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　東日本大震災は2011年(平成23年)3月11日に発生した東北地区太平洋沖地震とそれに伴っ

て発生した津波、及びその後の余震により引き起こされた大規模地震災害です。

　地震の規模はマグニチュード 9.0 で、発生時点において日本周辺における観測史上最大の地

震でした。

　岩手県内全域においても多大な被害があり、沿岸部におきた津波は明治 29 年、昭和 8 年の

三陸地震津波や昭和 35 年のチリ地震津波を凌ぐ大きなもので、沿岸地域における人的、物的

被害は甚大なものとなりました。

  私たち盛岡青年会議所は地震発生直後から独自の復興支援活動はもちろん、行政とも連携し

様々な活動をしてまいりました。

特 集

「復興へ心つなぐ」

～東日本大震災から 5年

　　あの時とこれから～

東日本大震災
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特集　東日本大震災から5年

「復興へ心つなぐ」

　～東日本大震災から 5年　あの時とこれから～　

そのとき盛岡青年会議所はどう動いたのか。

　東日本大震災から 5 年が経過しました。時の流れと共に、県内でさえ震災に対する感覚に「温度差」が生じてい

ると指摘されていますが、復興の古里づくりは始まったばかりです。盛岡青年会議所は 2016 年度、「Make a Step 

Together ～豊かな心がまちに笑顔を生む～」をスローガンに掲げて活動を展開。人と人が手を取り合い、知恵を結集し、

未来を生きる子どもたちに笑顔のバトンをつなぐまちづくりを進めています。今号の特集は、震災発生直後、青年会議

所のネットワークはどのように発揮されたのか、ネットワークを郷土岩手の復興にどう生かすべきか、県都の青年会議

所が果たせる役割は何かを考えます。震災当時、盛岡青年会議所理事長だった藤田治彦先輩と、大船渡市の「おおふな

とプレハブ横丁」代表で大船渡青年会議所元理事長の新沼崇久さんからお話しを聞き、盛岡青年会議所の高橋一仁理事

長が思いを述べました。

「青年会議所ネットワーク」の力。
－ＪＣネットワークへの強さを実感したことや、今後に期待することはありますか。

　盛岡 JC は台湾の羅東國際青年商會（羅東 JC）と姉妹締結をしており、48 年  の

長きに渡り交流を深めています。震災直後にも羅東 JC 会長から連絡があり、盛岡

JC メンバーの安否や被災地域の状況を伝えました。その後、異例の速さで羅東 JC

より多額の義援金をいただき盛岡 JC シニアクラブの先輩と共に宮古市に寄付をさ

せていただきました。

　このほか、日本青年会議所を拠点とし、各地の青年会議所からさまざまな支援を

いただきました。私たちが釜石 JC にいち早く支援物資を輸送できたことも含め、

初動対応の速さは、JC 独自のネットワークだと感じました。

　震災から 5 年が経過し、各地域によって異なる問題や被災地域全体の問題も浮

き彫りになりつつあります。この問題に対し各地域にある LOM が互いに情報交換

し、これまで以上にネットワークを強化して活動していだきたいと思います。

－震災発生直後の様子と支援活動について教えてください。

　3 月 11 日に開かれた日本青年会議所東北地区協議会の役員会議に出席後の帰宅途中、花巻市内を走行中の車

内で東日本大震災の揺れに襲われました。車にテレビがあり、沿岸部の津波も知ることができました。「情報を

集め事態の把握をしなければならない」と思うと同時に「一人の青年経済人として一人の JAYCEE マンとして何

が出来るか」を自問自答していました。

　3 月 12 日に釜石青年会議所（釜石 JC）山崎直前理事長から衛生電話で盛岡青年会議所（盛岡 JC）石川啓副

理事長の元へ支援要請が入り、Facebook などの SNS を活用し盛岡青年会議所各メ

ンバーに支援物資の提供を呼び掛け、釜石へ不足物資を緊急輸送しました。　震災

3 日後に常任理事会を開き、今後の災害支援活動について話し合い、社会福祉協議

会などと連携し、中期的に対応していくことにしました。17 日には今後予想され

る対応を考慮した部会編成による災害復興本部を立ち上げました。

　県内には 13 地域の各青年会議所（以下 LOM）があり、どの被災地域を担当す

るかを岩手ブロック協議会の理事長会議で決定し体制を強化しました。盛岡 JC は

宮古市と山田町の担当に決まり、行政と連携し支援物資の輸送やがれき撤去など

のボランティア活動を行いました。９月 10 ～ 11 日に開いた「ＮＥＸＰＯ　Ｍ

ＯＲＩＯＫＡ 2011」では復興支援市を開き、被災地のお店などに参加しても

らいました。

　第59代理事長　藤田治彦　先輩

　　勤務先　藤田法律事務所
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  2011 年 3 月 11 日の東日本大震災におかれまして被災された方々及びご親族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます。

