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もくじ

わんぱく相撲の歴史

   わんぱく相撲は、１９７６年に現在の公益社団法人東京青年会議所が実施した「東京 23 区の魅

力度 - 第 2 回都民生活意識調査報告書」に基づき、遊び場の少ない東京の子供たちにスポーツの機

会をより多く与え、心身の鍛錬と健康の増進を目的として、だれでも挑戦することが出来る相撲を

取り上げ、翌年１９７７年に都内２３区全域に運動として展開したことに始まりました。

　１９８１年には財団法人日本相撲協会との共催が始まり、作成した「わんぱく相撲の手引き」を、

文部省からのお達しにより、全国の市町村教育委員会ならびに各地の青年会議所に配布し、幅広い

普及運動を行いました。

　その後、国技館が蔵前から両国に移転する際に、わんぱく相撲全国大会の開催が決まり、

１９８５年８月４日に第９回わんぱく相撲東京都大会と併催で、わんぱく相撲全国大会～新国技館

落成記念大会～が開催され、今年で３２回目を迎えます。第１回、２３区の大会で約４０００人だっ

た出場者数は、全国大会となり、約４００００名にまで増えております。

　そして、１９８８年、第３６代理事長　宮田　謙　先輩のもと、第１回わんぱく相撲盛岡場所が

開催された後、継続して開催され今年で２９回目を迎えました。
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特集１　Diversity and Inclusion

　　第２９回わんぱく相撲盛岡場所について
　第２９回わんぱく相撲盛岡場所では、下記の目的で開催い

たしました。

・子供たちが相撲を通じて礼節を学ぶとともに、ひとを思いや

ることの大切さを学ぶことで、豊かな心の醸成に繋げる機会

とします。

・ 大人たちが、真剣に勝負に向かう子供たちの直向きな姿や、

礼節を学び実践する子供たちの姿を見守ることで、物事に直

向きに取り組むこと、礼節を重んじて行動することの大切さ

を再認識する機会といたします。

　以上を目的として、子供たちの姿を間近で見て想いを感じ取ることで、私たちメンバーや会場の大人

たちにも学びがある事業を目指しております。

　　　　　　わんぱく相撲の魅力

①　１対１の真剣勝負！
　なんと言っても、子供たちの真剣勝負が会場でみられることが１

番の魅力です！勝利に向かい本気でぶつかり合う姿は、それだけで

見ている人の心を熱くさせます。また、勝負の喜びや負ける悔しさ

を体験する子供たちの表情を間近で見られることも大きな魅力で

す。

　子供たちの想いを間近で感じ取ることで、物事に真剣に本気で取

り組む大切さを学ぶことができます。

②　相撲という文化に触れる！
　相撲は、礼儀作法が非常に重視されており、力士はまわ

し以外を身につけないこともその一環です。他にも、テレ

ビの大相撲でもご覧になったこともあるかと思いますが、

相撲には様々な所作があり、それぞれ意味があります。た

とえば、塩を撒くのは土俵を清めると共に、力士が倒れて

怪我をした時に消毒薬になるようにという意味がありま

す。取り組みの際、力士が行う相手に対しての最上級の敬

意を表すために用いられていた作法のひとつです。

　このように、相撲の中には、沢山の所作があります。わ

んぱく相撲では一部簡略化されていますが、子供たちは相撲の所作を行うことで、礼節を学び身につけ

ることが出来るのではないでしょうか？
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LOM事業報告

第29回わんぱく相撲盛岡場所報告

　去る６月１９日（日）に盛岡青年会議所の大切な事業であります第２９回わんぱく相撲盛岡場所を開催致

しました。 岩手県各地からわんぱく力士が参加し、沢山の声援が飛び交う中での白熱した大会となりました。

また、今年は団体戦も行いました。

 子供たちが土俵上で繰り広げる技やひたむきに取り組む姿は、私たちメンバーを始め、多くの参加者を魅

了し、また悔し涙を流す子供や怪我をしてでも土俵にあがる姿には感動致しました。

わんぱく相撲は子供たちの中では大きな大会とされているそうです。盛岡青年会議所ではこの大会を開催し

ていることに誇りを感じ、これからの事業へと繋げていきたいと考えております。 ７月３１日（日）には

両国国技館にて第 3 ２回わんぱく相撲全国大会に 3 名の優勝者と参加してきます。 今後もわんぱく相撲盛

岡場所を続けていき、子供たちのおもいや

りの心が見られる大会となることを願い報

告と致します。

横綱力士（全国大会出場選手） 

４年生：小笠原　颯　君（好摩）　写真左

             （おがさわら　はやて） 

５年生：工藤　佳太　君（中野）　写真中央

　　　　 ( くどう　けいた )

