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●地域のつながり 〜京丹後市大宮町〜

活動のきっかけ

いという考えに至ったそ
うです︒東田氏は丹後に
残る事を条件に地域事業
を展開している㈱アミタ
持続可能経済研究所に就
職し︑丹後で生活する決
意を固められました︒ア
ミタ持続研では地域再生
マネージャーとして地域
活性化事業に関わり︑京
都府だけではなく︑近隣
の他県にも出向き地域活
性の為に尽力していたの
だが︑あることをきっか
けに退社することになり
ます︒﹁チャレンジつね
よし百貨店﹂の前身であ
る﹁常吉村営百貨店﹂の
設立に大きく携わり︑長
年経営の柱になっていた
大木満和氏の急逝でし
た︒

よし百貨店﹂の東田一馬氏にお話を伺いました︒

そこで今回は第２弾として大宮町常吉にある﹁チャレンジつね

の様子や思いを伺って参ります︒

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

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

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

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

︵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

チャレンジ
つねよし百貨店

年末号

JC PRESS
大阪出身である東田氏
は︑東京でIT関連の仕
事をされていましたが︑
リーマンショックの煽り
を受けて会社を閉鎖した
後︑運命を変えた一通の
メールに出会ったそうで
す︒それは︑﹁田舎で働
き隊﹂という農林水産省
が展開する農山村地域が
有する特産物や自然環境
を用い︑地域の活性化を
推進する為の参加者応募
の案内だったそうです︒
いつかは地元である関西
に帰りたいと考えていた
東田氏にとってまたとな
いチャンスでした︒しか
し︑希望地域を京都府に
したとはいえ︑まさかこ
んなにも遠くて田舎だと
は思いもしていなかった
と笑いながら語られてい
ました︒
秋から冬のいわゆるク
ローズシーズンの半年間
が研修先での活動期間で
したが︑活動の中で春や
夏の話を聞き︑常吉の魅
力や面白さに惹かれ︑せ
めて１年ここで過ごした

常吉村営百貨店は生活
の基盤であり︑集落内の
唯一の商店であった丹後
大宮農協常吉支所の廃止
に伴い︑買物弱者の生活
が立ち行かなくなる不安
から︑村づくり委員会の

常吉百貨店の再出発

▲東田一馬氏

﹁２０１４年を振り返って﹂
２０１４年度一般社団法人京丹後青年会議所
ま ち
は︑﹁徹心楽動〜夢と希望があふれる京丹後の
創造﹂のスローガンのもと︑﹁まちづくり﹂
﹁青少年健全育成﹂﹁会員の資質向上﹂の３本
柱を中心に事業を展開して参りました︒すべて
の柱における根幹として︑地域を取り巻く環境
を十分に調査・研究し︑市民のニーズや将来の
まちづくりのために本質を見極め﹁まちづく
り﹂では︑京丹後市民の皆様の協力をいただき
﹁ＨＡＭＡ １
- グランプリ〜浜辺で食べる旨い
グルメ日本一決定戦〜﹂を開催しました︒お陰
様で延べ１２００名近い市内外の皆様にご来場
いただき京丹後の魅力を存分に感じていただく
ことができ︑ご協力いただきました行政・関係
諸団体の皆様本当に有難うございました︒﹁青
少年健全育成﹂では︑未来を担う子ども達に郷
土愛を育む継続事業﹁小学生ウルトラクイズ
京丹後﹂を開催しました︒事業当日の子ども達
は︑真剣な眼差しで京丹後の文化や歴史に耳を
傾け︑他校や地域の大人と触れ合うなか満面な
笑みを見せる姿がとても印象に残る事業でし
た︒また︑これらの運動を行う上で私たち﹁会
員の資質向上﹂は欠かせないものであり︑日々
の委員会活動や研修事業で︑共助の精神を忘れ
ず︑常に切磋琢磨しあい個の力に磨きをかける
ことができ︑青年経済人としても大きく成長で
きた一年であったと感じます︒
結びに︑地域に根差した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あり
続けるためにメンバー一同率先して行動を興し
続けていく所存です︒どうぞ来
年も本年度と変わらぬご支援の
ほどよろしくお願い申し上げ
ます︒
in
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メンバーが中心となり設
立にされたものです︒
大木氏の体調上の問題
などから村営百貨店は一
度︑閉店することにな
る︒そんな最中︑東田氏
は他の地域で地域活性化
に従事していることに疑
問を抱き︑百貨店や常吉
地区に尽力する決意を固
め︑チャレンジつねよし
百貨店実行委員会を立ち
上げることとなりまし
た︒大木さんが引っ張っ
ていくリーダーだったか
ら︑そのやり方では自分
はうまくいかないだろ
う︑だから緩い感じでや
ろうと思い︑来る人拒ま
ずという感じでスタート
されたそうです︒朝は近
所の〝おっちゃん〟が集
い︑夕方は子どもたちが
集まる空間に徐々に変わ
ってきたとのことです︒
運営に関してはやはり︑
お店ということで女性を
意識していることから東
田氏の奥様が百貨店の代
表を務めているそうで
す︒地域の女性陣が集ま
って〝おとめ塾〟を結成
し︑楽しいことをワイワ
イしようと活動しておら
れます︒その活動から︑
百貨店のグリーンカーテ
ンが生まれたり︑お正月
にはおせちづくりをして
いるそうです︒様々な人
の関わりで︑空気が温ま
っていると東田氏は感じ
ていると語っておられま
した︒子どもたちが走り
回っていてもお金にはな
らないけれども︑誰もい
ない空気の冷えた暗い感
じよりは︑人の温かみの
ある空気感を作り出して

