


新入部員の声

宮川慎太郎 一場清治 高橋賢一

遠藤貴博

富永裕治 田中健一 佐々木亮 固本徹

上原亮 井坂秀明 栁舘良幸

立川正仁 松本泰史

神山威仁

パルシティーにて、通常総会
開催。この総会にて、予算案
などが承認され、正式に青年
部活動の運営が始まります

志木の本屋「㈱ミヤカワ」の宮川慎太郎君、
本町の建築屋「㈱一場工務店」の一場清治君、
宗岡の土木屋「㈱拔井商事」の高橋賢一君が
仲間に加わりました

始 新

自分力上達委員会担当
５月例会

「デキる男のビジネ
　　　　スマナー」
講演会を開催

学４月１８日 ４月 ５月２７日

５月

５月

あきんど委員会担当
かわら版発行

かわら版とは、部員に対して

発行する広報誌で、部員同士

の情報交換、親睦交流を目的

に発行します

報

主張大会第一ブロック大会に
柏町の掃除屋、「㈲村田商会」
の村田敬吾君が出場！見事県
大会に駒を進めました

発 ６月２１日発 ８月３日 学 ６月２５日

上宗岡のサッシ屋、
「㈱佐々木」の佐々木亮君、
幸町の運転代行業、
「㈱シースリー」の固本徹
君が仲間に加わりました

新 ６月

パワーズ横の新聞屋
「読売センター志木西部」
の富永裕治君、田中健一
君が仲間に加わりました

新 ７月

志木駅前の居酒屋
「炭酒場カミナリ屋」
の遠藤貴博君が仲間
に加わりました

新

主張大会　県大会にて村
田選手は堂々とした主張
をしましたが、残念なが
ら関東大会に出場はなり
ませんでした

交 ８月８日

川里市商工会青年部
主催第一ブロック野
球大会出場：宿敵伊
奈町商工会青年部戦
にて惜しくも敗退

祭 ８月２３日

市役所駐車場にて
商工会青年部主催
「どろんこフェス
ティバル」開催

報 ８月

自分力上達委員会担当
かわら版発行

学 ９月

あきんど委員会担当
９月例会

志木「歴史探訪」開催
市内の史跡を巡り、
志木市の歴史を
学びました

８月は市内各地でお祭が開催
され、敷島神社のお祭りでは、
青年部メンバーの高橋貫君が
総若衆頭を務めました
いろは商店会主催のいろは市
では、いろは商店会所属の青
年部メンバーが運営などで活
躍しました
 