６年生：細田　次大　君（鵜飼）　写真右

　　　　（ほそだ　じだい）

 　　未来の担い手スポーツ推進委員会　

　　　　　　　　　　　幹事　　菅原　直紀

・優勝した感想と全国大会への意気込みをインタビューしました。

　　　　　　　４，５，６年生の優勝者インタビュー

４年生優勝　小笠原　颯　君（好摩）

　　　　　　（おがさわら　はやて）

　優勝できてうれしい。頑張って良かった。

全国大会では３回戦突破を目指して頑張りたい。

５年生優勝　工藤　佳太　君（中野）

　　　　　　（くどう　けいた）

　大変な取組も多かったけど楽しく相撲をすることができて良

かった。

全国大会では優勝を目指して練習をもっと頑張っていきたい。

６年生優勝　細田　次大　君（鵜飼）

　　　　　　（ほそだ　じだい）

自分より大きな相手が多く腰を落としすぎて危ない取組もあっ

たが優勝することができて良かった。

全国大会では少しでも多く勝てる様に頑張りたい。
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LOM事業報告

報告 第2回仮会員オリエンテーション
　６月１６日（木）クイーンズフォンテにて第２回仮会員オリエン

テーションが開催されました。仮会員オリエンテーションとは、仮

会員が入会に際しての必要な定款・会費についての情報を知り、入

会手続きに関する理解を深め、また仮会員と積極的な交流をし、仮

会員の今後の円滑な JC 活動に繋げる契機としております。

　今回の対象仮会員は４名。本年度入会の新入会員も設営に参加し、

同期会員を盛り上げました。またメンバーの皆様にも沢山の出席を

頂戴し、６５名で当日を迎えることが出来ました。　　

　今回のオリエンテーションでは『ＪＣの意義と拡大の重要性』と題し、

２０１１年度東北地区協議会会長を務められました、高宮光敏先輩をお

呼びし、講演を頂戴致しました。ご自身の経験で得たＪＣの魅力や仲間

との絆についてお話しを頂き、仮会員はもちろんのこと現役メンバーも

真剣に耳を傾けていました。また交流会では、高宮先輩への質疑の時間

も設け、更に熱く力強いお言葉を頂戴致しました。第一線でご活躍され

ている先輩のお話を聞くことで、私たちだけでは伝えきれないＪＣの魅

力を発信することが出来ました。

　次回本年度の集大成であります第３回仮会員オリエンテーションにも沢山のご参加をお待ちしておりま

す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員拡大委員会　委員長　小谷地　麻里

下記のQRコードから高宮光敏先輩

の講演の様子が見られます。

https://www.youtube.com/watch?v=d9xQU1gjAG8

報告 参議院議員選挙公開討論会
   去る 6 月 21 日に、いわて県民情報センター（アイーナ）小田島組☆ほ～るにて『参議院議員選挙 立候補予定

者 公開討論会』を開催いたしました。盛岡青年会議所では 2000 年より各主要な選挙において公開討論会を開

催してまいりました。この度、参議院議員選挙の投開票が 7 月 10 日（日）に開催される見込みであり、今回の

選挙は 2015 年 6 月 17 日に成立した公職選挙法改正によって、選挙権年齢が 20 歳以上から 18 歳以上に引き

下げられてから初めての選挙であり、これにより若い世代の有権者が増え、日本の将来を背負う若い世代の意見

を、もっと政治に取り入れて行く為にも、投票率の向上が課題です。

  今まで選挙権のなかった若者が有権者となり大きな一票を投じる為

の環境と意識づくりが必要であるため、若者の有権者をターゲットに

「参議院議員選挙 立候補予定者 公開討論会」を開催しました。

　また、当日は出馬表明をされていた 3 名の立候補予定者にご参加い

ただき、５つの設問テーマについてご来場いただいた約 200 名の地域

住民の前で討論していただきました。

　それぞれが掲げる政策の違いや重点を置く取り組みなどがわかるよ

うに、段階を分けての回答や立候補予定者が互いに質問しあうクロストークを取り入れ、またコーディネーター

を務めていただいた岩手県立大学 社会福祉学部の高橋聡教授に要点をまとめていただきながら討論を進めてま

いりました。これにより未来への一票が増える事を望んでおります。
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出向者報告

