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青年会議所の2015年度も本格的に始まりました。昨年度途中入会の私は初めての京都会議に参加して参りまし
た。会議そのものの雰囲気もさることながら、全国から集うJaycee達に埋め尽くされる祇園の夜もまた圧巻であり
ました。毎年恒例LOMナイトの2次会もまた祇園のとあるお店で開かれたのですが、常日頃より外国の方々から、
「京都の人達は東京の悪口ばかり言っている」という話を伺っていた私はこの機会に是非とも京都の人達のその
辺りの腹の内を探ってみたいと思いました。2次会のお店の看板娘と思しき女性がおっしゃるには、京都の方々は
どうやら、「天皇陛下の本来のお住まいは京都御所なのであり、東京の皇居ではない、東京の人達にはそこのとこ

ろを勘違いして欲しくない」という強い思いを抱いておられるようです。これは確かに一理あります。京都御所はもともと陛下のお住ま
いとして建てられたのですから、将軍の居城たる江戸城であった皇居とは、そもそも建造物としてのコンセプトが全く異なります。皇
居は立派なお堀と城壁に囲まれておりますが、御所の周りには子供がまたいで渡れる程の溝しかなく、塀もさほど高いものではありま
せん。応仁の乱の折には京の町同様、こちらの御所もすっかり荒廃してしまったそうです。しかしながらそのような乱世においても、機
に乗じて御所を乗っ取ってしまおうなどという考えを起こす輩が出てこなかったということは、我々日本国民は当然のことと思ってし
まいがちですが、世界史的に見れば極めて驚異的であります。すなわち御所の最大の特徴は、「国民に対し御自らをお守りにならな
い」という点にあると言えるでしょう。紀元前660年に神武天皇が御即位されて以来、本年で2675年という世界最古の歴史を誇る御皇
室ですが、「御自らをお守りにならない」御皇室の歴史は同時に、2675年もの永きに渡り常にこれをお支えし、お守りしてきた国民の
歴史でもあるということを、一級建築士でもある菅理事長と共に御所を眺めながら再認識いたした次第であります。

音楽家 小田井清充のコラム・エルゴ・スム

1986年に第1回わんぱく相撲調布場所が開催
されて以来、わんぱく相撲調布場所は28回の
歩みを重ね、今年で29回目の開催となりま
す。本年は昨年入会いたしました加藤ゆか君
を実行委員長に、京王線調布駅南口広場で
開催をする予定になっています。

「相撲」を通じて調布市、狛江市に在学・在
住の子供たちの心身の鍛錬と健康の増進を
図り、勝敗にこだわることなく、勝った時の
喜び、負けた時の悔しさを体験することで、
勝者を称え、敗者への思いやりを育むという
事がわんぱく相撲の目的です。その目的を達
成出来るよう、また開催場所が調布駅前とい
う事から、多くの地域の方に青年会議所の運
動を知ってもらえるよう、精一杯取り組んで
まいります。

シニアクラブの方々におかれましては、交通
の便も良い場所での開催になりますので、子
供たちのキラキラ輝く取組を、また現役メン
バーの頑張りを見に来て頂ければ幸いです。
例年同様のぼり協賛のお願いにも伺わせて
頂きたいと思っております、どうか本年も変わ
らぬご支援を頂けますよう、重ねてお願いい
たします。

今年の「あすの調布」の目標は、読む人に笑って、楽しんでもらうこと。日頃のJC活動では知ることのないメンバーの素顔や委員会対
決など、雑誌感覚で気軽に読んでもらえるような工夫をすることにより、広報活動にも繋がっていければと考えています。ご協力いた
だいたメンバーの皆様、ありがとうございました。
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山田啓二郎さん

居酒屋「調風」を経営。
海外にも出店しています。

菅 寛人さん

仕事とJC活動、日々多忙ですが、
充実した毎日です。

遠藤 大貴さん
本年は、委員長職に加え、
日本ＪＣ日本再興会議副議長
の重責を担っています。

川端 宏志さん

日々多忙ですが、
休みの日は出来るだけ
家族との時間を大切にしています。

タイには、調布と同じく「調風」の名
で出店。出張では、合弁先の社長と
の会合、出店計画や決算などの話し
合いがメイン。また、現地スタッフや
取引先との食事会も欠かせません。

