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　青年会議所は世界各国・各地域に存在し「個人の修練・社会への奉仕・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。

特 集

「羅東國際青年商會との交流」

特集　羅東國際青年商會との交流
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羅東國際青年商會との交流の歴史

　１９８６年にマニラのアジア太平洋エリア会議に第
１６代佐藤實理事長が参加した際、台湾ＪＣのメン
バーに行き会い、当時出来て間もない宜蘭国際青年商
會を紹介され帰国後、活発な情報交換を行い、全員一
致で宜蘭 JC との姉妹締結を進める事となりました。
このことがきっかけで盛岡ＪＣと宣蘭ＪＣが姉妹締結
を前提に交流が始まりました。
　同年８月３０日、盛岡 JC メンバーは、姉妹締結の
ため、中華航空機にて羽田空港を飛び立ち、台北・松
山空港へ向かいました。その翌年から相互交流がはじ
まりました。
　今年は羅東ＪＣとの姉妹締結 48 周年という節目迎
えます。4 月 14 日（木）には羅東ＪＣのみなさまの
所へ訪問させていただきました。

1986年の姉妹締結の様子

実際の締結文

実際にいままでどの様な交流。

１９８３年には、メンバー同士の交流の他に夫人

の交流参加が始まりました。　 １９８７年　盛岡ＪＣ創立３５周年、羅東ＪＣ創立２０周

年。相互訪問で岩山に記念碑を建てました。

１９６８年８月３０日、盛岡JCメンバーは、

姉妹締結のため、中華航空機にて羽田空港を

飛び立ち、台北・松山空港へ向かいました。

１９９３年　羅東へ初のホームステイ団を派遣。
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台湾を知りたいわん！