報告 いわてJAYCEEアカデミー第3講座

報告 東北ゼミナール委員会　第3講座
   去る 5 月 14 日（土）、15 日（日）に東北ゼミナール委員会第

三講座が、盛岡で開催されました。「地域住民を本気にさせない

シティプロモーションに価値はない」をテーマに、内閣官房地域

活性化伝道師であるビズデザイン株式会社　代表取締役　木村及

（きむら　だい）氏の講演を拝聴致しました。「人口減少と言う “ 現

象 ” が問題なのではない。そこに伴う人々の不安が問題であり、

その不安の解消が課題なのだ。」という講師の言葉には、私たち

が人口＝経済力というコンセプトを正しいものだと思いこみ、社

会＝損得という構図を創り上げているという指摘が込められてい

ました。講座後、「生涯の多くの時間を過ごしたいと思える地域」

を創っていくことが我々の使命であることをゼミ生全員で共有で

きました。今後のゼミナールでは「地域の人々の共感を得られる

持続可能な社会」のビジョンとビジョンの実現に向けた具体的な

手法を模索していきます。

  ＬＯＭにとって 5 月例会という大きな日に欠席いたしましたこ

とをお詫び申し上げると共に、発想の転換という貴重な機会を頂

戴できたことに心から御礼申し上げます。

             東北ゼミナール委員会　菊池ゼミ　ゼミ生　伊藤淳之介

   去る 6 月 11 日（土）・12 日（日）、花巻温泉郷『ホテル千秋閣』

にて、第 33 期いわて JAYCEE アカデミー第 3 講座が開催されま

した。

  第 3 講座 1 日目は、公益社団法人おおさき青年会議所の伊藤直

前理事長を講師としてお招きして、『SWOT 分析』の手法につい

て伊藤直前理事長が昨年サマーコンファレンス『地域再興政策コ

ンテスト』でプレゼンテーションをされた際の映像を見せていた

だき、政策がどのように立案されていったかというプロセスを

SWOT 分析の手法を織り交ぜて具体的に大変わかり易くご講演

いただきました。後半は 9 月に花巻で行われる第 5 講座の事業

に向けて、各塾 2 グループ毎に分かれて SWOT 分析の手法を活

用したグループワークが行われました。2 日目は塾会議にてどの

ような事業を行うのか、解決したい地域課題・事業の目的・対象

者・事業の概要について議論し、発表を行いました。

  第 5 講座の事業に向けていよいよ具体的な方針を決め、内容の

詳細を固めていく段階となり、これまでに学んだファシリテー

ション・SWOT 分析を活かしてより良い事業が出来るようにし

ていきたいと思いました。

          いわて JAYCEE アカデミー委員会       委員　千葉　雄介
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事業開催告知