くれるのに子どもたちは
キーマンになってくれて
いると東田氏はお話され
ました︒
東田氏は︑常に持ちつ
持たれつの想いでやって
いけたらと考えていらっ
しゃいます︒日用品の配
達サービスの中で︑お年
寄りの家の電球を交換し
てあげると︑庭の柿をお
土産で渡されるなどその
気持ちが嬉しく︑個人商
店ではなく︑地域の商店
なのだなと感じているか
らこそ︑よそを向いて運
営はできないし︑地域の
人からのイメージも大事
にしなければならないと
感じておられます︒

地域のつながり

常吉地区150世帯は
上常吉と下常吉とで構成
されており︑現在も百貨
店を中心として交流が生
まれています︒﹁チャレ
ンジつねよし百貨店﹂の
存在は︑どこの地域にで
も必ずあったお店であ
り︑そこにあることで自
然と地域のキーステーシ
ョンになっているように
感じました︒町おこし︑
まち創り︑地域活性の新
たな力を入れるだけでな
く︑その場所を維持する
ことで地域の心のよりど
ころになります︒また︑
昔なら当たり前であった
世代を超えたつながりが
自然と形成できているの
ではないでしょうか︒形
を新たに作るのではなく
その地域それぞれの日々
の生活の中から自然と形
成されていくことが最も
その地域に合った形であ
るようにも感じます︒そ
こにお店があることが︑
大きな存在意義に感じる
ことができました︒今︑
あるものを無くさない事
の重要性を今一度見つめ
直し行くことが必要だと
考えました︒
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こんな言葉をよく口に
しませんか？﹁運動不足
で身体が重たい﹂﹁最近
飲み過ぎで下腹が・・﹂
﹁間食がやめられずつい
つい手が口に・・﹂と言
いながら﹁少しぐらいな
ら後で何とかなる﹂など
と自分に言い聞かせなが
らついついカロリーオー
バー︑身体に過剰の脂肪
が蓄積され肥満となり︑
成人病や不妊症︑腰痛︑
膝痛を引き起こし︑また
逆にやせすぎて脂肪が少
ないと体温調整︑抵抗力
の低下︑内臓を正常な位
置に保つことができず胃
下垂になりやすく︑女性
は月経不順︑無排卵︑無
月経を引き起こします▼
健康な体とは︑程度の筋
肉と体脂肪がバランスよ
く配分された﹁均整のと
れた身体﹂です︒近年Ｂ
ＭＩ指数を耳にする場面
が増えています︒これは
自身の肥満度を知る数値
で︑誰でも適用できる簡
単な計算式であり健康を
管理していく上でとても
重要な数値となります︒
もし︑体重や体脂肪量が
オーバーしている時は︑
﹁必要最低限の栄養を含
んだ低カロリーの食事﹂
と﹁適度な運動﹂﹁太り
やすい生活行動の改善﹂
です︒運動を怠った減食
のみの方法を行うと著し
く筋肉や骨が減少し︑や
つれた身体で不健康にな
ります▼運動により筋肉
や骨の量を増やしバラン
スの取れた体造りをする
のには︑楽しく体を動か
すことが大切です︒楽し
みながら運動をして知ら
ないうちに体重や体脂肪
が減れば何も言うことな
し！皆さんも生涯スポー
ツを探してみてはいかが
でしょうか︒