【タイ現地スタッフのみなさま】

オーストラリアにはグループのレストランが
あり、「全豪ベストアジアンレストラン」を
はじめ各種賞を受賞。今後はタイとのコラ
ボも視野に入れています。

【全豪アワード受賞記念】

【二人ともお父さん似ですね】【お気に入りの「かれんど」の
   カレーうどん】

【日本再興会議メンバーと】

【伸び伸びと遊ぶ次男】

【砂場で長男と】

日本ＪＣでは、日本再興会議
副議長として、グローバル
リーダー育成塾の運営を行っ
ています。

飲み疲れた次の日に決まって食べ
るのが、「かれんど」のカレーうど
ん。オススメです！最近は、キック
ボクシングも始め、腹筋は絶賛6
パック中。

【本再興会議での一コマ】
 （見よ、この真剣な眼差しを！）

【タイ調風の外観】

カレーうどんでリラックス

休みの日は、長男（6歳）と
次男（4歳）を連れて、よく近所の
公園に遊びに行きます。

子供と近くの公園へ

自身もサッカーをしていま
したが、子供たちとボール
を蹴るのも楽しみのひとつ
です。将来の子どもたちの
成長が楽しみです。

子供の成長が楽しみ

日本再興会議での経験を、
たくさん調布に持ち帰って
きてください。

お仕事とJC活動と日々
多忙な中、時間を最大限に
活用されている姿勢、尊敬します。
メンバー共々、
全力でサポートします！

日本ＪＣ日本再興会議副議長

普段のJC活動では見ることができない
メンバーの普段の顔をご紹介します！

日本食を通じて、
日本に限らず、世界の

方々にも調布という街を

知って頂く懸け橋と
なられることを
期待しています。

これからも素敵な
お父さんとして、
ご家族との時間を
大切にしてくださいね。

事務所での顔

（株）グローバル設計　建築業

（有）ツバサモータース 自動車整備業

（株）調風　飲食業

（株）モア・コンストラクション 建築業

社内には設計3名とパー
ト1名、私は主に営業を
しております。最近は、
事業費算出等のコンサ
ルやテナント募集など
幅を広げています。

タイムマネジメントを密に
営業、メーカーさんとの打ち合わ
せ、現場管理など、外出しているこ
とが多い。タイムマネジメントを密
に、仕事とJC活動のどちらも全力
で行っています。

【日々考えています】

【真剣な眼差し】

【事務所の前で】

公益社団法人 日本青年会議所の１年の新たなスタートの場である、２０１５年度京都会議が１月２
３日から１月２５日までの３日間に渡り、国立京都国際会館にて開催されました。私たち調布青年
会議所も多くのメンバーで参加し、全国各地青年会議所の同志と共に新年度のスタートを迎えま
した。メインテーマは、「核心の追求 すべては未来を生きる人のために～文化と文明が生み出す
『底知れぬ力』による日本再興～」本年度は、筆頭会議体である日本再興会議の副議長として我
が調布青年会議所の遠藤大貴君が出向している他、多くのメンバーが日本青年会議所に出向して
います。メインフォーラムでは、調布青年会議所のメンバーが奔走している姿が、非常に印象的で
した。1月の奥ゆかしい冬の京都が、この日だけは様相を変える。夜になると祇園を中心にスーツ
をまとった全国のJAYCEE達が思い思いに食べ呑み、新年の祝いをおこなっている。私たち調布
青年会所は宿泊先である旅館で会食し結束を高めました。最終日の新年式典では、公益社団法人 

日本青年会議所2015年度第64代会頭 柴田 剛介君の力強い所信を拝聴いたしました。「あなたを待つ人は必ずいる。一度しかない人生。リス
クヘッジなＪＣはやめて、もし、あなたが決めたなら、それにすべてを賭けようではないか。この潔い思い切りこそ青年らしい。失敗してもい
い。それどころか、どうせ失敗するなら派手に失敗しようではないか。全てが成果であり、だからＪＣは面白い。そこにＪＡＹＣＥＥがいる限り、
底知れぬ力をもつ日本は必ず再興できる。必ずである。すべては未来を生きる人のために。先駆けよう、ＪＡＹＣＥＥ。美しく先駆けよう。」私
たち公益社団法人調布青年会議所も菅理事長を中心に地域の為、人の為、そして「自らの確立 これからの飛躍」の為に邁進していきます。

