大勢の青年会議所メンバーが一同に会しました。会議では 2014 年度の宮田誠
直前会長(高崎 JC)から 2015 年度の倉嶋慶秀会長(太田 JC)へのバトンタッチが行われ、その他、2014 年度
の事業報告や今年度の役員紹介、各委員長の所信表明が行われました。

群馬ブロック協議会にて。このポーズは誰の発案なん
でしょうか。皆さま素敵な笑顔でございます（＾＾）

「2015 年度 両毛地域青年会議所協議会 第 1 回全体会議」
平成 27 年 2 月 20 日(金)、大泉文化村にて 2015 年度 両毛地域青年会議所協議会 第 1 回全体会議が開催さ
れ、構成 LOM のメンバーが多数集結しました。会議では 2014 年度の事業および決算の報告がされ、参加メ
ンバーにより審議が行われました。その後、2014 年度の横井帝之直前会長から 2015 年度の関口大地会長へ
引継ぎが行われ、最後に各委員会より事業計画が発表されました。

多くの桐生青年会議所メンバーが応援に
駆け付けます！！

桐生青年会議所から出向している
小倉弘孝副会長（中央）の檀上挨拶
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きりゅう映画祭委員会からお知らせ
第5回きりゅう映画祭 制作作品部門 制作者2名が決定 ！！
霞 翔太(かすみ しょうた) 監督(1990年生まれ)
千葉県香取郡多古町出身 多古町観光大使（自称）
東京フィルムセンター映画・俳優専門学校卒業
東映京都撮影所にて助監督を経験。映画のいろはを習う。
現在は、東京にて映画・ドラマ・CMと幅広く活動中。
制作作品タイトル：『いつか帰るところ（仮）』
近藤 巧(こんどう たくみ) 監督(1984年生まれ)
千葉県松戸市出身 2004年株式会社ゲネプロに入社、
プロダクションマネージャーとして3年勤務。
2007年株式会社タンデム 企画演出部に入社。
翌年24歳で初演出。 TV-CMを中心にWeb-movie、
MV等幅広く映像の演出を手がける。
制作作品タイトル：『HERO SHOW(仮)』
■お問い合わせ先
きりゅう映画祭運営推進会議 事務局長 中静 一浩
TEL：０２７７－４６－３７７７(公益社団法人桐生青年会議所内)
FAX：０２７７－４６－３７７６
E-MAIL：cinema@kiryu-jc.com
中静

一浩 ～きりゅう映画祭委員長より一言～

本年度、きりゅう映画祭委員長の中静一浩です。第5回を迎える「きりゅう映画祭」は、より市民に参加
していただけるように行政・市民団体の方々と「きりゅう映画祭運営推進会議」を発足させました。今年は
「市民が参加できる映画祭」というコンセプトのもと、映画祭開催に向けて日々活動しております。今後、
最新情報を配信していきますので、ご期待ください。

第３５回桐生市わんぱく相撲大会
●平成２７年６月７日（日）午前９時

集合

午前８時３０分

●桐生市総合運動公園相撲場（市営プール駐車場跡）
●参加資格者：桐生市・みどり市に在住の園児、小学生
●参加料一人２００円

人間力向上委員会 参画協力
雨天決行

桐生市相生町２丁目４８７