年末号

月例会
事業報告
いつ起きるかわからない災害
に対して意識向上と各諸団体
との連携を継続して取り組ん
でまいりたいと思います︒
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26

10

た市民が増えるはずです︒ま
ちの皆と手を取り合い行動す
ることで︑更に大きなまちの
活力になると考えます︒明る
い未来のため︑活力ある京丹
後を創造していきましょう︒

青少年育成

たすため︑﹁ひと・まち・仲
間﹂と心をひとつにし︑率先
して行動することが︑青年会
議所の基本理念﹁明るい豊か
な社会﹂の実現につながると
考えます︒思いやりと感謝の
気持ちを原動力とし︑活力あ
る京丹後を目指して活動しま
しょう︒

たつみ まさたか

月例会
事業報告

入会

〜「ひと・まち・仲間」心をひとつに〜

２０１５年は︑活力ある京丹後の創造〜﹁ひと・まち・仲間﹂心
をひとつに〜をスローガンに思いやりと感謝の気持ちを原動力と
し︑活力ある京丹後を目指しメンバーとともに一年間活動してま
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
申し上げます︒

京丹後市峰山町杉谷

会員募集中

Meeting Report

10th

﹁理事長所信﹂

京丹後市網野町網野

たつみ印刷

橘商店

11月

活力ある京丹後の創造

はじめに

真渉（26歳）

巽

一般社団法人 京丹後青年会議所

周年という半世紀に及ぶ大き
な節目の年を迎えることがで
きます︒ 年間﹁明るい豊か
な社会﹂の実現のため︑３２
３人もの先輩諸兄が情熱と友
情で築いてこられた功績に敬
意を表するとともに︑私たち
の活動に対しご理解︑ご支援
頂きました市民︑行政︑関係
諸団体には深く感謝しなけれ
ばなりません︒﹁敬意﹂と
﹁感謝﹂を胸に︑私たちは京
丹後青年会議所の歴史を振り
返り︑先輩諸兄の熱き思いを
継承しながら時代の変化を見
据え︑常にチャレンジ精神を
持って１年１年歴史を刻み続
ける責任があります︒私たち
は創立 周年に現役メンバー
として迎えられることを喜び
に感じ︑そして５年後 年後
永続的にこのまちで必要とさ
れる組織として存在するため
に︑感謝の気持ちを活力に変
えて行動に移しましょう︒

info@kyotangojc.com

吉岡高博（30歳）

よしおか たかひろ

むすびに

TEL.0772・62・3153 FAX.0772・62・3120

す︒私たちが今以上により良
い活動をするためには︑同じ
志を持った会員の拡大は必要
です︒しかし︑仲間を増やす
ためには︑私たちの活動をも
っと地域において認識して頂
く必要があると考えます︒私
たちがどんなに素晴らしい活
動をしても情報を発信しない
と伝わりません︒また︑活動
の情報だけではなく︑メンバ
ー同士で切磋琢磨し︑率先し
て行動する力を身に着け︑思
いやりと感謝の気持ちを持っ
た魅力ある青年として私たち
自身を発信しましょう︒一人
でも多くの方に伝わることで
つながりが生まれ新しい仲間
が増えるはずです︒その仲間
が集まれば︑大きな力となり
このまちの活力につながりま
す︒まちで必要とされる組織
であるために︑そして永続し
て活動を行っていくために︑
魅力ある青年会議所であり続
けましょう︒

