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「今を生きる」
関青年会議所 理事長 鈴木恵介様
◆開会点鐘
◆「君が代」「奉仕の理想」斉唱
◆副会長挨拶
私の家のトイレに世界地図が貼
ってあるのですが、その中に国旗
も載っています。その国旗を見て
いて色んな色が使ってあったり、
星などが多く使われていて、それ
ぞれどんな意味があって作られて
いるのか！と興味をもち、先日図
書館で借りてきました。今日はそ
のお話をさせて頂きます。時間が
限られていますので数カ国の紹介になりますがご
存知の方も興味がない方も我慢して聞いて頂けれ
ばと思います。皆様のお手元に配ってあります資
料に 4 つの国旗が貼付されているのがあると思い
ます。上から順にいきたいと思います。まず日本
（正式名 日本国）これは、太陽をかたどった旗
で 1999 年の「国旗及び国歌に関する法律」によっ
て公式に日の丸が国旗として制定され、日章の位
置、縦横の規格などもこの時に決まったそうです。
以外に最近という事に驚きました。そして赤と白
の 2 色の、赤は情熱や忠誠心、白は純粋さ、正直
さを表しています。まさに皆様の事だと正直に思
いました。次は先日視察に行かれたベトナム（正
式名 ベトナム社会主義共和国）現在の国名にな
ったのは 1976 年で国旗の赤の部分は独立の為に流
した血、黄色は革命を表し、星の 5 つの光は労働
者、農民、兵士、知識人、商人を示し、星は国民
の団結を表しています。残りの 2 つは日本の国旗
に似ていますが、まずは 45 周年事業で長尾会長の
下交流しましたラオス、1953 年に「ラオス王国」
として完全独立を果たしたがうまくいかず 1975 年
に王制が廃止され現在の「ラオス人民民主共和国」
が成立。国旗の色の上下の赤は自由と独立をもと
めて闘った国民の血、青は国の繁栄と国内を流れ
るメコン川を表していて白い円は幸運と国民の団
結、そしてメコン川の上に昇る満月を表している
そうですが国旗は日本と似ていますがあまり関係
がないようです。最後の国旗、オセアニアのパラ

オです。1994 年に独立していますが第 2 次世界大
戦以前は日本の統治下にあったという事で、日の
丸をモデルにしているという事です。青は太平洋、
黄色の満月は愛と平和を表しており円が少し左寄
りになっているのは旗がはためいた時に中央に見
えるように配慮した為だという事です。この様に
読んでいると勉強になる事が沢山あります。2 年後
にはラグビーワールドカップ、3 年後にはオリンピ
ックと海外から多くの人が日本にやってきます。
これを機に興味を持たれた方は調べてみてはいか
がでしょうか！
◆委員会報告
◎出席委員会
委員 山田一成
会員 51 名中
28 名出席
出席率 54.91％
◎ニコボックス委員会
委員 堀部哲夫
会長・副会長・幹事の皆さん・・・本日は大変お忙
しい中、関青年会議所 理事長 鈴木恵介様、関
RC へお越し下さいましてありがとうございます。
杉浦、酒井、長尾、尾崎、堀部、東谷、古田の皆
さん・・・JC の理事長 鈴木恵介様、副理事長、
加藤正文実様、本日は関 RC へ、ようこそお越し下
さいました。多くの先輩の前でその視線と圧力に
負けない様「今を生きる」というテーマに沿った
素晴らしいスピーチを期待しております。
大澤竜一さん・・・12/3 ゴルフ日和の中、ゴル
フ会が開催されました。一緒に回ったメンバーに