ロムナイトでは急に問題が発生した。
翌朝の最終日の新年式典の席取りを
誰が行くかということだ。理事長や諸
先輩方に失礼を承知で、誰も自ら手を
挙げない・・・・・・・・・。笑。仕方な
い・・・・・・。大ジャンケン大会
だ・・・・・・。菅理事長も昨年度入会
の小田井さんも関係ない、壮絶な戦い
が始まった！！ここで高橋直前理事長
から提案が・・・「負けて行くんじゃ罰
ゲームだから、勝った人２人で行こ
う！」じゃーん・・・けーん・・・ぽ
ん！！ あ！！！！！！ 見事勝ったのは何
と高橋直前理事長と巴山勝済君で
あった。高橋直前、巴山さん！男気見ま
した。すみません。笑。

2月19日にたづくり8階映像シアターにて、第4回定時総会が開催されました。昨年度
2014年の全てが審議される運命の日。第4回というのは公益社団法人としての定時総
会の数。東京都の審査、理事会の審議を無事通過した議案が次々と読み上げられ
る。可決されていく審議議案もついに最後のカウントに入った。全員賛成！バンッ！議
長の根本幸一郎君の握るハンマーが力強く振り下ろされた瞬間、高橋直前理事長の
目に涙が見えたのは、僕だけでは無いはずです。高橋直前理事長をはじめとする
2014年度理事の方々、大変お疲れ様でした。並びに新春地域懇談会に引き続き設え
をなさった総務委員会2015のメンバーの皆様、お疲れ様でした。

広報交流あすの調布創造委員会　白浜利崇

遠藤大貴委員長、粕谷委員長、志田副
委員長そして私が最終日に選んだ宿
は、な、な、なんと・・・・４人で１万円
程度の京都某ホテル。しかしこの宿に
は、様々な噂が存在するらしいの
だ・・・。部屋に入るなり、額縁や掛け
軸など、壁を覆うもの全ての後ろの壁
を確認するのは、慎重派の遠藤委員
長。夜中に怖がって布団をくっつけ、
手を握りあって寝るのは、粕谷委員長
と志田副委員長。何も気にしない私は
一番疑惑のある押し入れに入りなが
ら、深い眠りにつきました。笑。

広報交流あすの調布創造委員会
委員長　佐保田豊太

京都会議

２月例会
第４回 定時総会

ロムナイトで問題が発生する！！ まさかのワケありホテルに宿泊！！

巴山 勝済さん：日本の少子化を
 止めるのは俺だ！

原島 剛さん：
巴山さん、師匠って
呼んでいいですか？

秋沢 淳雄会長：正しいっていうのは、
 線の前で止まってる様なんだ。

横川 尚行さん：
ゴルフで菅理事長
倒します！
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遠藤 晃弘さん