〒627-0041 京丹後市峰山町菅373番地 ふきあげビル4階401号

歴史を振り返って

検索

京丹後JC

入会

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。

10

www.kyotangojc.com

京丹後JC WEB

11月

「一生の友に出会える」

49

50

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。

私たち青年の使命は︑明る
い未来を切り拓くために︑失
敗を恐れず何事にも挑戦し︑
前向きに行動をすることであ
ると考えます︒この使命を果

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した。※季刊誌として年内2回発行（7月・12月）

50

一年間ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

年末号
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金盛将士
2015年度理事長予定者

剣に考え︑青年らしく斬新な
発想で同じ志を持った仲間と
ともに運動をしていきましょ
う︒そして︑まちを愛する青
年として︑﹁ひと・まち・仲
間﹂の持つ力を集め︑大きな
活力に変えることのできる組
織になりましょう︒

ます。

活力ある京丹後へ

来年度も引き続き発行を予定しておりますので、是非ご覧頂きたく思

一般社団法人京丹後青年会
議所は︑１９６６年に３３７
番目のＬＯＭとしてこのまち
に誕生し︑２０１５年創立

います。今後とも京丹後青年会議所新聞を何卒よろしくお願い申し上げ

JC
去る平成 年 月 日︑峰
山地域公民館にて 月例会
﹁少年非行を防ぐためには〜
地域の大人にできること〜﹂
を開催いたしました︒ 月例
会では︑教育・福祉関係者を
対象に青少年健全育成を今一
度見つめ直し︑地域の大人と
して︑また親として子ども達
との関わり方や少年非行を防
ぐためにはどのように接して
いけばよいかを知ることを目
的に実施いたしました︒
第一部では︑法務省京都保
護観察所企画調整課 課長 山
本隆宏氏を講師にお迎えし︑
少年非行の現状や保護観察制
度について学びました︒第二
部パネルディスカッションに
おいては︑京丹後市保護司会
会長 北島顕経氏と当青年会
議所理事長 由利彰基を加
え︑全国的な非行の傾向や京
丹後市の実例を交えた議論を
行いました︒
非行に走ってしまった子ど
も達の環境や今の子ども達が
何を求めているのか︑地域の
大人としてどうあるべきかを
知ることで︑子ども達の手本
となる心構えを考える機会と
なりました︒また子ども達が
成長していく上で家庭の大切
さ︑学校の役割の重要性も改
めて感じる例会となりまし
た︒

近年︑青少年を取り巻く環
境が大きく変化し︑学校にお
いていじめ問題︑青少年によ
る重大な事件など様々な問題
がおきています︒その背景に
は少なからずとも友達︑地
域︑家庭におけるコミュニケ
ーション不足があるのではな
いでしょうか︒ひとつにはＳ
ＮＳなどに代表される︑ひと
と直接向き合うことなく過ご
すことのできる環境が増えた
ことも考えられます︒便利に
なり︑ひとの温かさなどを︑
肌で感じられなくなっている
ことから︑ひとを思いやる気
持ちが持てなくなり︑自分本
位な気持ちが芽生えてきてい
るのではないのでしょうか︒
しかし︑友達︑地域︑家庭
で︑ひとと接する機会が︑薄
れていく時代に育った子ども
たちには何ら責任はありませ
ん︒だからこそ私たち大人
は︑まちの宝である子どもた
ちを明るい未来に導いていく
大きな責任があると考えま
す︒子どもたちは親の背中や
地域の大人たちを見て学びま
す︒私たちは親として︑地域
の大人として︑次代を担う子
どもたちには︑友達︑地域︑
家庭での人と人とのつながり
の大切さを伝えながら相手を
思いやる気持ちを持てる大人
へ︑そしてこの京丹後の魅力
である豊かな自然・歴史・文
化などを伝えながら郷土愛を
持てる大人へ導いていきまし
ょう︒

