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﹁ごあいさつ﹂
平素は︑私ども一般社団法人京丹後青年会
議所に対しまして︑温かいご支援︑ご協力を
賜りありがとうございます︒
本年度も残すところあと５ヶ月となりまし
ま

ち

た︒年当初に掲げた﹁徹心楽動〜夢と希望が
あふれる京丹後の創造﹂のスローガンを胸に
抱き︑青年らしく﹁英知と勇気と情熱﹂を持
ってメンバー一丸となって運動活動を展開し
ています︒その一環として６月に実施しまし
京丹後﹂そして︑７月に実施しましたま

じゅ う ら く

●地域のつながり 〜京丹後市久美浜町〜

十楽こんにちは
訪問グループ

︵一社︶京丹後青年会議所では今一度自分たちの身近なコミュ
ニティとのつながりを持つことの重要性を伝えていく必要があ
ると考えています︒総務広報委員会では︑京丹後の幅広い年齢
層の方々につながりをテーマにし︑つながることの大切さを感
じていただける活動をされている地域の様々な方に︑その活動
の様子や思いを伺って参ります︒
そこで今回は京丹後市久美浜町地区で〝十楽こんにちは訪問グ
ループ〟として活動をされている皆様にお話を伺いました︒

お話の中で今まで続け
てこられた秘訣を伺う
と︑﹁無理のないよう
に︑出来る範囲でするこ
とが一番︒﹂と仰ってお
られました︒訪問する方
も徒歩で気軽に立ち寄れ
る距離で︑また訪問され
る方にも負担にならない
ようにと心がけておられ
るそうです︒﹁ただ顔を
見て世間話をしながら︑
日常の中で笑ってもらえ
る時間になるように︒﹂
という思いで︑何か特別
なことをするわけではな
く日々の生活の中で自然
な形で気にかけておられ
ます︒実際には月に１回
訪問するだけではなく電
話でも様子を伺うことも
あるそうで︑お年寄りか
ら﹁顔が見て喋りたいわ
〜﹂と言っていただき︑
そんな時は﹁何かあった
かな？﹂と顔を見に行か
れることもあるそうで
す︒
自分から積極的に外に
出たがらないお年寄りも
少なくなく︑我慢強い人
▲
（左）小村みゆきさん（中）岩田由起子さん
（右）柿本寿々子さん

た青少年健全育成事業﹁小学生ウルトラクイ
ズ
ちづくり事業﹁ＨＡＭＡ １
- グランプリ〜浜
辺で食べる旨いグルメ日本一決定戦〜﹂に︑
ご協力を頂きました京都府︑京丹後市をはじ
めとする行政並びに関係諸団体の皆様には︑
大変ご尽力を賜り無事に事業を成功裏に終え
ることができました︒そして︑何よりもこの
事業にご参加頂きました市内の子ども達や多
くの市民の皆様には︑この事業を通じて︑ま
ちの魅力を存分に感じ︑郷土愛を深めて頂け
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たと思います︒事業にご参加頂きました皆様
には︑心から感謝申し上げます︒
今後も︑私たちの運動や活動に対しまし

夏号

メンバーからキャップ
と呼ばれる河辺さんを代
表として︑女性メンバー
を中心に月に１回 歳以
上のひとり暮らしの老人
を訪問し︑また年に２回
は社会福祉協議会や区の
補助金を活用し︑その季
節やその人に合ったプレ
ゼントを贈り︑そして春
と秋にはバラ寿司やぼた
餅を作り２人で暮らすお
年寄りのお宅にも配布す
るなど︑年間を通して地
域の老人に寄り添い見守
る活動をされています︒
平成 年に社会福祉協
議会から見守り強化事業
の一つとしての提案がき
っかけとなり︑平成 年
の１年間試験的に活動を
始められ︑１年間の活動
を通して今後も続けてみ
てはどうかという声が上
がり当初７人で始めた活
動ですが︑５年経った今
では新しいメンバーも加
わり総勢 名で地域を見
守り続けておられます︒

▲
（左）大下 強さん（右）河辺 徹さん
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て︑地域の皆様の温かいご支援︑ご協力を賜