 4 月 14 日から 4 月 17 日の 3 泊 4 日の行程で、台湾にある羅東國際青年商會との姉

妹 JC 交流に行ってまいりました。

　台北に２３時に着くと深夜にも関わらず、多数の羅東 JC メンバーが空港までで迎

えに来てくれ、ついて早々の歓迎を受けました。

２日目の国際文化交流会議では羅東 JC との意見交換が行われ、これからのより活発

な、相互交流が約束されました。

　２日目、３日目と羅東 OB、現役羅東メンバー主催の歓迎会が催され、メンバーだ

けでなくご家族の皆様にも多くの歓迎を受け、改めて OB の方々から繋がれた４８年

の交流の歴史に触れ、継承していかなければならないと再認識しました。

　４日間という短い時間ではありましたが、台湾の人々や文化に触れる貴重な体験が

できたと思います。

  初めて羅東に行ってきました。空港のお出迎えから始まり、バスでの LOM ナイト。

台北での自由時間を挟み、羅東に行ってからは本当に至れり尽くせりで、びっくりの

オンパレードでした。経済交流会議も初めての参加でしたが、50 年もの間交流を続

けてきたからこその関係性を垣間見ることが出来、素晴らしい繋がりだなと実感しま

した。

羅東では合計 3 回の宴席を設けていただきましたが、まずはその参加人数の多さに

驚きました。OB のご家族含め 200 名近くいたでしょうか。ご家族と共に参加すると

いうのがとてもいいなと思いました。また、奥様方の気遣いたっぷりのアテンドにも

感動しました。JC 手帳を見ると「夫人」欄があるほどで、奥様方も JC 活動に参加し

ているようで、奥様方同士も仲良くしている様子。日本の JC でも見習うべき点では

ないかなと思いました。

3 泊 4 日という短い期間ではありましたが、濃密な時間を過ごしたこともあり、思い

出深く、また多くの人と知り合うことが出来とても有意義でした。

 さて皆さまが意外と知らないような台湾について、観光情報を紹介させて頂きます。

台湾とは、盛岡から約 3000㎞離れた場所にあり、人口およそ 2300 万人の一年間通して温暖な気候の場所です。

太平山の林業の発達により、周辺産業も発達しており、交通、経済、金融資源の結合のもと、羅東も次第に蘭最大

の商業都市になりました。

 そんな台湾の名物は魯肉飯（ルーローハン）や排骨頒飯（パイコーハン）などが有名

です。魯肉飯とは台湾の煮込み豚肉かけ飯です。日本の牛丼や親子丼のような単品で

食べる丼物ではなく、他の料理と共に食べることが前提の料理だからで、台湾では庶

民から親しまれてほとんどの定食屋、食堂で見ることができる料理です。

 排骨頒飯は日本でいうスペアリブです。片栗粉でとろみをつけた醤油味のタレととも

に白飯にのせたものは排骨飯と呼び、台湾では、排骨飯が駅弁としてよく売られているそうです。

 観光地として有名なのは九份（ジュウフェン）と呼ばれる場所で、有名なジブリ映画

千と千尋の神隠しのモデルと噂され、日本人だけでなく、地元の人にも人気の観光スポッ

トです。他にも、士林夜市（シーリンイエシー）と呼ばれる夜市としても有名な市場が

あります。

 夜市の名が示すように夕方になると常設店舗の前などの路上に小吃と呼ばれる飲食物

や衣料品、生活雑貨、遊戯などの様々な屋台が所狭しと出店し、多くの観光客で賑わ

い、また日本人のお客さんも多いことから日本語が通じるお店が多いなどの利点もあり

ます。この様に魅力満載の台湾に皆様も是非足を運んでみましょう。

特集　羅東國際青年商會との交流

初めて訪問したメンバーより

2015年度入会　

総務広報委員会　

　　　　　　幹事　渡邉里沙　君

2015年度入会
事務局次長　小笠原　優　君
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羅東國際青年商會との姉妹ＪＣ交流報告

　去る 4/14( 木 ) ～ 17( 日 ) にかけて開催致しました、
「羅東國際青年商會との姉妹 JC 交流」に多くの OB 先
輩の皆様、現役メンバーの皆様にご参加頂き、誠にあ
りがとうございました。
　訪問初日は、桃園国際空港で熱烈な歓迎を受け、久
しぶりの再会を喜んでいました。
　2 日目には経済文化交流会議が開催され、2018 年
度の姉妹締結 50 周年に向けたモニュメント作製も合
意に達することができ、周年に向け本格的に動き始め
ました。また、夜には羅東 OB 主催歓迎会が開催され、
両 JC のメンバーと両 JC OB 先輩の皆様と、お互い親
睦を深め、昨年来盛の際、羅東 JC の皆様も参加した
盛岡さんさ踊りを盛岡 JC 側の余興として披露させて
頂きました。
　3 日目には、緑色博覧会やハチミツ工場、蘭花園を
巡り、お昼は羅東鎮長との昼食会も開催されました。
羅東鎮長からは歓迎のお言葉を頂戴し、親睦を深めて
参りました。夜には羅東ＪＣ現役主催歓迎会が開催さ
れました。開催途中には、高橋理事長を含め、4 月誕

生日の方々が誕生日の祝福を受けるサプライズもあ
り、両 JC メンバーお互いに親睦を深めて参りました。
　最終日も多くの羅東 JC メンバーの皆様が空港まで
お見送りに来て頂き、来年の姉妹交流への固い約束を
交わして参りました。
　48 年目の姉妹 JC 交流が大きなトラブルも無く終え
る事が出来た事は、参加して頂きました OB 先輩の皆
様やメンバーの皆様からの多大なるご指導、ご鞭撻が
あったからこそであります。今年の交流を今年だけで
終える事無く、次年度以降も国境を越えた友情、ひと
の繋がりを継続していきたいと存じます。また、今回
参加出来なかったメンバーに対しても、今後姉妹 JC
交流の楽しさや大切さを伝えていきたいと存じます。
本当にありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　ひとの繋がり創造委員会
　　　　　　　　　　　　　　　委員長　日影 直人

　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　報告
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第１回　仮会員オリエンテーション報告

　去る３月２９日（火）、大通のクイーンズフォンテ
にて「第１回仮会員オリエンテーション」が開催され
ました。当日は仮会員６名、現役メンバー４７名、計
５３名の皆様にご出席を頂き、誠にありがとうござい
ました。
　緊張の面持ちの仮会員の皆様にはまず、理事長面接、
定款説明を受けて頂きました。
　
　第１部では委員会プレゼンテーションを行い、仮会
員のみならず現役メンバーの皆様にも改めて JC の歴
史や設立意義を学んで頂き、現在青年会議所が抱えい
る、会員減少の問題について考えて頂く機会と致しま
した。