盛岡青年会議所は震災直後メンバーが 1 台のトラックに物資を集め釜石の地に運んだ事を皮切りに復興支援活動をスタート

しました。その後、大槌町・山田町を中心にボランティアセンターと手を取り合い各家庭に住まう方々のニーズ調査や、少し

でも心のリフレッシュをしていただこうとイベントの開催、また各メンバーは個人が何をできるか考えそれぞれで現地への支

援活動、そして全国の青年会議所メンバーが駆け付けてくれた時の炊き出し場所の確保など今では忘れられない活動を行って

まいりました。今思えばもっとできたのでは無いか？本当にこれで良かったのか？様々考えさせら

れる事はあります。しかし 5 年経過した今、改めて被災地に心を寄せ、これからできる事を考え未

来に突き進む事が必要です。

  我々青年会議所の活動は ｢明るい豊かな社会の実現｣ に向け日々活動しております。その活動を通

し仲間と切磋琢磨し、自分の意見をぶつけ合うことで今までに無い考え方が生まれ、自分が変わっ

ていく機会が幾度となくあります。このような経験を踏まえた結果、自分の生活に新たな価値観が

生まれ、人との付き合いや仕事の進め方等、様々な場面で自己変革の必要性や楽しさを経験するこ

とができます。　　

  今後の我々復興支援の一環としては、様々な活動を通し、人が積極的な変化をしていく事の必要性

や、変わったことにより自分の生活をはじめまちを豊かにしていくことの必要性を伝えていきたい

と考えております。また、震災を風化させないためにも、盛岡青年会議所が復興の一助になれるよう、

引き続きメンバー一人ひとりが何をできるか考え、行動に移していきます。

復興の古里づくりへ。つながりをこれからも。

　－震災発生直後の様子や JC のつながりを感じたことなどを教えてください。

 震災前に開いていた飲食店が津波で流失しました。「逃げるならここ」と決めていた高台に避難し、従業

員と合流することができました。止めようのない津波が、まちを襲う様子を眺めながら「もう終わりだ」

と叫び「今回は逃げて良かった」と何回もつぶやいていました。町内会では年配の方の犠牲者が多かった

です。チリ地震津波で助かった人たちが逃げなかったようです。震災発生当時、すでに大船渡青年会議所

は「卒業」していました。それでも、県内外の青年会議所からの応援連絡をいただき、大変心強かったです。

JC のネットワークの力を実感しながらも、物資を受け入れる体勢が十分に整っていなかったため、いかに

分けるかが課題でした。ニーズが刻一刻と変化し、欲しいものを聞かれても答えられなかったこともあり

ました。活動している多くが男性だったので、女性の生理用品などの必要性なども当初は思いつきません

でした。

　－復興のまちづくりを進める上で、JC の経験が生きていることはありますか。

震災の年の 12 月に 2 階建て 4 棟全 21 店舗・事務所が入れるプレハブ横丁をつく

りました。「いざ」ということを考え、また津波が来てもすぐに避難できる高台のす

ぐ下にしました。あれから 5 年。仮設店舗から「本設」に移る動きが本格化します。

次の世代にしっかり「古里のバトン」を渡せるまちづくりを進めていきます。まち

づくりに JC の経験は生きます。子どもたちに大船渡ならではの魅力に触れてもらう

機会を多くつくり、例え一度古里を離れても、戻ってきたくなる取り組みも大切です。一方、時の経過と共に、被災地域とそうでない地

域との間で「温度差」を感じることがどうしてもあります。「内陸に移った大船渡の人が集まる場をつくりたい」「内陸と沿岸の人と人を

つなぎたい」という思いで、2014 年 3 月に盛岡市内に「もつ擴」という飲食店をオープンしました。開設の際は JC のつながりで盛岡

