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背景 若手社会人を川越を支えていく社会人
として育成したい

問題全国的に高い離職率 問題魅力の認識不足

期待会社以外に川越に
同期の絆を築く 期待自分の地域・会社・仕事

への誇りを持つ

問題新しい時代の進展による
文化や伝統の継承

期待DX時代における
人間力の形成

この度の「若手社会人会議」は、川越で働く入社2～3年目くらいまでの若手社員を対象に、これからの日本、川越を担っていく皆様に「川越の未来を考え自分が川越にどう貢献できるの
か」ということを考えてほしいということと、「川越で働く同世代の皆様に横の繋がりを作ってもらいたい」という想いからスタートしました。具体的には川越のことをみんなで学び、みんなで未来
を考え、半年間のグループ活動を実践することで、さらなる川越の発展に貢献していくと同時に、自分自身の成長につなげていくという研修です。
同世代の若手社員が集まり、川越について真剣に考え、自分がどう貢献できるのかという一人ではなかなかできないことを仲間たちと考えることが、大きな力になると思っています。
この研修では、一人一人が自分の思いを率直かつ積極的にぶつけ、活発に議論をし、半年間にわたり実際に活動していくことで、皆の絆も深まり、街の変革にもつながっていくものであります。
そして今回の研修を通じて出会えた仲間たちとは、今後も友情を育み、前向きな関係を作り、この素晴らしい川越を共に動かしていくだけでなく、日本をも動かしていく仲間として切磋琢磨し
て成長していってもらいたいと心から願っております。

はじめに



当日の流れ

研修スケジュール
6月8日（水曜日）12:00 ～
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開始時間 A班 プログラム 会場 B班 プログラム 会場

12:00

川越の未来を考えるグループワーク
野村證券による地域貢献実践実習

オリエンテーション

直会殿
「地域と神社の関りについて」
川越氷川神社による実習

玉串奉奠

氷川神社
拝殿

グループワーク 拝礼作法実習

講話

15:00

「地域と神社の関りについて」
川越氷川神社による実習

玉串奉奠

氷川神社
拝殿

川越の未来を考えるグループワーク
野村證券による地域貢献実践実習

オリエンテーション

直会殿拝礼作法実習 グループワーク

講話

18:00
発表会 氷川神社拝殿

18:50
講評/閉会

19:00

名刺交換会
場所移動(場所は未定)※コロナ禍の状況によって中止の場合もあります。
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この時間の目的は・・・

 お互いを知ること

 仲間との絆を育むこと

積極的に参加しましょう！

カリキュラム① オリエンテーション

自己紹介
元気よく挨拶をしてお互いの顔と名前を覚えよう！

チーム名を考える
最初の共同作業。みんなで意見を出して納得のいく班名に！

共通点ゲーム
更なる関係の深化のために。一番多く共通点を見つけることができたチームが優勝です。
（豪華景品あり）
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全員、正式な袴姿に改服

拝礼作法実習（ｶﾀﾁとｺｺﾛ）

・美しいお参りの作法を学ぶ

拝礼実践

・正式な作法で玉串奉奠

山田宮司 ご講話

・地域と神社の関り

・神社に残る日本人の心

「神社と地域の関わりについて」カリキュラム②

川越氷川神社
所要時間 約2時間

※以下注意点は別紙で参加者に配布します。
参加者の皆様は正式な作法での玉串奉奠を行います。そのために袴姿に着替えたうえで実習を行います。よって以下の点を留意願います。
■アクセサリー類はつけずにお越しください
（神前奉仕の際、指輪・ピアス・イヤリング・ネックレスなどの装身具は不可です。腕時計は大丈夫ですが、着替えた後は外していただきます。）
■下着の色は白。衣装の下に着用する下着類は白色が基本です、用意できない場合は極力白に近い薄い色でお願いします。

参加者のみなさまへ：
衣装をお借りするうえで、身長、足のサイズなどを事前にお伺いいたします。ご協力をお願いいたします。
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グループワーク 1回目

・“川越あるある”の探求

川越のいいところ悪いところ等をみんなで追及

グループワーク 2回目

・川越の理想像の探求

川越のあるべき将来の姿をみんなで追及

グループワーク 3回目

・班として具体的な行動を考える

川越の未来を考えるグループワークカリキュラム③

野村證券川越支店
所要時間 約2時間

全体発表

※ワールドカフェ方式とは？
ワールドカフェとは、その名の通り、まるで「カフェ」にいるような雰囲気で、参加者同士がリラックスし、気軽で自由に対話ができるよう考えられた話し合いのやり方です。ワールドカフェでは参
加者の総数にかかわらず、少人数グループに分かれて話し合いを行い、定期的にメンバーをシャッフルするという方法で進められます。そのため、グループごとの話し合いは4~５人という少
人数によるリラックスした会話になりますが、全体として意見が集まっていくという結果も得られるのです。1つのグループは少人数でありながら、まるでその場にいる全員と意見交換をしたのと
同様の効果をもたらします。