　第２部では「ワールドカフェ」の手法を用い、【JC
の魅力】【なぜ JC でなければならないか】などのテー
マに沿い、グループワークを行い、JC について自分
の言葉で語って頂きながら現役メンバーと仮会員の皆
様の貴重な交流の場と致しました。大変和やかで楽し
い設営をすることが出来ました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　会員拡大委員会　委員長　小谷地　麻里

４月例会報告

 去る４月２０日（水）、いわて県民情報交流センター
アイーナにて４月例会ペップトークを学ぶ～相手を勇
気づける言葉かけ～を心の醸成委員会設営のもと開催
致しました。
まずは、多数のご参加を頂き　感謝申し上げます。
当委員会では、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
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うスキルを高めていく必
要があると考えます。
　 第 １ 部 で は、
ペ ッ プ ト ー ク の
基本知識を例題・
寸 劇 を 交 え な が
ら ペ ッ プ ト ー ク
の 軸 と な る 相 手
の 状 況 を 受 け 止
める「捉え方」と
人をその気にさせる「してほしい変換」を学んでいき
ました。
　第２部では、魅力的なペップトーカーになる為に、

自身の魅力を再認識・再発見し、自己肯定感を高める
グループワークを行いました。今まで誰にも言われた
ことのない魅力をフィードバックされ豊かな心の醸成
に は、 ま す は 自
己肯定感を高め
ていく事の必要
性を学びました。
第 ３ 部 で は、 こ
れから１年間豊
かな心を醸成す
る 為 に、 相 手 を
思いやる気持ちを持ったうえで、どのように取り組み
を行って行くかをペップ式に考えその取り組みを「思
いやりプロジェクト」として一人ひとりの行動指針を
決めていただきました。
　ペップトークは短的に使用しても豊かな心は醸成さ
れていきません。長期的にペップトークを取り組むこ
とで豊かな心は醸成されていきます。ぜひJCのみな
らず職場や家庭に４月例会で学んだ事を活かして頂け
ればと思います。

                     心の醸成委員会　委員長　松久　大三
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報告

東北ゼミナール委員会　第１講座

　2016年3月12日（土）・13日（日）に東北地区協議
会　東北ゼミナール委員会の第１講座が秋田県大館市
で開催されました。東北ゼミナール委員会は、今年度、
無限の可能性を信じて未来を切り拓き、地域を輝かす

ことのできる真のリーダーを育成する使命を担ってお
りますが、本講座のテーマは「自覚」でした。
　まず初日には、2013年に公益社団法人日本青年会
議所で東北地区担当常任理事（東北地区協議会会長）
を務められた久米川和行先輩をお招きし、JAYCEE（青
年会議所の会員を指します。）は何かを学び取ろうと
する気概と覚悟、そして目的意識を持って各種事業・
大会等に参加しなければならず、そのうえで所属元の
各地会員会議所に対して得られたものを還元する使命
を負っていること。東北ゼミナール委員会・ゼミ生と
しては、各地会員会議所の理事長から付託を受け、東
北各地の課題や問題を解決するための人材にならなけ
ればならないこと。そして、経営者・企業内で責任あ
る立場にある者としては、地域や従業員から必要とさ
れる良い企業をつくり、外的なマイナス要因に負けな
い強い企業へと成長させ、最終的に地域に貢献できる
ようにするため、青年会議所活動と企業における経済
活動とを両輪で取り組み、修練を重ねるなかで一人ひ
とりが大きく成長しなければならないことの『3つの
自覚』について講演がなされました。
　その後、初日の後半及び2日目にはゼミ生が各地青
年会議所で展開するまちづくり運動の事例を持ち寄
り、グループワークやプレゼンテーションでその意義
や課題、成果を共有し合い、東北各地の課題や問題を
解決するための端緒としました。当会議所から東北ゼ
ミナール委員会にゼミ生として出向している伊藤淳之
介君、長瀬智也君も一貫して真剣に第1講座の過程に
取り組み、プレゼンスを発揮しながら多くの学びや気
づきを得ていました。