の方々にお世話になりました。大船渡の新鮮な海の幸も味わえます。食を通し人の輪が広がる港のような場になればと思います。

－これからの JC 活動に期待することは。

復興に向けた古里づくりの活動の運営者は、JC の現役と OB ということがよくあります。運営ノウハウが身についているので、一言え

ば十を理解してくれるかけがえのない仲間です。それでも、JC 卒業後、まちづくりに積極的に関わっている人は少ないような気がします。

JC は勉強の場で「恥かき道場」。卒業してからが本番です。市外から復興支援に訪れた人から、まちの魅力について聞かれても、きちん

と答えられない経験をしました。だからこそ、「わがまちの魅力」を改めて知ることを大切にしてほしいです。県内 13 の青年会議所で「ま

ち自慢」の場を企画するなどネットワークを生かしたまちづくりを進めていただきたいです。共に力を合わせていきましょう。

　　　　　～発生から5年、東日本大震災を振り返る～

特集　東日本大震災から5年

                            新沼崇久氏　

           2009 年度大船渡青年会議所理事長。

               大船渡市大船渡町出身。

  おおふなとプレハブ横丁代表、居酒屋「KAIZAN」代表。

第64代理事長　高橋　一仁



報告

１月通常総会・１月例会セレモニー報告

新年交賀会報告

１月通常総会と１月例会セレモニーの終了後、同会
場の盛岡グランドホテルにおいて、新年交賀会が開催
されました。

2016年度、第64代理事長、高橋一仁君の掲げるス
ローガン 　「Meke a Step Together～豊かな心がまち
に笑顔を生む～」　のもと所信表明がおこなわれ、名
誉会員であります達増拓也岩手県知事、谷藤裕明盛岡
市長、谷村邦久盛岡商工会議所会頭（代理：高橋三男
副会頭）をはじめとするご来賓の方々、来訪ＪＣ、特
別会員がご出席されるなか、過去最多の人数での開催
となりました。

今年の設営委員会である未来構想委員会は、土樋委
員長が東京在住という大きなチャレンジを抱えた委員
会でした。想像するに、このような思い切った人事の
オファーをした理事会にとっても大きなチャレンジ
だったのではないでしょうか。しかしながら新年交賀
会の成功を見れば、そのハンデを委員長がやすやすと
克服してしまったのは改めて説明するまでもないと思
います。本当に多くの方に来場していただき、最後に

「若いわれら」を歌うときには、輪があふれてしまっ
たほどです。県内の各ＬＯＭ、諸先輩方のみならず、
日本青年会議所2016年度副会頭　齋藤貢一君にも足
を運んでいただきました。このように多くの皆さまに
足を運んでいただいたこと、そして理事長所信を体現
し設営を通して来場者に伝える役目を担えたのは大き
な喜びです。

　　

　　　　　　　未来構想委員会　委員長　土樋　梓

　1 月 10 日（日）盛岡グランドホテルにおいて、1
月通常総会と 1 月例会セレモニーの部が開催されま
した。1 月通常総会では、各委員会年間事業計画、各
会計当初予算、理事追加選任、2016 年度各種大会登
録料負担に関して会員から承認を得るために開催し、
議長であります安達智彦君の議事進行のもと慎重に審
議され、全議案が承認可決されました。2016 年度盛
岡青年会議所としてのスタートが無事に切ることがで
きました。
　

　また、その後に行われた 1 月例会セレモニーの部
については、第 59 代理事長から第 63 代理事長まで

の歴代理事長により、2016 年度理事長の高橋一仁君
へと理事長引継儀式でありますプレジデンシャルリー
スの伝達が行われました。プレジデンシャルリース伝
達式の後、高橋理事長から挨拶をいただき、セレモニー
の部も無事閉会いたしました。
　