普段は大学で教鞭をとっています。
学生には、生きるジタバタ劇を
たくさん経験してほしいと願って
教育しています。

渡邊 涼介さん

休日は、家族サービスを
しております。

増田 健治さん
最近は仕事が忙しいですが、
休日は様々なことに励んでいます。

一志 浩平さん

体を動かすのも
好きですが、

ワインをゆっくり楽しむ
時間も好きです。

粕谷 洋亮さん

プライベートは、
もっぱら愛車と共に
過ごしています。

大井 麗子さん

最近は2足のわらじで
頑張っています。

堀内 信宏さん

よく周りからまじめな性格
と言われますが、
若い時はそうでも
なかったみたいです。

志田 卓磨さん

持ち前の美声（？）を活かして、
司会業はじめラジオにも

出演しています。

【俺の横に乗る？】

【お気に入りの愛車と】

【シャツは鎌倉。二子玉川までお買い物】

【何見てんだよ】

【宅建の勉強中】

【余興は任せて】

【遠藤ゼミの学生たちと】

【本番前の真剣な表情】

【ただいまOA中】

【編集部も出演させて頂きました】

【西表島でのジャングル体験実習の様子】

【学生とレースラフティング
大会に出場】

休日には、もっぱら家族と過ごして
います。娘の笑顔を見ると幸せな気
持ちになります。

娘の笑顔に癒されます

休日は、ショッピング、外食、
ジム、家族との時間と、とても充
実しています。（最近はほぼ仕事
しかしていませんが・・・）

休日を有効につかっています

「ノ木乃恵亭」昨年 5月
に、調布駅近くの
AFLAC 西側の住宅街
にオープンしたお店で
す。自宅を改装したおも
しろいお店です。

お勧めのお店

ワイン好きで、自宅
でも外でも飲んで
います。六本木の
‘ヌッフドゥ パブ’
というお店に月1回
は行って、熟成肉と
ワイン楽しんでい
ます。

ワイン大好きです

今の自分の姿からは想像
できないと思いますが、若
かりし頃はやんちゃでし
だ。振り返ってみると、
人って成長しますね（笑）

昔はやんちゃしてました

愛車のロードスターが、僕のお
気に入りです。休日は、こいつ
と一緒に駆け抜けています。
ちなみに、助手席に乗って頂け
る方、募集中。シャツは鎌倉。

お気に入りの愛車

いつも温厚で、皆様が
厚い信頼を寄せる堀内さ

ん、

こんな一面があったんです
ね。

遠慮せず、たまには
そのキャラを出して
いってくださいね。

愛犬ミルちゃんと旅行
旅行中は小さいリュックのみ。
身軽に旅行を楽しみます。

約６年間、埃や塗装まみれになって
男性に交って奮闘していました。

１月に調布駅前に
ヨガサロンをオープン
しました！
「ナチュラルサロン リノ」
健康と美容に気を付けて、歳
を重ねるごとに素敵な女性
になりたいです。

アクティビティを通じた教育
教壇に留まらず、アウトドア
スポーツはじめ、自らも参加
して様々な体験実習を行っ
ています。

皆様の心に
届けます
結婚式の司会をは
じめとする、司会業
をしております。先
日は、地元調布FM
の番組にパーソナリ
ティとして出演しま
した。

【娘さんを愛する渡邊さん】

【結婚式での演武】

【青春18切符で京都へ】
【建築現場の様子】

サロンではお客様やスタッフ
さんとのオシャベリを楽しん
でいます。

【ヨガサロンでの接客の様子】

【大切な家族】

【ノ木乃恵亭】

【自宅を改装したおもしろいお店】

【自宅でワインを飲んでいるシーン】 【コアラ大好きな娘さん】

明るいまちづくりには、
若い人たちの力が
必要です。
今後も、学生たちに
素晴らしい体験を
してもらいたいですね。

かわいい娘さんにデレデレで
すね。

ご家族との幸せな時間を

大切にしてください。

休日も最大限に
楽しむ増田さん、
持ち前の行動力に、
これからも期待しています。

心に響く志田さんの声、
調布の様々なイベントで
たくさん聞けることを
楽しみにしています。

演武でバットを折っている姿
と、

自宅でワインを楽しむ姿の
ギャップが素敵です。

文武にすぐれた一志さん、こ
れからも期待しています。

昨年は、東京ブロックの
委員長を務められた粕谷さ

ん。

見た目からは想像できない
、

責任感の強さが魅力です。

今後もさらなる活躍を
期待しております。

心と身体を癒すヨガサロン
、

地域の方々に喜んでもらえ
ると

いいですね。

東海大学　大学講師

ライフセイバー

（株）保険あっとなびプラネット 保険業

光和総合法律事務所　弁護士

（株）アーバンリファイン
不動産業

（有）増田商事　不動産業

（株）カーサ・ラボ 建築リフォーム業

（株）ホリエイ不動産ショップ
不動産業
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佐保田 豊太さん

色々と奔走して日々忙しいですが、
皆様の喜んでいる姿が
明日への活力となります。

境屋 奈央子さん

今回はアンヌ隊員こと
お母様に、境屋さんについて

インタビューをさせて頂きました。

奈央子は一番手のかかる娘でした。
甘えん坊で泣き虫で・・・。
スーパーで迷子になり、妹は平気な顔し
ているのに奈央子だけ泣いていたんで
す。後で聞いたら「泣いたらお菓子くれ
るんだもん」って（笑）