　自覚することは、課題や問題を解決するための第一
歩となります。浄土真宗の開祖であり、上人と呼ばれ
た親鸞は、自らを「愚禿（ぐとく）親鸞」と言われて
いました。全ての学徳を備えられた方においても常に
自らを戒め、不完全性を自覚することで全ての解決を
図ろうとされたものと推察するところです。本講座が
ゼミ生の深い自覚を促し、今後の青年会議所活動・運
動、経済活動に活かしながら、自らにとって、所属企
業にとって、各地域にとってより有意義なものにして
もらえればと願うところです。

　　　　　　
                                                                                      
                    東北地区協議会　東北ゼミナール委員会
　　　　　　　　　　　　　　　幹事　　　三浦　潤
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報告・予告

いわてJAYCEEアカデミー　第２講座
　去る、４月９日・１０日二日間にわたり一関市『な
のはなプラザ２階』にて、第３３期いわてJAYCEEア
カデミー第２講座が盛大に行われました。
第２講座では、いちのせき市民活動センター小野寺浩
樹センター長を講師としてお招きして『ファシリテー
ション』についてご講演いただきました。
　1日目は、塾生のほとんどが『ファシリテーション』
という言葉を聞くこと自体が初めてで、小野寺講師の
言葉一つ一つを、ノートに書き留めながら真剣な眼差
しで受講していました。
　２日目は、９月に花巻で行われるアカデミー生主体
の事業について『ファシリテーション』の手法を用い
グループワークが行われましたが、前日よりも活気が
あり、当日の事業が今から楽しみです。
今回の講座で学んだ事は、会議とは決定する事がすべ

てではなく、参加者それぞれの主体性と可能性を引き
出す事にフォーカスする事が大事で、そういう意味に
おいて会議は人材育成の場だという事を学びました。

　 　 　 　 　               
                                  
                                  
                                 
                                  
                                  
                                              　　岩手ブロック協議会
　　　　　　　いわてＪＡＹＣＥＥアカデミー委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　委員　本宮　貴浩

５月例会　開催告知

　いよいよです！ 5月例会　第1回ＪＣカップＵ-11
少年少女サッカー盛岡フェスティバルを開催致しま
す！

『ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン』をスロー
ガンに掲げ、普段出場機会の少ない11歳以下の子供
たちが、チームの目標に向かい競い合う中で、より深
い心の触れ合いを経験し豊かな心を醸成する機会、ま
た、会場内での交流を通じ、周囲の人びととの繋がり
を実感し、感謝の心へと昇華する機会を提供すること
を目的としています。
未来のスーパースターの活躍が見られるかも知れませ
んよ！そして、ＬＯＭとして初めて取り組む事業で
す！ ＬＯＭの歴史にみんなで新たな1ページを刻みま
せんか？
皆様、振るってのご参加をお願い申し上げます。

　日時　5月14日（土） 8:00 ～例会セレモニー　　
　　　　　　　　　　　 ９:00 ～試合開始
　　　　5月15日（日）　９:00 ～試合開始

　場所　つなぎ多目的運動場
　　　　　　　　　未来の担い手スポーツ推進委員会
　　　　　　　　　　　　　　　委員長　菅原一法

2015年　Ｕ-11サッカー大会の様子
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予告

盛岡さんさ踊り練習会　　　　　開催のご案内
　毎年恒例となりましたさんさ踊り練習会！
今年の練習会のテーマは「踊って魅了(みよう) ！さん
さ踊り」です。
　練習会では踊りをメインに練習していきます。初心
者の方も大歓迎です！歴代ミスさんさからの指導を受
け、本番当日は沿道の観客を踊りで魅了しませんか？
もちろん別パートでの参加者も大募集しております。
また、メンバー向け練習会初日には「さんさ踊り勉強
会」も同時開催致します。
　勉強会を通じて、少しでも盛岡さんさ踊りの魅力に
触れてみませんか？地域や世代を越え、盛岡さんさ踊
りを一緒に盛り上げていきましょう！
　今年もさんさ踊り練習会を通して皆様と交流できる
ことを楽しみにしております。