Ｓ・パッション委員会担当
６月例会

大宮アルディージャ　トータル
アドバイザー清雲栄純氏による
講演「活力ある地域づくり
魅力ある人づくり」を開催

幸町のリフォーム屋「㈱ユー
プラン」の栁舘良幸君、
井坂秀明君、
上宗岡の水道屋
「㈱上原水道」の
上原亮君が仲間に
加わりました

新
９月

楽
１０月１２日

Ｓ・パッション委員会担当
１０月例会開催　

敷島神社で、家族親睦　
を目的とした　
バーベキューを　
行いました　　

祭

１１月１５日

パルシティー周辺で開
催された志木市民祭り
「かっぱだよ！全員集合！」
に青年部も運営に協力
しました

次 １２月１７日

臨時総会開催
２２年度部長、役員が選
出・承認されました

新 １月

中宗岡の
伸銅品加工業、
山川金属興業㈱の
神山威仁君が仲間に
加わりました

新 ２月

東京の旅行会社
「㈱ジャパンスタートラベル」
の松本泰史君、
本町のパン屋「アリスブンカ」
の立川正仁君が
仲間に加わりました

学 ２月３日

自分力上達委員会担当
２月例会開催

「デキる男の自己分析」
決算書の

勉強をしました

報 ２月

Ｓ・パッション委員会担当
かわら版発行

祝納 ３月２７日

スタッフ担当３月例会開催。
１年間の活動を振り返り総括を
行い、活動に貢献した仲間を表
彰して讃え、１５名の卒業式を行
いました 

３月３１日

広報誌「まいど！青
年部です。」発行
１年間の活動報告と
して、当広報誌を発
行致しました

交 １月１７日・１８日

あきんど委員会担当
県外新年会開催

山梨方面に、部員親睦
を兼ねた研修に行きま

した

１月１０日市役所駐車
所にて消防出初式が
行われました。青年
部メンバーの多くが
消防団員として志木
の街を守っています

交 ２月１３日

新座市商工会青年部
担当による四市合同
事業の経営勉強会に
参加しました 

START

GOAL

志木歴史クイズ

どろんこフェスティバルどろんこフェスティバルどろんこフェスティバルどろんこフェスティバル

市民まつり ～かっぱ巻きの挑戦～  ROAD to 8×8＝64m 

村田２２年度部長の意気込み！
県外新年会

青年部

大村相哲部長率いる平成２１年度の青年部活

動がいよいよスタートです。新たな仲間を加

えながら！山あり、谷ありの青年部ライフを

ゴールまで一マスづつお楽しみください！

１年間の活動のゴールは３月で

す。しかし１年を通して学んだ事

や、経験、仲間作りが実を結び、

商売繁盛や街の発展に繋がった時

こそが本当のゴールです。そして

それもまた通過点にしかすぎませ

ん。我々商工会青年部は２２年度

も、その次の年も新たなるスター

トラインに立ち、活動を続けて行

きます。 

　４月から志木市商工会青年部の部長を務め

させて頂きます、村田敬吾と申します。

　２２年度は「一歩前へ」をテーマに部員一

丸となり、自己の成長・組織力の強化・地域

への貢献に繋がる活動を積極的に行って参り

ます。

　今年の志木市商工会青年部の活動にも、引

き続きご注目して頂ければ幸いです。

　読売センター志木西部の富永裕治です。
　青年部に入部してまだ数ヶ月ですが、今までは販売
店とお客様、もしくは取引先だったりした関係が、商
工会青年部という大きな輪によって、共に地域を盛り
上げていく仲間になれてしまう。そして業種の垣根を
超えた交流の中には、今まで
気づかなかったたくさんのヒ
ントや学ぶべき事が溢れてい
る。これから先、商工会青年
部で活動していくことで、今
よりもっと志木の街が好きに
なれそうです。

　１１月１５日（日）に市民まつり「かっぱだよ！全員集合！！」が開催され
ました。
　青年部では、「かっぱ巻きだよ！全員集合！！」の企画、ステージイベン
ト「のど自慢だよ！全員集合！！」「にゃんたぶぅだよ！全員集合！！」のお
手伝い、出店ブース「カッパうどん・ポップコーン・甘酒・ジュースの販売」
に協力しました。
　今回は、「かっぱ巻きだよ！全員集合！！」に注目！！！なぜ６４メート
ル？　材料はどれだけ使ったの？　苦労した点は？など様々な質問が
聞かれましたので、かっぱ巻きのリーダー上宗岡の自動車修理屋「青
山自動車整備工場」の青山義一君に突撃取材をしました。

Ｑ１．なぜ、６４メートルのかっぱ巻きをやろうとしたの？
　Ａ．実行委員会の「かっぱのまち志木」をＰＲをしたいという総
　　　意を受け、大村部長が「なが～いかっぱ巻きをつくり、多く
　　　の市民を巻き込んでみんなに喜ばれるイベントを！」と提案
　　　したことからスタートしました。長さの、６４ メートルは、
　　　「カッパ→ハッパ→８×８＝６４」というダジャレです♪
Ｑ２．今回、一番苦労した点は？
　Ａ．６４ｍのかっぱ巻きを２００人で巻いて、さらに持ち上げる
　　　仕組みを考えた部分が一番苦労しました。実は、３０㎝→１
　　　ｍ→５ｍと数々のリハーサルをこなしました。ちなみに、大
　　　村部長は、三日三晩かっぱ巻きを食べていたようです。
Ｑ２．「かっぱ巻きだよ！全員集合！！」の感想は？
　Ａ．やはり、大村部長を中心に、みんなでかっぱ巻
　　　きを作り上げられた事と、市民の皆さんが楽し
　　　んでくれた事に尽きます。後日「自分もやりた
　　　かった」という声を市民から聞いたことは、非
　　　常に嬉しかったですね。　　　　　  担当：関根