会員拡大
メンバーは青年会議所の宝
です︒青年会議所は︑活動を
通じてメンバー同士が相手の
ことを思いやり︑かけがえの
ない友情を育み一生の仲間を
つくることができる組織で

ありがとうございました。

50th

一般社団法人 京丹後青年会議所
最近の風潮として︑自分本
位の考え方を持つひとが増
え︑自分の住むまちにさえ関
心を示さないひとが増えたよ
うに思えます︒では︑﹁自分
さえよければいい﹂﹁まちの
ことは気にならない﹂と言っ
た考え方でよいのでしょう
か︒私たちは常にまちのこと
を考え行動に移し︑辛くて厳
しいことも仲間と力を合わせ
乗り越えてまいりました︒だ
からこそ︑私たちが率先して
まちのために行動する姿を見
せることで︑私たちの考えが
市民に伝わり︑共に手を取り
合い行動することが︑このま
ちの活力につながると考えま
す︒そして︑いかなる時でも
率先して行動をできるよう
に︑行政︑関係諸団体と積極
的に交流し︑連携をとってい
きましょう︒また︑私たちの
活動を︑ホームページをはじ
め︑あらゆる媒体の特性を活
かしながら︑幅広い世代に発
信することで︑同じ志をもっ

京 丹 後青 年会議 所の年末号を発行するにあたりご協力を賜りました
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10

anniversary

KYOTANGO JC

２０１５年一般社団法人京
丹後青年会議所は︑１９６６
年この京丹後の地に誕生して
年の節目を迎えます︒設立
当初より私たちの理想は変わ
ることなく︑時代が目まぐる
しく変化する中でも﹁明るい
豊かな社会﹂の実現に向けて
様々な運動を行ってまいりま
した︒
昨今︑日本各地域を脅かす
自然災害が相次いで発生して
おり︑甚大な被害をもたらし
ています︒そのような中で︑
ひとの温かさが形を変え︑災
害ボランティアや物資の支援
など︑被災した地域に向け︑
各地より集まっています︒有
事の際には︑私たちが持つ思
いやりの心が行動に結びつい
ており︑そして受け取る側に
は感謝の気持ちがあるからこ
そ︑お互いの心が通じ合い︑
被災したまちの復興にとって
大きな力となっています︒そ
の大きな力を活かすには︑有
事の際だけではなく︑常に思
いやりと感謝の気持ちを持ち
行動することが︑今の時代︑
必要であると考えます︒これ
からもこのまちに必要とされ
る組織であるために︑何を必
要とされ何ができるのかを真

「チャレンジつねよし百貨店」東田一馬様に心より御礼を申し上げます。

年末号

9

9th

９月 日㈪に﹁つながりで
守る京丹後の未来！﹂と題し
て︑中山泰市長をはじめとさ
れます京丹後市役所職員の皆
様︑磯田勵一会長をはじめと
されます社会福祉法人京丹後
市社会福祉協議会職員の皆様
と︵一社︶京丹後青年会議所
三者にて︵一社︶京丹後青年
会議所9月事業を開催いたし
ました︒
この事業は︑平時から継続
的な連携が不可欠である災害
時にスポットを当て︑災害時
に急遽︑連携を図るのではな
く各諸団体が互いの役割や活
動を知り︑最大限活用できる
状態の構築を行うことが必要
であると考え開催いたしまし
た︒
各諸団体の組織と現在まで
の取り組みを知るとともに特
定非営利活動法人ガバナンス
舞鶴石橋裕志理事長をお迎え
し︑舞鶴での災害ボランティ
アセンターの運営経験から各
諸団体が連携するために必要
な心構えをご講演頂き︑災害
時における短期間でのボラン
ティア活動︑各諸団体が共通
の認識を持つことの重要性を
知り︑今後の互いのつながり
について考えて頂けたものと
思います︒
最後に中山泰市長に立会を
お願いし社会福祉法人京丹後
市社会福祉協議会と︵一社︶
京丹後青年会議所が今後の継
続的な連携を行うための〝災
害時における連携協定〟の締
結を行いました︒京丹後でも

編集後記

2015年度スローガン
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