※グループワークはワールドカフェ方式で行います。



（前回の様子）2021年度第1回若手社会人会議
川越で働く若手社会人たちが、川越のことをみんなで学び、みんなで未来を考え、半年間のグループ活動の実践を通して、さら

なる川越の発展に貢献していくと同時に、自分自身の成長につなげていくという会議です。

目的

•社会人としての基本動作を身に付ける

•川越を知る

•グループ貢献活動から学ぶ

•川越で働く同期の繋がりをつくる

活動の様子

 玉串奉納体験（氷川神社） 正
式な作法に則った玉串奉納を行うこ
とで日本古来の拝礼作法を学ぶ

 講話 氷川神社山田宮司による講
話から川越の歴史、起源を知る。

 グループワーク【川越を知り未来
を考え自分たちが何ができるか
(どう貢献できるか)を考える】

 座禅 養寿院にて座禅体験、金剛
住職講和から人間力向上を図る

 活動発表…各グループごとに半年間
の活動を全員に発表(宣言)

 講話 商工会議所岩堀副会頭に
よるお話しから川越の歩みを知る

 グループワーク 半年間の活動や本
研修を振り返り、発表資料を作成

 活動発表会

カリキュラム

カリキュラム

第1部
2021/6/2

社会人としての基本動作を
身に付け、川越を知り、川
越にどう貢献するかを考える

グループ活動(各グループで貢献活動)

6/2 ~ 12/2

第2部
2021/12/1

半年間のグループ活動の成
果報告をみんなで共有する

山田宮司講話

玉串奉奠体験

養寿院座禅体験

岩堀副会頭講話

□川越情報発信のホームページの作成

□動画による情報発信(2000回以上再生) □食の情報発信(ﾌｫﾛﾜｰ350人超)

「川越クリーンパートナー」について
この制度をご利用いただいた団体のうち、年6回以上の活動を
行おうとする団体で活動場所が活動する団体の所有、管理す
る土地や建物の周囲のみでない団体を「川越クリーンパート
ナー」として認定します。認定された団体には、「川越クリーン
パートナー認定書」を交付するとともに、市ホ－ムページ等に活
動を掲載します。
川越市ホームページより
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/smph/kur
ashi/kankyo/chikyukankyobika/cleanpatrner.html

□街中クリーン活動
（市のクリーンパートナーに認定）

グループワーク

グループ活動

会議終了に際して

同世代の若手社員たちが集まり、川越について真剣に考え、自分がどう貢献できるのか、という一人ではなかなかできないことを仲間たちと考え行
動することが、大きな力になることを実感しました。この会議の狙いは一人一人が自分の思いを率直にかつ積極的にぶつけて、活発に議論をし、
半年間にわたり実際に活動していくことで、皆の絆も深まり、街の活性化・変革にもつながるというものです。また今回の研修を通じて出会えた仲
間たちとは、今後も友情を育み、川越を共に動かしていくだけでなく、日本をも動かしていく仲間として切磋琢磨して成長していってもらいたいと心
から願っております。
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(前回の様子) 第1回若手社会人会議参加者の声

ミック
 グループワーク感想
研修の時間だけでなくグループワークではチームの皆と
長い時間を過ごしました。連絡を取り合い、役割分担
をすることでチームプレーの重要性を感じられました。特
に大変だったことは川越にどのように貢献するかでした。
多くの方とつながりを持てるSNSを利用することは簡単
でしたが、それをどのように利用するかチームで沢山話し
合いました。半年間でグループワークを通して沢山川越
のことを知ることができましたし、これからも今回の研修
のメンバーと関りが持てればうれしいなと思います。

 自分の中（周り）の変化（研修前と研修後）
今回の研修で、自分で考えた以上に様々な角度から
物事を見られるようになったと思いました。研修を受ける
前は、川越のグルメにはそこまで興味はありませんでした
が、飲食店だけでなく川越全体を見られるようになりま
した。また、他のグループのインスタグラムを見ることでこ
れまで知らなかったスポットや川越の歴史について知る
ことができました。これは川越のお客様との会話でもとて
も参考になりましたし、自分自身も川越の街がより好き
になりました。

 今後やってみたい事（やろうとしている事）
今後は研修でも発表した、観光客の偏りをなくす活動
ができればいいなと思っています。せっかく沢山の時間を
使い、多くのことを学ぶことができたのでこれまでの経験
を活かし少しずつSNSの更新や今まで以上に川越のこ
とを知っていければいいなと思います。また研修で出会
えた人達とこれからも何らかの関りがあればいいなと思い
ます。