小さいころは泣き虫

京浜管鉄工業株式会社　代表取締役社長

中学生から急に親離れして、
運動会は見にも行かせてくれ
ませんでした。3年生の時は、
受験勉強に邁進。家族旅行も
「予定が狂うから行きたくな
い」と、物事が予定通りに進ま
ないのを嫌っていましたね。
（その頑張りで都立入試は全
科目全問正解！）

本年度、新しい部活動としてプレストクラブ
（音楽部）が始動いたしました。誠に僭越なが

ら初代部長を務めさせていただく事となりました小田井でございます。プレストクラブは、音楽を通じ
て会員相互の親睦を深める事を目的としております。既に私を含め９人のメンバーで活動を行っており
ますが、今後も積極的に新入部員の方を募集して参りたいと存じます。音楽経験豊富な方も、これから
楽器を始めてみようとお考えになっている方も、気軽に参加していただければ幸いでございます。
プレストクラブは月に一度程度の練習を行います。最初の課題曲は、あのJCIクリードに曲を付け
る形で作曲された WE BELIEVE です。第二課題曲もメンバーの皆様と話し合い、さくさくと決め
て参りたい所存でございます。課題曲の他にも、即興のジャムセッション等を通じてメンバーの皆
様との団結をより強固なものとし、かつ皆様と共に音楽性を研ぎ澄まして参りたいと考えており
ます。今年７月のシニア合同例会におきましては、先輩方が組んでいらっしゃるバンドとの対バン
も行う予定ですので、日頃の練習の成果をJC会員の方々、諸先輩方、そして地域の皆様に良い形
で披露できればと思います。また、練習だけでなく、皆でライブやコンサートに足を運ぶと言った
企画も構想中です。
まだ始まったばかりのプレストクラブではありますが、一時的な盛り上がりに終わる事なく、長期
に渡り継続的に地域の文化に貢献できるような活動を目指して日々研鑽を積んで参る所存です
ので、皆様の御支援・御指導・御参加の程、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

大人になり、一升瓶を手に
帰宅して、それを枕にして寝
ている姿も見ました（笑）
だらし無さと繊細さをバラ
ンスよく備える奈央子には、
今後お店を頑張っていって
もらいたいです。

中学生から急に親離れ

設備・リフォーム事業（マンションの共用
部、専有部の配管などの大規模修繕等）と
化工機部事業（石油中継基地のメンテナン
ス等）が自社の柱です。統括課長を経て、5
年前に代表に就任。年齢の近い社員も多い
ため、社長就任の不安はありませんでし
た。65名の社員の能力をうまく引き出せる
よう、よりよいしくみをつくっていきます。

5年前より現職

お客様に心から喜んで頂くことが、仕事をす
る中で一番の楽しみです。クレームを頂いて
も、真摯に対応することで、さらなる信頼が生
まれると実感しています。住まいと共に、住む
人も歳を重ねます。今後は、近くに病院をつく
るなど、住む人たちのケアも考えています。

お客様に喜んで頂くことが一番うれしい

昔からカレーが好きで、よ
くカレー屋さんに行きま
す。最近のオススメは神宮
前にある「ヘンドリック
ス」というカレー屋さんで
す。ぜひお立ち寄りを。調
布JCにカレー部を発足し
たいと考えております。

大のカレー好き

とても前向きで、いかにJCを良くして
いこうかという姿勢がとても勉強にな
ります。これからは、委員長を全力で
サポートしていきます！

佐保田委員長へのメッセージ

僕の原点は、鎌倉
での人力車夫とし
ての７年間です。自
らが商品となって、
日頃の勉強や経験
で自分の価値を高
め、皆様に満足して
頂くことを常に心
がけていました。

原点は人力車

1日にお客様を乗せて30キ
ロ以上走る日もよくありま
した（笑）帰社する頃には、
いつもお札は汗でビショビ
ショになっているんです。で
も、頂いたお代には格別な
想いと重みがありました。