恵まれ優勝することができました。次回も優勝で
きるよう頑張ります。ありがとうございました。
◆「今を生きる」
関青年会議所 理事長 鈴木恵介様
一社）関青年会議所は本
年度創立 60 周年を迎えるこ
とができました。この 60 年
という歴史を築きあげて来
られた先輩諸兄、また、今
日まで関青年会議所に対し、
ご支援・ご協力を賜りまし
た行政、関係団体の皆様に
厚く御礼を申し上げます。
私は関青年会議所に入会し
て 8 年目になりますが、私
が入会した動機、それは「友
達が作りたい」
「経営者とい
う同じ境遇の仲間がほしい」
ただこれだけです。ですから、まちづくり、ひと
づくりということに全く関心がないばかりか、そ
れをやる意味すらわかりませんでした。入会した
とはいえ、すぐに青年会議所の目的が理解できた
わけでもなかった。これが本音です。しかし、
「仲
間ができれば」ただそれだけでいいと思って活動
しているなかで、先輩や仲間たちがまちを想い活
動している背中をみて、少しずつ、世のため人の
ためにって言えるようになり、
「世のため人の為が、
すべて自分の為なんだ」と思えるようになりまし
た。私たちは、明るい豊かな社会の実現を理想と
し活動をしています。明るい豊かな社会の実現の
ために、私たちは地域にそして地域の子どもたち
のために、自分の時間を最大限に活用して活動を
しております。青年会議所という団体は修練・奉
仕・友情の三信条の元、活動しております。自己
の成長を遂げる修練、地域のために尽くす奉仕、
世界中にネットワークを築く友情、これらを同時
に成し遂げることができる団体です。つまり、青
年会議所では自分たちの会費を主として事業（奉
仕）を行いますが、事業を行うだけに留まらず、
会員から預かった大切な会費を使うという思いで、
誰のために、何のためにということを追求し、い
かにして効果を、かんかんがくがく最大限に発揮
できるかということについて侃々諾々議論を重ね
ます（修練）
。その切磋琢磨の中で一生の友と呼べ
る、互いの価値観の違いを越えた多くの仲間がで
きる（友情）のです。青年会議所は 40 歳での卒業
が義務付けられており、人生最後の学び舎とも称
されますが、
「参加がすべての始まり」、
「できない
理由ではなくできる方法を考える」という組織文
化を礎に、社会を牽引するリーダーとしての礼
儀・態度、新しいことに堂々とチャレンジする姿
勢、相手に気持ちよく動いてもらうための工夫、
組織のルールと運営、濃密な会議の進行方法、良
好な人間関係の形成等を学び、自己変革を促しま
す。その成長を会社や家庭、地元に持ち帰り、会
社の社会への貢献度を高めることで業績を伸ばし、
相手を慮った行動により家庭を円満に保ち、積極
的な姿勢で地元に活力を与えることで、豊かな人
生の土壌を築きます。では、明るい豊かな社会の
実現の為に行動する って何だろう。私たちが今
こうやって経済活動ができ、子育てができ、何の
不自由もなく済み暮らすことが出来ているのはな

ぜでしょうか。それは「この日本に生まれ、この
地域で育ってきた私たちの権利だから」ではあり
ません。戦後の焼け野原から立ち上がったこの目
本で住み暮らすことが出来ているのは、私たちの
おじいちゃんおばあちゃん、そしてお父さんお母
さんのおかげです。先人たちが残してくれたこの
地域で私たちは生かされているということです。
だとしたら、私たちの子どもや、まだ見ぬ孫のた
めに、この地域を今よりももっともっと良くして
残していくのは誰なんでしょうか。それはまぎれ
もなく、責任世代と呼ばれる私たちです。すなわ
ち、明るい豊かな社会の実現とは 未来を生きる
人のために政治を動かすことなんです。しかし、
一人の青年の声は改治には届かないかもしれない。
だから青年会議所があるんです。全国には 36000
人の仲間がいます。36000 人の声は力となり政治を
動かすことができます。世界には 16 万名の仲間が
います。16 万人の声は世界を変えることができる
のです。青年会議所は政動社変の団体です。つま
り、政治を動かし社会を変えることができる団体
ということです。仕事が忙しいから、そんなこと
やってられね－よ。そんなの政治の仕事だろ。私
もずっとそう思っていました。でもそれは違いま
した。私たち青年が、このまちの未来を作ってい
くんです。今年のスローガンを【自創 ～明日の
為に今を生きる】とさせて頂きました。私たちは
今、学ぶべき事を学び、やるべき事をやる。そし
て自ら創り出すという「行動力」を持ち合わせ、
世のため人の為は、全て自分の為であるという想
いを共有し活動をしております。私たちが生きる
のは、昨日でも、明日でもなく今日という 1 日だ
けであり、今 という一日舜だけである。明日が
みえない時代に今日よりも明日を輝かせるために
先人たちもそう生き抜いてこられたに違いありま
せん。

明日のために 明日のために 明日のために
だからこそ 今 今 今 学ぶべき事があります。
やるべき事があります。ここにいる意味があります。
40 歳までと定められたこの「一日舜」に、青年会
議所と出会えたことを「偶然」ではなく、「必然」
であると信じ、すべては未来を生きる人の為に全
力で今を生きていきます。
◆幹事報告
◎例会終了後「理事、役員会」開催
◆12 月ゴルフ会
日時：12 月 3 日（日）
場所：美濃関ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
優勝：大澤竜一さん

次例会のご案内
12 月 17 日（日） 18：30
「クリスマス例会～家族に感謝～」12/19 の変更
於：みの観光ホテル
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例 会：毎週火曜日 12：30
例会場：岐阜県関市本町 6-20 大垣共立銀行関支店2F
事務局：岐阜県関市平和通 7-10-25 アメリア 2F