 研修全体を通しての感想
研修全体を通して、なかなか普段関りの少ない同業の
年次の近い方々と話をして、情報の共有をできる機会
を作っていただいて感謝の気持ちでいっぱいです。川越
についてもよく知ることができ、瞑想など始めての体験を
することもできました。これからも今回の出会いを大切に
していきたいと思いました。

よこちゃん
 グループワーク感想
良かった点：川越についての理解を一層深められた。ただ単に
川越で働く一人という立場ではなく、主体的に作り上げていくメ
ンバーの一員という自覚が持てた。また普段関わる機会のない
社外の同世代の方々との接点も持てた。
悪かった点：グループワークをするうえでチーム内での連携は不
可欠であるものの、勤務時間や業務形態の違いもあり、なか
なか連絡が取れず負担を感じる部分もあった。また、普段の業
務を行ったうえでの業務時間外での活動だったため、プライベー
トな時間との折り合いが難しかった。

 自分の中（周り）の変化（研修前と研修後）
川越をよりよくしていく立場の一員としての自覚を持てた。また、
実際に川越で暮らす方々の川越への愛を直に感じる機会があ
り、川越という町に対する親しみや愛情が持てた。

 今後やってみたい事（やろうとしている事）
個人的に、川越を文学や芸術という観点からもっと詳しく知りた
いと感じている。蔵造りの街並みや歴史ある寺社仏閣、暮らし
と調和した自然など、いわゆるレジャーという観点だけでは言い
表せない魅力がもっとあるのではないかと感じた。（具体的な
活動についてはまだ考えられていません）

 研修全体を通しての感想
川越や住民の方をより深く知りより近く感じるという点でも、社
外の方との関わりという点でも、とても勉強になる研修でした。
このような機会をいただき、ありがとうございました。

りょうた
 グループワーク感想
川越にある地元のお店を紹介するという活動を行いま
したが、紹介するためにお店に自分で足を運び、実際
に食べることで、新しい発見につながりました。また、紹
介して、実際に誰かに見て頂けることで少なからず、川
越に貢献できているという意識が芽生え、川越への愛
着がより深まったと思います。

 自分の中（周り）の変化（研修前と研修後）
自分の中の変化としましては、研修前はただ何となく飲
食店を利用したり、通りも歩くだけだったりしましたが、こ
の研修を経て、新しいお店に関心がわいたり、人気が
ある店や、逆に人気がない店の理由や原因を考えるよ
うになりました。また、地域に貢献しようという言葉が、よ
り実感のあるものになったと思います。また、同じ地域の
若手と横のつながりが生まれたことで、地域に対する関
わりが増えたと思います。

 今後やってみたい事（やろうとしている事）
川越祭りに参加してみたいです。また、地域のコミュニ
ティに関われるような機会があれば積極的に活用して
いきたいです。

 研修全体を通しての感想
川越で働く同じ年代の方々と、一緒に、会社の枠を超
えて活動出来ることは滅多にない経験であると思いま
すので、大変有意義なものであったと思います。川越に
横のつながりを作ることが出来て良かったです。また、川
越に、研修前以上に愛着がわいたり、地域に貢献する
ということに対して、より当事者意識が生まれたと思いま
す。

メイちゃん
 グループワーク感想
初めて同じ地域で違う会社の方々と一緒に取り組むこ
とによって、最初は難しかった部分もありましたが、皆川
越が好きな気持ちを持って、本気で 川越を
いい町にしたいとの気持ちがあったので、心を合わせてい
い取り組みができたのではないか思います。

 自分の中（周り）の変化（研修前と研修後）
地域に貢献したいとの気持ちはあったものの、中々いい
形で実現できなかったりしたので、行動がどうしてもでき
ませんでした。今回の研修によって、川越が好きな気持
ちがさらに増したことと、自分のお客様に誇りを持って語
ることができたのではないかと思います。

 今後やってみたい事（やろうとしている事）
もっともっと川越のいいところを発掘して、また違った形で
世の中に情報を送り届けることをしてみたいです。

 研修全体を通しての感想
川越生え抜き社員であるものの、３年間過ごしていて
も川越の未来について真剣に考えることがなかったです。
今回の研修で、同世代かつ川越で働く仲間たちと考え
て、語り合って、形にする過程が自分にとってとてもいい
経験になりました。このような機会を作って頂き、本当
にありがとうございました。
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当社で取り扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等（国内株式取引の場合は約定代金に対して最大1.43％（税込み）（20万円
以下の場合は、2,860円（税込み））の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料（換金時手数料）および運用管理費
用（信託報酬）等の諸経費、等）をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。
商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みく
ださい。
野村證券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第142号
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、

一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会