【人力車仲間と】

【鎌倉駅前で】

【お客様の笑顔のために】

【幼少時代の境屋さん】

【自社について話す平松さん】

【事業について説明】

【自社前で】

【現在のメンバー】
【活動の様子】

【バタータ年間スケジュール】
4/20 (月) 19：30 -21：30 
5/18 (月) 19：30 -21：30
6/15 (月) 19：30 -21：30
7/13 (月) 19：30 -21：30 
8/10 (月) 19：30 -21：30
9/14 (月) 19：30 -21：30 
10/26 (月) 19：30 -21：30

いつも明るい笑顔のぶんぶ
ん、

原点は人力車にあったので
すね。

調布のまちが笑顔であふれ
るよう、

これからも活躍を期待して
います。

終始和やかな雰囲気で
インタビューは終了しました

。

ご協力頂きました、お母様

ありがとうございました。

入会当初より、積極的に委員会
で発言をされる平松さん。

これからも、よろしくお願いしま
す。

部活動紹介
調布青年会議所

（音楽部）プレストクラブ

Club Activities VS委員会

場所：マロンテラスパーク3F
去年と同じ（調布なぜか先まで埋まってる…）
http://www.mtp.tetsu.gr.jp/
modules/bulletin/
住所：東京都三鷹市野崎4-7-1 3F
会費：1000～2000円（人数次第）

新入会員紹介

部長 小田井 清充 （フットサル部）バタータ

小田井 清充 君（ピアノ／キーボード担当、部長）
境屋 奈央子 君（テナーサキソフォン担当、副部長）
高橋 裕二 君（ハーモニカ？？担当、顧問）
小笠原 長武 君（ギター／ベース／キーボード担当、会計幹事）
榎本 陽介 先輩（ギター／ベース／ドラム担当）
遠藤 晃弘 君（ギター／ベース／ドラム担当）
大井 麗子 君（ピアノ／キーボード担当）
佐保田 豊太 君（ヴァイオリン担当）
白浜 利崇 君（ギター担当）

2015年度 広報交流あすの調布創造委員会では、「VS委員会」と称して
各委員会に挑戦状を叩きつけていきます。記念すべき第一回は2015年2月17日(火)に
総務委員会と「デカ盛り大食い対決！」を行いました。

【第3回 デカ盛り
　　　ウォークラリー】

【ごちそうさまでした】

【最後の一口】【このボリューム。。。】

【こりゃ無理だわ！！】
【フェアプレーでお願いします】【原島剛君】

【メガチゲ
　　鍋うどん】

調布市の飲食店にて「デカ盛りウォーク
ラリー」を開催しています。当会議所メ
ンバーでは、若松屋原島剛君、台北飯
店・アジアンタイペイの境屋奈央子君、
大辛部門ではマダムリンタイペイの頼俊
宏君が協力しています。皆様是非足をお
運びください。

鳩山委員長が怯んだ隙を見逃さ
ず、佐保田委員長が最近習ったヨ
ガのポーズで姿勢を正しスパー
ト、逆転の様相に！

場所はデカ盛りの聖地
「若松屋」！
提供するのはもちろんこ
の方、原島剛君です。

当委員会のメンバーが諸事
情で揃わない中、佐保田委
員長が果敢に総務委員会
に挑みました。
レフリーは川端宏志副理事
長が務めました。

序盤、鳩山委員長が
スタートダッシュを決める
も、5分後には
「こりゃ無理だわ！！」と
弱音を吐く。

決着は13分29秒という
あっけない結末だった。
最後の一口を流し込んだ
佐保田委員長が優勝を決
めたのだった。

しかーし！ここには裏がある・・・・
総務委員会2015は秘密兵器の宮澤学君と齋
藤定君を温存していたのだ。
もし総合力で戦っていたら、間違いなく厳し
い戦いになっていただろう。。。
最後はその二人がテーブルの上のお皿を美味
しく完食したのだった。恐るべし総務委員会
2015の胃袋であった・・・

周りでは増田副委員長、垂見和
子君が次々と倒れていく・・・。
それと時を同じくして、ついに
鳩山委員長が匙を投げたー！！

次回は、恋する中長期とフットサル対決を予
定しています。待ってろ！遠藤大貴委員長！！

次回予告次回予告

（株）安吉　不動産業

TP'sCAFE アジアンタイペイ　飲食業