　1 月例会セレモニーを皮切りに 2016 年度盛岡青年
会議所の事業がスタートすることになります。今年一
年間どうぞよろしくお願い致します。

　　　　　　　
　　　　　　　総務広報委員会　委員長　藤澤　平

▲２０１６年度理事長の高橋一仁君へのプレジデンシャルリース伝達の様子

▲議事進行をする安達智彦君

▲鏡開きの様子
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京都会議報告

　1 月 21 日から 24 日まで国立京都国際会館にて「京
都会議」が開催されました。本年度、盛岡青年会議所
( 以下、盛岡 JC) からは 44 名のメンバーで参加して
参りました。
　また、本年度は盛岡 JC から 18 年振りに地区担当
常任理事として大泉勝嗣君が出向しているのを始め、
計 8 名が日本青年会議所に出向しております。
　京都会議では各種セミナーやフォーラムが多く開催
されました。メインフォーラムでは本大会のテーマ「パ
ラダイムシフト」について、講師として田坂広志氏、
岡田武史氏をお招きし、その概念や必要性、パラダイ
ムシフトを起こした日本の未来について、本年度の日
本青年会議所の運動をどのようにパラダイムシフトす
るのかという点を絡めた内容でした。
　新年式典では、公益社団法人日本青年会議所第 65
代会頭、山本樹育君の所信演説を拝聴し、「独立自尊
の精神と良心が織りなす『心』ある国　日本の創造」
を基本理念とし、本年度への強い決意を述べられてい
ました。

大会全体を通し、京都会議に参加した盛岡 JC メンバー
一人ひとりが時間と経験を共有した事で結束力が高ま
り、一年間の運動発信に対しての強い決意へと繋がっ
て参りました。

　　　ひとの繋がり創造委員会　委員長　日影 直人

▲国立京都国際会館前での集合写真

報告

もりおか雪あかり�016報告

　2月11日から13日までの3日間開催された「もりお
か雪あかり2016」～雪あかりアートコンクール～　
に盛岡青年会議所もエントリー参加してまいりまし
た。
　今年で12回目を迎えた「もりおか雪あかり」は、
市民団体やボランティア団体をはじめ、毎年多くのボ
ランティアの方々の設営協力のもと、市民や観光客の
交流や、街なかの賑わいづくりと地域活性を図ること
を目的として開催されております。

　

今年は雪不足のため市民が作る雪像は15基から半減
の7基ととなり6千個以上の雪あかりも半数程度とな
りましたが、数日にわたり市民ボランティアと一緒に
設営するのはとても楽しい体験でした。生きた蝋燭の
光が雪の中にちらつくのは幻想的でした。設営を通し
て盛岡市民と観光客の目を楽しませることができたの
であればこれに優る喜びはありません。

　　　　　　未来構想委員会　副委員長　平野　喜英

▲もりおか雪あかりの雪像とキャンドルの様子

▲もりおか雪あかりに参加した未来構想委員会
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報告

羅東國際青年商會との交流に向けた勉強会報告

　去る1月26日(火)、盛岡八幡宮参集殿にて「羅東國
際青年商會との姉妹JC交流に向けた勉強会」をひと
の繋がり創造委員会設営のもと開催致しました。
　青年会議所は世界各国・各地域に存在し「個人の修
練・地域への奉仕・世界との友情」と共通の３信条で
運動を展開しております。「世界との友情」の一つに
姉妹青年会議所（以下姉妹JC）との交流があり、運
営規定上にある「国際青年会議所の信条に則り、経済、
文化等に関する交流を行うことによって相互の理解と
友情を推進し、更にその感化を地域社会に及ぼし、両
国間の親善と友好のために寄与すること」を目的に本
国内の各地青年会議所(以下LOM)の多くが、姉妹JCと
して、海外の各LOMと締結を結び、地域単位での交
流をしております
　盛岡青年会議所(以下、盛岡JC)と羅東國際青年商會
(以下羅東JC)との交流は、１９６８年フィリピンのマ
ニラで開催されたJCIアジア太平洋会議(ASPAC)をきっ
かけに始まり、宜蘭國際青年商會（羅東JCなどへの
分割前のJC）との姉妹JC締結から、途絶えることな
く続き、今年で48年を迎え長きに渡り友情を深めて
まいりました。
　昨年は7月30日～ 8月2日にかけ59名の羅東JCメン
バーとOB先輩が来日され、さんさ踊りへの参加をす
るなど活発な交流が行われました。
　本年度は盛岡JCメンバーが羅東訪問する年となっ
ております。
 勉強会第一部では、台湾の基礎情報や羅東國際青年
商會との長きに渡る姉妹JC交流の歴史について勉強
し、国境を越えた友情の重要性やひとの繋がりの大切

