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京丹後青年会議所では︑このまちで活動をされている個人や団体の皆様と連

前 川 笑 子 様
相 見 美 子 様
中江美津枝 様

vol.

京丹後市のボランテ 校 の 見 守 り を し て い ま し
ィアによる地域防犯 た ︒ 始 め た 頃 は 参 加 す る
人も少なかったですが︑
活動について
現在では︑老人会の方が
京丹後市の各小学校区 中心となり︑婦人会の方
では︑ＰＴＡのほか︑各 も含めたメンバーで︑毎
地の自治会組織や老人会 日子ども達の登下校を見
などの各種団体による︑ 守っています︒最初の頃
地域防犯活動が行われて は︑恥ずかしいのか挨拶
います︒その中の一つと をしても返ってこない子
して︑登下校時の防犯パ もいましたが︑こちらが
トロールや立ち番などの 毎日声をかけ続けると︑
地域防犯活動があり︑京 徐々に元気な挨拶が返っ
丹後市内には現在約 の て く る よ う に な り ま し
地域ボランティア組織が た︒その時は︑﹁この活
あります︒今回は︑その 動をしていて良かった﹂
中 の 一 つ ︑ 京 丹 後 市 丹 後 と思えますね︒
町間人地区で子どもを守
る 会 と し て 小 学 生 の 登 下 形を変える地域の姿
校を８年間も見守ってお
昨今︑この京丹後市で
られる前川笑子さんと相
見美子さんと中江美津枝 も人口減少や少子高齢化
さ ん に お 話 を 伺 い ま し など様々な要因で地域社
会が抱える問題は深刻に
た︒
なっていています︒私達
が暮らす間人地域でも︑
活動のきっかけ
昔に比べたら子どものい
る若い世帯が減っている
一方で︑独り暮らしや老
夫婦だけのお年寄り世帯
は増えてきています︒子
どもの数が減り︑地域か
ら子ども達の元気な声が
徐々に聞こえなくなって
くるのはとても寂しい気
がします︒特に最近は外
で遊ぶ子どもが減り︑子
ども達と地域の大人達が
ふれあう機会が減ってき
ているように感じます︒
昔は︑釣りをしたり広場
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平成 年に老人会の方
から声かけがあり︑この
活動を知りました︒私達
のように年老いても︑自
分達のできることで何か
地域のためになることが
あればやってみようとい
う思いで協力させて頂く
ことになりました︒最初
の頃は︑自宅の前が通学
路になっている方や︑買
い物などの家事の途中に
お手伝いできる方が中心
となり︑子ども達の登下

この地域では独居老人
も多く︑家族と住んでい
ても年を取ると外に出る
機会も少なくなり︑地域
の人達とふれあう機会も
減ってきます︒でも︑こ
の活動で毎日決まった時
間に外へ出て︑学校へ向
かう子ども達の屈託のな

子ども達の笑顔で
元気をもらう

で野球をしていた子ども
達もいて︑それを地域の
大人が誰となく見てお
り︑子ども達に声をかけ
たりしたものです︒しか
し︑最近は子ども達が遊
ぶ場所も減り︑大人達も
子ども達が遊ぶ姿にあま
り興味を示さなくなって
いるのではないかと思い
ます︒子ども達を取り巻
く環境もここ数十年で大
きく変わり︑地域の人と
人とのつながりも以前よ
りも希薄になっているよ
うに感じます︒