みんなで持ち上げて♪　かっぱ巻き６４メートル
完成の瞬間！

何度も失敗を繰り返し試行錯誤しながら
行ったリハーサル風景

かっぱ巻き６４ｍレシピ

・お米……………………４０kg

・のり……………………４８０枚

・きゅうり………………９０本

・寿しの粉………………２７袋

・特製巻す (９０㎝ )……７５枚

これだけの材料と広い場所があれば

６４メートルのかっぱ巻きを作るこ

とができます。是非ご家庭でもチャ

レンジしてみてくださいね♪

　平成２１年８月に志木市役所駐車場で行われ
た本事業も５年目を迎えました。責任者の“ ど
ろんこ室室長”小林広明君に話を聞きました。

▼本事業について説明してください
　平成１７年から「行き交う人すべてが挨拶を交わせるまち」
を目指し、継続している志木市商工会青年部主催の事業です。
この事業には「どろんこ３カ条」を明確に示し「昔ながらの遊び
を通じて、子どもたちの最高の笑顔を生み出す」「人と人の縁を
結び、世代を超えた仲間を作り出す」「青年部活動を広く理解し
てもらうことで、まち作りの一歩を踏み出す」と定めています。
▼事業規模と形式は？
　初年度は総勢１２０名から始まり、今や総勢約５００名のイ
ベントに拡大しました。運動会形式、お祭り形式のそれぞれの

良さを生かしながら毎年工夫を続けています。
▼最大の魅力は？
　多くの子どもたちが家の中で遊びがちな昨今、夏休み最高
の思い出の一つとして青空の下親子で参加でき、参加者の喜
ぶ顔が見られることです。
▼みんなに伝えたいことは？
　大変な事業と思われるが、『大
きな鐘を鳴らすのは大変だけど、
大きな鐘を鳴らせば、効果も大
きく、喜びも大きい』またこの
事業は半年前から準備し、事業
を中心にとりまとめるメンバー
だけでなく、全青年部員が同じ方向を向いて熱い議論ができ
たことがよかった。
▼本事業を通して期待していることは？
　みんなが街で挨拶を交わしあい、安心安全なまち作りにな
ると期待しています。

Ｑ１．志木市にある世界に 1本しかない桜は何？

Ｑ２．宗岡小学校の横にある、奥州街道に築かれた塚は？

Ｑ３．柏町には昔柏城という城がありました。そこで発掘
　　　された古代の人類のゴミ捨て場とは？

Ｑ４．志木市役所の前には村山快哉堂という志木の貴重な
　　　文化財があります。そこは何屋さんを営んでいたのでしょう？

Ｑ５．志木は水の街とも呼ばれています。河に囲まれ水との歴史が深い街ですが、
　　　江戸時代に造られた野火止用水から志木に引かれた樋は？

Ｑ６．志木はカッパの街とも呼ばれますが、昔柳瀬川に住んでいたカッパが馬に
　　　いたずらをしようとして、ケガをして弱っていたところを助けてくれたの
　　　は誰？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：古田

（答えは最後にあるよ）

▼取材を終えて
　将来の事業に関する夢に対する質問に対し「志木市全体を
巻き込んだ大きな事業になってほしい」「今は子どもでも、我々
の事業を見て、将来大人になって地元で事業を興し、青年部
に入ってくれたらうれしい」と語った小林室長の言葉が印象
深いです。小林どろんこ室長の想いや夢が、多くの人に熱く
伝わって欲しいと感じました。（取材：鈴木）

レッツ
ゴー

＊第一ブロック：埼玉県内の
　市町村を４つのブロックに
　分け、志木市はその中の第
　一ブロックに属します。

小林どろんこ室長

フム　
　フム

ヤッタ～

ワ～イ
　　　　ワ～イ
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