さを勉強致しました。

第二部では羅東来盛の際、通訳としてご尽力頂いてお
りました、台湾出身の里見青児氏をお招きし、台湾の
徴兵制度や国民の休日、台湾原住民の話など、第一部
とは違う観点から台湾の歴史や魅力を対談形式で語っ
て頂きました。
　第三部では通年の年賀状作成から手法を変　え、本
年度はビデオレター作成と寄せ書きを行いました。参
加したメンバー一人ひとりにビデオレターや寄せ書き
を通して羅東JCへの想いや本年度の羅東訪問への意
気込みを伝えました。
 2018年度には姉妹締結50周年の節目の年を迎えま
す。永続的な交流を目指し、次年度以降も羅東JCと
の友情や、国境を越えたひとの繋がりの大切さを勉強
会を通して伝えて頂きたいと存じます。
　　　
　　　ひとの繋がり創造委員会　委員長　日影 直人

▲勉強会の様子

　去る3月16日ホテルメトロポリタン　ニューウイン
グにて、社会の担い手創造委員会が担当する3月例会
を「大人の教育」～大人が変われば子供が変わる～と
題しまして、子供たちを育成する前に、私たち大人が
変わらなければならないと、意識の醸成と行動喚起の
機会を提供する事業を開催致しました。
　第1部では、【私たち大人に必要なもの】として、「察
する心」と「本気」について、寸劇を交えプレゼンテー
ションを軸に、このまちに豊かな心が溢れ、自然発生
的に笑顔が生まれる社会として、未来へ繋げるために
は、相手の心を察することで行動が変わる。大人は子
供たちの心を察し、察することを学ばせ、子供たちの
お手本となる行動をすべき。そのために大人が本気で
生きる事が必要だと言うことを説明し意識の向上を図
りました。
　第2部では、【大人が変われば子供が変わる】として、
子供たちの教育の為に大人がやってはいけない行動

と、言ってはいけない言葉についてプレゼンテーショ
ン致しました。また、良い大人の行動と悪い大人の行
動を比べたVTRを見て頂き、更に意識の向上を図りま
した。
　第3部では、【グループワーク】により、現状の悪
い大人の行動を挙げて頂き、グループ内で悪い大人の
行動を共有した後、子供たちへの約束として、「私は、
必 ず 〇 〇 し ま す！」
と一人ひとり宣言文
を書いて頂き、
意識の醸成と行動喚
起の機会を提供いた
しました。

 
   社会の担い手創造委員会　委員長　鎌田　修司

３月例会報告

▲寸劇の様子
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報告

　2月17日（水）ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィ
ングにおいて、2月通常総会が開催されました。総会
では坂東学副理事長が議長に選任され、議長のもと
2015年度事業報告・収支決算、2016年度事業計画修
正・予算修正、事務所移転など10議案が承認されま
した。

　

　
　2月通常総会も多くの議案がありましたが、坂東学
君の適切な議事進行のもと、それぞれ満場一致を持っ
て承認可決となりました。
　同日には2月例会も開催されました。単年度制の一
般社団法人盛岡青年会議所は、毎年理事長所信や基本
方針、組織構成等の基本事項が一新されます。１月の

新春交賀会は主に地域の諸団体、OB先輩方向けに今
年度の組織や事業計画を発信する場となっており、２
月例会はキックオフ例会として、現役メンバーが今年
度の方針やどのような運動を展開していくべきかを共
有し、一体となって本年度の運動に参画していくのか
を喚起する機会と位置づけております。
　また新入会員候補者として、当会議所の事業見学に
来られる方々に、各委員会がプレゼンテーションを行
い、青年会議所の運動への興味と理解を深めておりま
す。
　当日は専務理事の高橋数馬君より、2016年度の基
本方針、事業の流れについて説明がなされ、各メン
バー、入会候補者26名の方々と当会議所運動の基本
事項を改めて確認しました。
　その後各委員会のプレゼンテーションが行われ、メ
ンバー全員が参加し、今年度の活動内容とそれに込め
た思いが表されました。各委員会がプレゼンテーショ
ンの企画・準備をする過程で新たな仲間とのつながり
が深まったのではないでしょうか。