ティのあり方を市民の皆様と共に考える一つのきっかけにしたいと考えております︒

て参ります︒そして︑その様子を京丹後青年会議所新聞で広く発信し︑今後の地域コミュニ

と考え︑私達と同じ思いで活動されている地域の様々な方に︑その活動の様子や想いを伺っ

拡大委員会では︑地域の人と人とのつながりの更なる強化がより良いまちづくりにつながる

携を図り︑手を取り合いながら共に活動して参りたいと考えております︒そこで広報・会員

一般社団法人

子どもを守る会

京丹後市丹後町間人地区
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﹁２０１３年を振り返って﹂

2013年度理事長

三木健徳

２０１３年度 一般社団法人 京丹後青年会議所
は︑﹁挑戦を楽しもう！〜その一歩が人を成長さ
せ人をつなぐ〜﹂のスローガンのもと︑地域の発
展に貢献できるよう一年間活動してまいりまし
た︒メンバーは︑地域のリーダーとしての自覚と
気概を胸に新たなことに挑戦し︑様々な活動を通
じて多くの人々とつながりをつくることができま
した︒その出会いの中から気づきや学びを得て︑
大きく成長できたのではないかと思います︒
事業を振り返ってみますと︑６月には丹後の各
地を周りながら歴史や文化を子ども達に伝えるこ
とで郷土愛を育んでもらうため﹁小学生ウルトラ
クイズ大会﹂を行いました︒地域の多くの方々に
ご協力を頂きながら共に取り組んだ結果︑６回目
を迎えることができました︒今年は︑初めての試
みとして︑個人での募集を行いました︒他校の子
ども達とグループをつくったことで︑全く知らな
い子ども達同士で交流することができ︑新たな友
情も芽生えました︒
また︑ 月には﹁京丹後青少年未来議会﹂と題
し︑京丹後市内の中学校・高等学校の生徒達にま
ちの様々な問題点を考えて頂き︑京丹後市役所の
議場で市長に対して直接意見を伝える議員体験を
して頂きました︒ご協力頂いた生徒達には︑まち
づくりや市政に関心を深めて頂けたものと思いま
す︒また︑この事業はケーブルテレビを通じて京
丹後市内に発信され︑市民の皆様にも市政に対す
る意識の向上につながったと考えております︒
若者らしく︑常に前向きに新しいことに挑戦す
ることで︑失敗も沢山ありましたが︑新たな気づ
きや学びもあり︑多くの方とのつながりもできま
した︒メンバーそれぞれが自分の成長を感じるこ
とのできた実りある一年間でした︒これもひとえ
に私達の活動にご賛同頂き︑お力添えを賜りまし
た地域の方々のお陰だと感謝しております︒
年間地域に根ざして活動してきたこの青年会
議所を︑今後も必要とされる団体として存続すべ
く︑メンバー一丸となり努力する所存です︒
どうぞ来年も今年と変わらぬご支援のほど宜し
くお願い申し上げます︒

一般社団法人 京丹後青年会議所

挑戦を楽しもう！
編集／広報・会員拡大委員会

京丹後青年会議所
一般社団法人
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社団法人 京丹後青年会議所は、10月1日をもちまして「一般社団法人 京丹後青年会議所」へ変わりました。今後とも何卒よろしくお願い致します。

〜その一歩が人を成長させ人をつなぐ〜

い笑顔を見ながら元気に
挨拶をしていると︑こち
らも元気をもらえるんで
す︒私達もこの活動を通
して︑日常の中で笑顔に
なれる時間ができたこと
はとてもありがたく︑今
では生きがいになってい
ます︒地域の方からは
﹁子どもがしっかりと挨
拶できるようになった﹂
﹁皆さんが見守ってくだ
さるので安心して学校に
行ける﹂﹁いつもありが
とう﹂など多くの感謝の
言葉を頂けます︒また︑
毎日同じ時間に同じ場所
に立って子ども達を見送
るので︑一日活動を休ん
だだけで︑﹁昨日はいな
かったけどよそ行きでし
たか﹂と子ども達の親御
さんから声をかけてもら
うこともありました︒こ
のように︑子ども達を見
守るということを通し
て︑世代を超えて地域の
人達とコミュニケーショ
ンが図れるなんてとても
素晴らしいことだと思い
ます︒

人がつなぐ地域の絆

地域の中での人と人と
のつながりが希薄になっ
ている時代だからこそ︑
このような活動が益々大
切になってくるのだと感
じます︒大人達が協力し
て︑地域全体で子ども達
を見守ることができる
と︑子ども達も安心して

登下校はもちろん︑外で
も元気よく遊べ︑健やか
に成長できるのだと思い
ます︒それには︑﹁地域
の宝である子ども達のた
めに﹂地域の大人達が世
代を越えて交流し︑つな
がりをより一層深めるこ
とも必要だと思います︒
今後は︑私達一人ひとり
が地域ぐるみで子どもを
育てるという観点から
も︑地域コミュニティ形
成の大切さについて今一
度見つめ直し︑行動に移
していくことが重要だと
思います︒

一年間を振り返って

今年一年間︑広報・会
員拡大委員会では︑地域
の人と人とのつながりの
更なる強化がより良いま
ちづくりにつながると考
え︑私達と同じ思いで活
動されている地域の様々
な方に︑その活動の様子
や想いを伺うことで︑今
後の地域コミュニティの
あり方を市民の皆様と共
に考える一つのきっかけ
にしたいと考えて取り組
んで参りました︒
取材にご協力頂いた皆
様には︑子育て︑防災︑
防犯と目的は違えど︑地
域を想う強い気持ちがあ
りました︒その地域に住
み︑地域を想う人々がつ
ながりを持ち︑小さなこ
とからでも何か行動を起
こすことで︑人々の結び
つきはより一層強くな
り︑延いては地域の発展
へとつながるのではない
でしょうか︒
自分のふるさとのた
め︑子ども達のため︑同
じまちに住む私達が手を
携え︑まずは一歩を踏み
出しましょう︒
一年間︑ご覧頂き誠に
ありがとうございまし
た︒