【盛岡青年会議所メンバー限定練習会日程】　
5月19日(木)・27日(金)・6月9日(木)・14日(火)
(受付18：30 ～ /練習開始19：00 ～、終了20：30)
※メンバー向け練習会初日(5月19日)は19時より勉強
会を参集殿にて開催致します。(18：30 ～受付、19：
00開始)※練習会初日終了後は懇親会もご用意しております。

【一般参加者との合同さんさ練習会日程】　
6月23日(木)・30日(木)
(受付18：30 ～ /練習開始19：00 ～、終了20：30) 
 7月7日(木)・15日(金)・21日(木)・26日(火)
(受付18：30 ～ /練習開始19：00 ～、終了21：00)
※6/23、7/26には練習会終了後、懇親会もご用意し
ております。　　　　　　

【場所】　盛岡八幡宮
【住所】　盛岡市八幡町13-1
【電話】　019-652-5211　
【雨天時】　盛岡八幡宮参集殿
【持ち物・服装】
動きやすい服装でお願い致します。飲み物、タオル、
太鼓の方はテーピングを各自ご用意ください。

【注意事項】
・さんさ踊り当日に着用する浴衣はご自身でご準備を
お願い致します。
・腹太鼓で参加の方は「たすき」「ばち」「金具」等は
ご自身でご準備をお願い致します。
  (販売店：沢口ズボン店、高松義雄太鼓店　等)

【練習会にお子様を同伴される方にお願い】
万一事故等が起こっても、当会議所では一切の責任を
負いかねます。
必ず保護者の方のご配慮の程、宜しくお願い申し上げ
ます。

【お問い合わせ先】　
一般社団法人盛岡青年会議所　2016年度ひとの繋が
り創造委員会
委 員 長　 日 影 直 人　 TEL：090-6950-5300　  
E-MAIL：naoto@tkcnet.ne.jp

2015年　さんさ練習会の模様
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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

　心の醸成委員会では、思いやりの必要性をメンバー全員で理解して頂き、相手を思いやる行動を継続し実践

する「思いやりプロジェクト」を通年事業として展開していきます。

　私達は被災県民の一人として東日本大震災を経験し、物資的な豊かさだけでなく、豊かな心の必要性をより

再認識したのではないでしょうか。豊かな心は思いやりの心を持つことから生まれます。あのような困難な状

況に追い込まれても、相手を思いやる心を持つ日本人だからこそ乗り超える事ができました。人は一人で生き

ていくことはできません。ひとと思いやりをもって接することが大切です。

　私たちは、「豊かな心」を醸成する為の特効薬は無いと考えます。相手を思いやり、行動していくことを、

長期的に取り組むことで「豊かな心」が醸成されていくのです。

　4 月例会では、相手を思いやる行動を「ペップトーク」と定義づけ、継続的に取り組む意識を高め、思いや

りカードを作成し、個々の行動目標を明確に実践します。作成したカードをネームプレートの裏の見やすい部

分に差し込み、継続的に行う意識を高めます。定期的に各々の目標に対しての進捗度合いを振り返る機会を提

供いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心の醸成委員会　委員長　松久　大三

Regain the sun

「思いやプロジェクト」　心の醸成委員会通年事業

編集後記

　姉妹締結から４８年の歴史を積み重ねられてきた事業に参加できるということは、盛岡ＪＣだからこそ羅

東青年商會との交流が味わえる醍醐味の一つだと思います。

　私も 2012 年に羅東に訪問して参りましたが、羅東ＪＣメンバーの歓迎ぶりや、お出迎えの空港に至るま

で熱烈な歓迎です。2017 年度は盛岡青年会議所が６５周年ということで、羅東訪問と羅東メンバーが来盛

されます。羅東メンバーが来盛される際は、ＯＢ主催歓迎会、現役主催歓迎会など沢山交流をして精一杯お

もてなし致したいと思います。　　　　　　　　　　　　　　総務広報渉外委員会　委員長　藤澤　平