　　　　　　　　　　　　事務局次長　　小笠原　優

▲２月通常総会の議長を務める坂東学君と総会の様子

２月通常総会・２月例会報告

東北ゼミナール委員会　開校式
　本年度、公益社団法人日本青年会議所　東北地区協
議会　東北ゼミナール委員会へ副委員長・菊池聡君、
ゼミ幹事・三浦潤君、そしてゼミ生として長瀬智也君
と伊藤淳之介君の4名が出向していますが、去る2月6
日（土）に300名を超える各地会員会議所理事長をは
じめとするメンバーに見守られるなか、開校式が仙台
の地で開催されました。
　本年度は「無限の可能性を信じ、未来を切り拓く人
材の育成」を年間のテーマとして全５講座が開設され、
9月の東北青年フォーラムにおける閉校式で「自立し
た新東北」に関する研究成果を発表する工程となりま
すが、当日開催された開校式では、JCI（国際青年会
議所）の第66代会頭を務められた原田憲太郎先輩か
らの講演や各種プログラムを通して52名のゼミ生一
人ひとりが地域を輝かせるリーダーになることを決意
し合っていました。
なお、今後行われる東北ゼミナール委員会の予定です。

（※各種会議の審議により、内容・時期等が変更にな
る場合があります。）

第1講座（3月）　開催テーマ：「自覚」
                                                               開催地：大館
第2講座（4月）　開催テーマ：「プロセス構築」
                                                               開催地：原町
第3講座（5月）　開催テーマ：「可能性」
                                                               開催地：盛岡
第4講座（6月）　開催テーマ：「ビジョンの共有」                     
                                                               開催地：米沢
第5講座（7月）　 開催テーマ：「気概と覚悟」
                                                               開催地：八戸
閉校式（9月)   「自立した新東北」に関する研究発表

　東北地区協議会　東北ゼミナール委員会　
　　　　　　　　　　　　　　副委員長　菊池　聡
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岩手ブロック協議会「新春のつどい」
　去る、平成28年2月7日、ホテルシティプラザ北上
にて、公益社団法人日本青年会議所東北地区岩手ブ
ロック協議会の新年会「新春のつどい」が行われまし
た。式典においては、伊藤会長をはじめとした2016
年度の岩手ブロックの新体制を担う役員と、各地会員
会議所の理事長の皆様をご紹介させて頂きました。ま
た、岩手県知事や北上市長をはじめとした多くのご来
賓の方々や、OBの皆様、各地青年会議所のメンバー
の皆さまにもご来場いただき、新体制への祝辞とエー
ルを頂きました。
　そんな中2016年度岩手ブロック協議会会長伊藤文
洋より、新年の抱負であります基本方針表明も行われ、
基本理念「地域の力に満ち溢れる輝く岩手の実現」と、
今年度のスローガン「共感～今、いわてが一つになる
とき～」が発表され、新体制を担う役員を代表して、
一年の意気込みを表明されました。
　その後、懇親会も開催され、OBの皆様や各地会員
会議所の理事長の皆様をはじめとするメンバーの皆さ
まとの交流も図られれ、良い機会提供をすることが出
来ました。

　最後には、岩手県内各地から集まって頂いた皆様で
一つの大きな輪を作り、「若い我ら」を大合唱しました。
肩を組み、沢山の笑顔と、威勢が良く会場全体に響き
渡る声は、伊藤会長が掲げるスローガンのように、ま
さにいわてが一つになる瞬間でありました。
　北上の地から発信された岩手ブロック協議会の発信
は、確実に各地青年会議所に届き、今年度の活力ある
運動を行う為の良きスタートをきることが出来まし
た。