櫻井祐策（29歳）

丹後町宮

〒627-0041 京丹後市峰山町菅373番地 ふきあげビル4階401号

TEL.0772・62・3153 FAX.0772・62・3120

info@kyotangojc.com

www.kyotangojc.com

結びに

脈々と引き継がれたこの京
丹後青年会議所も来年で半世
紀の 年を迎えることになり
ます︒ 年目を迎える本年度
は︑非常に重責を担う一年で
あると位置付けています︒
年間の青年会議所の歴史を築
いてこられた先輩諸兄の軌跡
を踏まえ︑新たなる歴史を次
代へ引き継ぐために︑私たち
は︑このまちを﹁夢と希望が
ま ち
あふれる京丹後の創造﹂へと
導いていかなければなりませ
ん︒
そのためには︑夢と希望が
ま ち
あふれる京丹後の創造を目指
すという気概を貫き通す
﹁徹﹂︑和を持って︑他を思
いやる﹁心﹂︑どんな状況で
も笑顔を絶やさず︑率先して
動く﹁楽動﹂の﹁徹心楽動﹂
の精神を心に秘め︑無限の向
上心を持ち︑あらゆることに
感謝し青年会議所活動に臨み
ましょう︒
そして︑その先には私たち
青年会議所の理念である﹁明
るい豊かな社会﹂の実現が存
在する︒

「一生の友に出会える」
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会員募集中

一般社団法人 京丹後青年会議所
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人は誰でも、悩み判断に迷う時には誰かに
相談したくなるもの。
それが会社経営のことなら尚更だ。
そんな時、自分と同じ立場で相談できる友がいる。
それだけでもきっとあなたは救われるはず。
かけがえのない一生の友ができる。
あなたの入会をお待ちしています。

検索

京丹後JC

京丹後JC WEB

月例会 事業報告

記事に関するご意見、ご質問等ございましたら一般社団法人 京丹後青年会議所／
広報・会員拡大委員会までお寄せください。
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入会

まちの豊かな自然環境や歴
史・文化を伝えながら郷土愛
を芽生えさせる事業を展開し
ていきましょう︒
これらの私たちの行う様々
な運動が市民に共感を得るこ
とは︑会員拡大にもつながり
ます︒共感してくれる青年を
一人でも多く迎え入れられる
よう︑メンバー間の交流は勿
論のこと︑外部へのネットワ
ークを構築し︑情報を共有し
合いながら︑メンバー全員で
会員拡大に取り組んでいきま
しょう︒また︑メンバー個々
の成長が︑組織を強くし︑私
たちが求めるまちの創造へと
つながると考えます︒日々の
活動に妥協を許さず︑切磋琢
磨し合い︑共助の精神を忘れ
ずに︑メンバー個々の資質を
高めていきましょう︒そし
て︑磨きあげた力を幾重にも
合わせ︑まちを動かす大きな
力になりましょう︒
これらのすべての運動に
﹁英知﹂と﹁勇気﹂と﹁情
熱﹂を注ぎ︑あらゆる可能性
を模索しながら︑夢と希望が
ま ち
あふれる京丹後の創造に向け
て事業を展開していきましょ
う︒

本年度、一般社団法人 京丹後青年会議所では「JCプレス」を京丹後市のご家庭に
新聞折込させて頂きました。※季刊誌として年内3回発行（1月・7月・12月）

ま

して誠にありがとうございました。

２０１４年度は︑徹心楽動﹁夢と希望があふれる京丹後の創造﹂
をスローガンに︑メンバーと共に無限の向上心を持ち︑全身全霊
を傾け︑まちのために一年間邁進してまいります︒来年度も変わ
らぬご支援ご協力を賜りますようお願い申上げます︒

青年会議所新聞を何卒よろしくお願い申し上げます。一年間ご覧頂きま

ち

行を予定しておりますので、是非ご覧頂きたく思います。今後とも京丹後

ま

より御礼を申し上げます。ありがとうございました。来年度も引き続き発

ち

京丹後青年会議所新聞の年末号を発行するにあたり、ご協力を賜りま

ま

した京丹後市間人地区の前川笑子様・相見美子様・中江美津枝様に、心

2014年度理事長予定者

ょう︒そんな京丹後の創造を
目指して運動を展開していこ
うではありませんか︒

上古大輔（27歳）

京丹後青少年未来議会

22

由利彰基

夢と希望があふれる
京丹後の創造

11月

﹁理事長所信﹂

を知ることで︑自分達の住む
まちについて考えて頂く良い
機会になったのではないかと
思います︒
最後になりましたが︑今回
事業に参加してくれた中高生
はもちろん︑事業を迎えるま
でに︑京丹後市内の各中学
校・高校へ行なった京丹後市
に対するアンケートにご協力
頂いた４０００名を超える生
徒達︑本事業の趣旨に賛同し
て頂いた京丹後市役所様︑京
丹後市議会様︑京都府教育委
員会様︑京丹後市教育委員会
様︑京丹後市内の各中学校︑
高等学校の校長先生をはじめ
とする職員の皆様には心より
御礼申し上げます︒ありがと
うございました︒