一般社団法人 京丹後青年会議所

りますことをお願い申し上げ︑ご挨拶に代え
させて頂きます︒

由利彰基
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が多い世代ですが︑今で
は相手から積極的に近況
報告をしてくれたり﹁今
日初めて笑ったわ︒あり
がとう︒﹂と嬉しいお言
葉をいただくこともある
そうです︒
また活動を続けて行く
中で︑グループには所属
していないご近所の店舗
や住民の方からも﹁今日
あそこのお宅のカーテン
が開いてないけど︑何か
聞いている？﹂などと気
にかけてもらえるように
なったそうです︒地域の
人に支えられ︑自分は誰
かと一緒にこの地域にい
るのだと実感し︑支援の
輪が広がっていくことが
喜びだと皆さん仰いま
す︒
今後は年に５回程度の
サロンの開催も計画され
ており︑この活動が口コ
ミで広がり︑ひとり暮ら
しの老人だけに限らずた
くさんの方に気楽に参加
してもらえたらと考えて
おられます︒
閉鎖的な社会になって
いく一方で︑自分達の目
で見て耳で聞いた情報を
コミュニティで共有する
ことは︑お年寄りを支え
るだけではなく︑地域で
暮らす子ども達や若い世
代と関わり合い持つため
にも重要なことです︒地
域住民同士が日々の生活
の中で自然な形で気をく
ばり︑助け合うことがで
きるつながりを次代に受
け継いでいくことが大切
であると考えます︒
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PRESS

先日﹁心に残るこ
とば﹂というタイト
ルのコラムを雑誌で
目にしました︒﹁希
望はあなたを見捨て
はしない︒あなたが
希望を捨てたの
だ﹂︒この記事を書
いた人もどこで誰に
教えてもらったの
か︑わからないそう
ですが︑いつの間に
か記憶にあったこと
ばなのだそうです︒
そして心が折れそう
な時にはいつも︑こ
のことばを思い出し
ていたそうです▼こ
んな︑いつ︑どこで
聞いたのかわからな
いけれど︑ずっと心
に残ることば︑そし
て折に触れては思い
出し︑自分を励ます
魔法のことばを︑誰
しも一つや二つは持
っているのではない
でしょうか▼２０１
４年も７月に入り︑
早くも折り返しが過
ぎました︒新入社員
であれば入社して３
ヶ月︑一番会社を辞
めたくなる時期だと
言われています︒お
そらく︑不安とドキ
ドキで過ごす時期も
終わり︑責任を少し
持たされ独り立ちす
るタイミング︒失敗
もし︑いろんな現実
に直面するのでしょ
う︒そんな現実がつ
らい時に︑自分を励
ますことばをぜひ見
つけておいてほし
い︒人生はそもそも
つらいもの︒楽しさ
とつらさは半分ず
つ︒苦難を乗り越え
る術を見つけた人は
きっとより強くなれ
るはずです︒
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太陽の日差しが強い中︑ク
イズや現地での体験とハード
な一日だったとは思います
が︑子ども達にとってこのウ
ルトラクイズが大人になって
も忘れることのない︑かけが
えのない一日になることを 願

っています︒
最後になりましたが保護者
の皆様︑また教育委員会・学
校関係者・協力団体の皆様︑
そして本大会の主旨を理解
し︑協賛していただきました
企業の皆様に心よりご協力と
ご支援の御礼を申し上げま
す︒ありがとうございまし
た︒

浜辺で食べる旨いグルメ日本一決定戦

【協力】京丹後市観光協会・小天橋観光協会・湊宮区・湊地区活性化協議会・NPO法人京丹後コミュニティ放送

７月６日㈰京丹後市久美浜
町の小天橋海水浴場におきま
して︑７月例会﹁ＨＡＭＡー
１グランプリ〜浜辺で食べる
旨いグルメ日本一決定戦﹂を
行いました︒
この事業は︑市民の方々に
自分達の住むまちについて関
心を深めていただき︑食を通
して京丹後の魅力を市内外に
発信し︑地域の活性化を図る
目的で開催いたしました︒当
日は天気にも恵まれ︑何㎞も
続く白い砂浜と真っ青な日本
海を眺めながら︑丹後の食を
満喫していただき︑丹後の素
晴らしい魅力を感じていただ
くことができたものと思いま
す︒出店いただいたお料理
は︑京丹後産の海藻や貝を使
用したご飯やうどん︑京丹後
産のニンニクを使用したギョ
ウザや︑京丹後で採れた野菜
をふんだんに使用したカレー
など︑京丹後の食材にこだわ
った素晴らしい料理ばかりで
した︒来場者の方々には京丹