岩手ブロック協議会　総務広報委員会
                                                  委員長　緑川　貴洋

いわてJAYCEEアカデミー第一講座
　3月5日、6日、岩手ブロック協議会第33期いわて
ＪＡＹＣＥＥアカデミー第一講座が盛岡の地で開催さ
れました。
　一日目は、日本青年会議所　第51代会頭を務め
られました松本秀作先輩をお呼びして「JCの意義と
は」という題目でご講演いただきました。松本先輩
は2013年にも盛岡でご講演いただいているのですが、
その時の塾長が今年学長を務めている大船渡の三浦
君、私が塾生でした。新しくJCに入会したメンバーた
ちにJCを知りJCの価値を理解して貰おうと思った時、
ぜひもう一度松本先輩をお呼びしてご講演いただこう
と、三浦学長と意見が一致し今回の講演を企画しまし
た。
　松本先輩の講演はJCを知らないメンバーたちにも
非常に分かりやすい内容で、皆熱心に聞き入りその後
の感想発表ではJCに対し前向きな意見が多く出まし
た。講演の様子は撮影しておりますので見たい方はぜ
ひ声をかけて下さい。翌日は、チームビルディングを
学ぶゲームを行い、アカデミー同士の絆を深め二日間
の日程を終了しました。

　第一講座には86名のアカデミー生のうち64名が参
加し、盛岡メンバーも存在感をしっかりと発揮してく
れました。次回の第2講座は一関でファシリテータ講
座を行います。こちらにもぜひ多くの方の参加をお待
ちしております。

岩手ブロック協議会　
いわてＪＡＹＣＥＥアカデミー委員会
                                                     塾長　坂本　啓一

・

出向者報告
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お知らせ

編集後記

　この春の人事異動で岩手日報社釜石支局に赴任することになりました総務広報委員会の千葉隆治です。１１月例
会でようやく盛岡青年会議所の正会員としてお認めいただき、盛岡のまちに身を置き「明るい豊かな社会」を築く「Ｊ
ＡＹＣＥＥ」の一員として歩み始めた矢先の転勤で戸惑いを隠せずにおりました。そのような中、「青年太陽」の
発行を通し、震災から５年を迎えた古里の復興について考える機会をいただきました。これからも盛岡青年会議所
の一員として、沿岸と内陸を行ったり来たりしながら、次世代に確かなバトンをつなぐために何ができるかを共に
考え、歩んでいきたいと思います。２０１６年度の盛岡青年会議所のスローガンは「豊かな心がまちに笑顔を生む」。
復興の古里づくりに欠かせない精神です。志を同じうする者として今後ともよろしくお願いします。　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　1968年JCI-アジア太平洋会議(ASPAC)マニラ大会に
て、国境を越えた友情を結ぶ事で世界平和に寄与する
事を目的に始まった、一般社団法人盛岡青年会議所(以
下、盛岡JC)と、羅東國際青年商會(以下、羅東JC)と
の長きにわたる姉妹ＪＣ交流も今年で48年目を迎え
ました。
　2014年の前回訪問時には達増知事を始め、盛岡
JCOB会員の皆様、現役メンバー合わせて60名近くの
メンバーで訪問致しました。
　また、昨年度は羅東JCの皆様が来盛し、2014年と
同様に多くのOB会員の皆様や盛岡JCメンバーと親睦
を深めました。
　本年度は盛岡JCメンバーが羅東JCへの公式訪問の

年になります。
　昨年度の来盛に対しての感謝の気持ちを伝えると共
に、2018年度には姉妹締結50周年の節目の年を迎え
るにあたり、更なる国境を越えた友情や絆を深め、未
来へと繋いで参りましょう。
　皆様におかれましてはご多忙の事とは存じますが、
奮ってのご参加をお待ち致しております。