じょうこ だいすけ

10

20

〜考えよう！私達のまちのこと〜
行政の皆様には︑中高生の
様々な意見を聞いて頂き︑生
徒達がこの京丹後市について
真剣に考えていることを認識
して頂けたものと思います︒
また︑新鮮で興味深い質問が
多く出ていたことから︑今後
の市政に活かす機会にして頂
けたものと考えます︒
また︑議会の様子は︑ケー
ブルテレビやFMたんごを通
じて︑京丹後市内に発信させ
て頂き︑市民の皆様には︑中
高生の京丹後市に対する思 い

入会

団体と協働し市民にまちづく
りに対する意識変革を促し︑
行政主体のまちづくりから︑
市民主体のまちづくりへ転換
していく運動を推進していき
ましょう︒また︑いかなる有
事の際に対しても率先して動
けるよう行政︑各諸団体と効
率的で効果的なガバナンスの
構築を図りましょう︒
そして︑ＳＮＳやホームペ
ージをはじめとする情報媒体
を使い︑私たちの運動やまち
の魅力を一人でも多くの市民
に発信していく事は︑まちに
対する愛着を湧き立たせる必
要不可欠なものです︒情報媒
体を駆使し︑まちの魅力を京
丹後市に留まらず︑全国各地
まで発信して参りましょう︒
また︑青少年健全育成に関
しては︑子どもたちの取り巻
く環境が大きく変化し︑家庭
における子育て力や地域コミ
ュニティの機能低下が見受け
られます︒子どもたちに必要
な協調性や課題解決力等の
﹁生きる力﹂を養うために︑
時代にあった地域コミュニテ
ィの在り方を考えましょう︒
そして︑このまちの未来を担
う多くの子どもたちに︑この

編集後記

一般社団法人 京丹後青年会議所
私たち青年会議所として
﹁まずは市民の幸せ﹂を第一
に考え︑地域を取り巻く環境
を十分に把握し︑全ての事業
を展開する上で︑市民の信託
や将来のまちづくりのため
に︑本質を見極めて運動を展
開していく必要があると考え
ます︒
まず︑まちづくりでは︑一
人でも多くの市民が﹁自分た
ちのまちは自分たちで創る﹂
という想いを持って行動を起
こしてもらうことが必要では
ないでしょうか︒そのために
は︑このまちの魅力や諸問題
を様々な分野から調査研究を
行い︑青年ならではの観点や
発想力を持って︑行政︑各諸

網野町網野

はじめに
昨今︑政府は︑長引く景気
の低迷を打破するための成長
戦略や︑京都府は﹁海の京
都﹂構想で地域活性化戦略を
打ち出し︑将来に希望が持て
る現状を生み出しました︒こ
ま ち
のことにより︑京丹後に︑夢
や希望が持てる明るい兆しが
見えてくるのではないでしょ
うか︒この明るい兆しをチャ
ンスと捉え︑地域を誇りに想
っている私たちが︑まちのた
めに率先して行動を興し続
け︑多くの市民を魅了してい
きましょう︒そして︑仲間や
市民の人々が楽しみながら参
画できる運動の展開︑市民と
共に手を取り合い︑心を一つ
に出来る運動の展開を貫き通
す事が出来れば︑多くの人々
の心に響き︑必ず︑夢と希望
ま ち
にあふれた京丹後になるでし

11月

年末号

月 日︑京丹後市議会場
にて市内の中高生 名と京丹
後市長中山泰様をはじめとす
る行政の皆様︑京丹後市議会
議長岡田修様にご参加頂き︑
﹁京丹後青少年未来議会〜考
えよう！私達のまちのこと
〜﹂を開催致しました︒
事業当日は議場の張り詰め
た雰囲気の中︑生徒達は緊張
しながらも京丹後市に対する
想いを堂々と述べ︑また︑自
分達の考えるこのまち問題や
魅力について大人達と存分に
議論しました︒
普段では経験することがで
きない︑議会と同じ雰囲気の
中で︑中山市長や行政の各担
当者の方へ直接質問や意見を
述べる体験をしたことで︑政
治や京丹後市のまちづくりに
興味が湧き︑市政への関心を
深めることができたと考えま
す︒
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挑戦 を楽しもう！ 〜その一歩が人を成長させ人をつなぐ〜
京丹後青年会議所新聞【年末号】