後の魅力のひとつでもある
﹁食﹂を存分に楽しんでいた
だけたものと思います︒
また今年は京丹後市制 周
年という記念の年でもあり︑
開催日が七夕の前日というこ
とで来場者の方々には短冊に
年後の京丹後市への願いを
記入し︑会場内の笹に飾り付
けていただきました︒まちに
対する願いをご記入いただく
ことで︑自分達の住むまちに
対し少しでも関心を持ってい
ただき︑まちのことを考えて
いただくきっかけになったも
のと思います︒短冊でいっぱ
いになり大きくしなった竹を
見ると︑市民のまちを思う気
持ちの重みを感じることがで
きました︒
本事業開催に際し︑京都
府︑京丹後市をはじめ︑京丹
後市観光協会︑湊宮区︑湊地
区活性化協議会︑小天橋観光
協会︑ＮＰＯ法人京丹後コミ
ュニティ放送︑出店者の方々
など︑多数の皆様にご協力い
ただき無事に事業を終えるこ
とができました︒心より御礼
申し上げます︒ありがとうご
ざいました︒

会員募集中

京丹後市丹後町間人

～知ろう！学ぼう！体験しよう！大きく育て京丹後の小学生！～

去る平成 年６月 日︑７
回目を迎えた﹁小学生ウルト
ラクイズ 京丹後﹂を開催さ
せていただきました︒今年は
﹁知ろう！学ぼう！体験しよ
う！大きく育て京丹後の小学
生！﹂をテーマに市内の小学
生５・６年生１００名に参加
をいただき実施いたしまし
た︒この事業は市内各所をバ
スで回りながら︑クイズや
様々な体験を通して京丹後市
についての知識を深めてもら
い郷土愛を育むことを目的に
開催をしています︒
当日は︑１３３６枚の太陽
光パネルが並ぶ市民太陽光発
電所大宮サイトの見学や白砂
青松保全委員会の協力を得て
琴引浜での鳴き砂体験︑ＥＭ
自然農法梅本農場では梅本修
氏の協力のもと︑大根の収穫
を行いました︒また総合老人
福祉施設はごろも苑・弥栄は
ごろも苑では︑お年寄りと一
緒にフォトフレームを作った
り︑車椅子体験をしたりと介
護現場を体感することができ
ました︒これらの体験は京丹
後市の今を知ると共に︑この
まちで活躍する大人の姿を見
せることで子ども達にまちの
魅力を伝えることができたと
考えています︒子ども達がメ
モを取りながら真剣に話を聞
く姿に感心し︑改めて子ども
達の成長にとってこの事業が
大変意義のあるものだと感じ
ました︒

京丹後市峰山町長岡

三洋観光社

株式会社 野木源

一般社団法人 京丹後青年会議所

京丹後市網野町木津

京丹後市峰山町杉谷

【後援】京都府・京丹後市
【主催】一般社団法人 京丹後青年会議所

中村礼子（34歳）

れいこ

なかむら

入会

野木久聖（30歳）

7月

ひさとし

のぎ

入会

7月

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。

（峰山小学校）

けいすけ

沖田啓介（36歳）

おきた

田中槙太朗（32歳）

㈱アウルコーポレーション

プラザホテル吉翠苑

「一生の友に出会える」

ＡＮＡチーム
協賛／株式会社 安達住設 京都府農業公園 丹後あじわいの郷 コカ・コーラウエスト株式会社
丹後海陸交通株式会社 株式会社 丹後乳販 プラザホテル 吉翠苑
株式会社 マルハン プラザアピア峰山 株式会社 峰山商業開発 株式会社 淀徳商店

入会

検索

京丹後JC

京丹後JC WEB

優勝
主催／一般社団法人 京丹後青年会議所 後援／京丹後市教育委員会

4月

しんたろう

入会

たなか

4月

www.kyotangojc.com

▲フラダンス
「ＡＲＡＳＡ」

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／
総務広報委員会までお寄せください。

焼きとり じゃけさん「焼きとり丼」

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
新聞折込させていただきます。※季刊誌として年内2回発行（7月・12月）
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編集後記

た十楽こんにちは訪問グループの皆様に、先ずは心より御礼を申し上げ

京丹後青年会議所新聞の夏号を発行するにあたり、ご協力を賜りまし

ます。ありがとうございました。

や団体の皆様に取材を進め、12月に本年度最終号となります京丹後青年

私達、総務広報委員会では、今後もこのまちで活動をされている個人

会議所新聞を発行して参りますので、是非ご覧いただきたく思います。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

〒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
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