●開催日時
2016年4月14日(木) ～ 17日(日)
●開催場所
中華民国　宜蘭縣　羅東鎮
　　　ひとの繋がり創造委員会　委員長　日影 直人

羅東國際青年商會との姉妹JC交流　　　　　開催告知

開催のご案内
　心の醸成委員会では、相手を思いやる豊かな心を
持ってひとと交わりながら、互いの価値観を理解し高
め合うコミュニケーション能力を育成し、その能力が
地域にも有効に活かされるよう発信してまいります。
　互いの価値観を理解し高め合うためには、相手の考
え方を受け止め、自分の考え方を理解してもらえるス
キルを高めていく必要があると考え4月例会にてペッ
プトークを学ぶ～相手を勇気づける言葉かけ～と題し
まして開催いたします。
　この例会で学ぶ「ペップトーク」はJCのみならず
職場や家庭でも活かす事のできる魅力的な内容となっ
ておりますので、多くの皆様方のご参加を心よりお待
ち申し上げます。

日時：4月20日（水）19:00 ～ 21:10
　　　　　　　　　　　　　　（18:30　受付開始）

場所：いわて県民情報交流センター　
　　　　　　　　　　　アイーナ　8F　会議室803
〒020-0045　盛岡市盛岡駅西通1-7-1駅前北通2-27
　　　　　　　　　　　　　　TEL 019-606-1717

　　　　　　心の醸成委員会　委員長　松久　大三

４月例会　ペップトークから学ぶ　
　　　　～相手を勇気づける言葉かけ～　　開催告知
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青年太陽バックナンバーは盛岡青年会議所
ホームページにてご覧頂けます！

まずは検索サイトで　盛岡青年会議所　を検索しアクセス！

もしくは　http://www.moriokajc.org/　まで

▼

左側メニューの中から青年太陽をクリック！

▼

2012年度分よりご閲覧頂けます

青年太陽がいく！　青年太陽３月号　雪合戦戦記
　街はどのような地域おこしをしているか ? 先ずは自分の

足で訪れ、体験してみよう！そんな中から、1 月 31 日（日）

ほっとゆだ 2016 年北日本雪合戦大会に出場して参りまし

た！皆さんも、子供の時に冬になれば雪合戦をしたと言う

記憶が残っていると思います。まさか、大人になってする

事はないだろう・・・そんな中地域がどのように活動して

いるかを、実際に体験して来ました。毎年、西和賀町では

この大会が行われているようです。

　今年は過去最多の 108 チームが参加し 300 名を越える人たちがこの大会に参加又は、見学に来ていられま

した。皆様雪合戦と言えば、雪玉を作り相手に投げるという基本的な事はお分かりとは思いますが、この大会、

本気です。我々は「チーム青年太陽」で参加をして来ました。先ずは私が参加して見ての感想は、遊びじゃな

い、競技だと感じました。大会のルールとしてはトーナメント制、そして勝ち抜いた優勝者が北海道で行われ

る全国大会に出場出来ると言うことでした。そして雪玉を作るのがこれまた甘く見ていました。専用の雪玉を

作る器具がこれまた重い・・・私達チーム青年太陽は即席チームでしたが、盛岡 JC の同じ仲間としてチーム

ワークを出し、体が筋肉痛になろうが持てる力を出し、雪玉を作りました・・・まさかここでこんなに体力を

使うとは夢にも思いませんでした。まるで、修練！いざ雪玉を作り試合になりましたが、一回戦目は優勝候補

に近い北部レイダースと対戦致しました。まさに冒頭でもありましたが、本気です・・・強い、皆玉を当てられ、

全滅・・・それでも、この大会、言葉では表せない強いチームワークが生まれます。次の二回戦、戦いの結果

を検証し、どのようにしたら勝てるか、皆なぜか委員会で白熱するようなチームワークが生まれています。二

回戦目はNTTでした。一回戦目の戦いを振り返り、健闘しました。1セット勝ちました！田貝ステップ最強笑・・・

和やかに進んで尚真剣に戦いましたが結果敗退。しかしこれは勝つ事が目的では無く、コミュニティをいかに

測れるか ? 言葉が難しいのであれば雪合戦も一つのコミュニティ

の基本であろう。皆終わった時には楽しかった！また出たいね！

と飛び交う様にこの大会を終わらせました。

　最後に、私達盛岡青年会議所は経済人であります。このよう

に街が主体性を持って活動する事が大切になってきますが、一

歩踏み出す事がやはり大事なのかと思います。私達のこれから

の運動のヒントになれるよう、このような記事を掲載していき

たいと思います。                   総務広報委員会　委員　佐藤卓道

・

予告・編集後紀