報告

予告 7月例会
   7 月 13 日（水）に 7 月例会「メンバー 100％参加例会！ JC 脳内革命～謎解きは例会のあとで～」を開催致します。

　当例会は、盛岡青年会議所の運動に参加する楽しさを知ることで参加意識の向上を図ることや LOM の一体感

を創出するために事業やそのプロセスを理解・共有することを目的として開催致します。

　第一部では「ここが楽しいよ！盛岡青年会議所の事業」と題し、7 月までにおける事業およびプロセスを、テー

ブルごとにディスカッションしながら盛岡 JC メンバー全員で振り返ります。事業に参加していなく、関わった

ことがないメンバーや入会が浅いメンバーでも事業の楽しさや改善点を学べる機会となります。

　第二部では「盛岡 JC メンバー総参加クイズ SHOW ！」と題し、盛岡 JC について、あらゆる角度からのクイ

ズ方式を用いて、メンバーで共有します。盛岡 JC メンバー事前アンケートによって問題内容を考えていますの

でメンバーの一体感が増し、様々な角度から JC を知

ることができ、JC の楽しさの一端を知っていただく

機会となります。

　7 月例会はメンバー全員の参加を目指しておりま

すので、公私ご多忙のところ恐縮ではございますが、

万障お繰り合わせの上、ご出席頂きますようお願い

申し上げます。

【日 時】 平成 28 年 7 月 13 日（水） 19：00 ～ 

21：00 （受付 18：30 ～）

【開催場所】 プラザおでって 3 階 「おでってホール」

盛岡市中ノ橋一丁目 1-10 ℡ 019-604-3300

6月例会
  去る 6 月 14 日（火）、アイーナ・いわて県民情報交流センター　

803 号室にて、6 月例会～もりおかの未来を構想してみる～にご参

加いただきまして誠にありがとうございました。盛岡市総合計画に

ある盛岡市が目指す将来像、ひと・まち・未来が輝き世界につなが

るまち盛岡と提示されております。

 今回の例会では 3 部構成に分けており、一部では盛岡の現状を認

識し、二部では指数から課題を読み解き、3 部では競技ディベート

という手法を利用し課題解決にむけ話し合っていただきました。

 競技ディベートでは三人一組になりそれぞれ、肯定否定ジャッジ

に分かれ行ったのですが、

 勝ち負けは重要ではないとはいえ結果がでるディベートでしたの

で、より一生懸命取り組まれてたと見受けられました。まさにそれ

が当事者意識を持つことだと考えます。この例会が当事者意識を持

ち盛岡の未来を構想するきっかけななっていただけましたら幸いで

す。

　重ね重ね例会のご参加ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　未来構想委員会　委員長　土樋　梓　
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大会開催告知

予告 サマーコンファレンス2016

予告 第46回　岩手ブロック大会

  

 さて、来る 2016 年 7 月 16 日 17 日、横

浜でサマーコンファレンス 2016 が開催さ

れます。 

　サマーコンファレンス 2016 では、各種

セミナーを拝聴し、これからの活動の一助

とする機会にしていただきたく考えており

ます。1 人でも多くのご参加をお待ちして

おります。

　　　未来構想委員会　委員長　土樋　梓

サマーコンファレンス2015　集合写真

  来る７月 9 日（土）に第４６回岩手ブロック大会 in 一関が開

催されます。

  今回のテーマは「遂げずばやまじ」～行動こそが岩手をひと

つにつなぐ～となっております。

そのテーマに基づき多くのセミナー等がございます。

1.　メインフォーラム第一部では、地域を変えるのはあなたで

す！～地域の未来を考え行動をおこそう～と題しまして増田寛

也氏の講演会を開催いたします。講演会では、地域資源を生か

した地域経営についてお話いただくことで、地域における役割

を知り、必要な活動を具体的に考えることが出来るような講演

内容となっております。

2. メインフォーラム第二部では、パネルディスカッション「行

動こそが地域を変える！」と題しまして、パネリスト 3 名を

お迎えいたしまして、地域の問題点や輝く岩手の実現に向けて、

ディスカッションをしていただきます。どのようにして、岩手

を活性化していくのかを考えるきっかけとして頂けるプログラ

ムです。

3. 未来へつなぐプロジェクト～音楽のちから～と題しまして

東日本大震災が風化することなく真の復興を成し遂げるため

に、「音楽のちから」を活用し、被災地へ心を寄せて頂き、事

業と楽曲の周知を行います。時代を超えても色あせることのな

い「音楽のちから」を活用し、この震災を語り継ぐだけでなく、

歌に思いを込めて歌唱し続けることで次世代へ歌い紡いでいき

ます。

是非大会の意義を理解して頂き多くのメンバーで参加の程宜し

くお願いいたします。
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新入会員紹介/編集後記

新入会員紹介

   今年もわんぱく相撲盛岡場所が開催されました。岩手県の各地からわんぱく相撲全国大会を目指すため日々

練習をしてきた子供たちが集まり、今年も熱い戦いが行われました。子供たちの真剣な眼差しで挑んでいる姿

を見ていると、とても心が打たれるものがありました。さらに今年は新しい試みとして、団体戦を行いました。

個人戦とは違い、団体戦でしか感じられないチームワークや応援がとても印象強く感じました。

　JC 活動においても、個人で行うことも必要な場合がありますが、やはり沢山のメンバーで活動をすることで、

沢山の学びや気づきを得られるものだと感じます。

　8 月には、盛岡さんさ踊りが開催されます。盛岡 JC が一丸となり、沢山の市民のみなさまと一緒になり盛

り上げていければと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務広報委員会　委員長　藤澤　平

　　　多田　直之

　（ただ　なおゆき）

　　　　　　　　事務所移転のお知らせ
　このたび、平成 27 年 6 月 27 日より一般社団法人盛岡青年会議所の事務所を下記の住所に移転することと相

成りましたので、お知らせ申し上げます。今後とも、変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。

尚、電話番号と FAX 番号に変更はございません。

新事務所　〒 020-0024

　　　　　岩手県盛岡市菜園 2-6-6　三栄ビル 3F　　電話番号　019-651-3778　　FAX 番号　019-654-4476

Regain the sun

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年度分よりご閲覧いただけます

　生年月日：　　昭和５９年１０月２０日

　勤  務 先：　　東京海上日動火災保険（株）

　業　　種：　　　　　損害保険

　紹  介  者：　　高橋　一仁　君

　スポンサー：　高橋　一仁　君　小谷地　麻里　君

JC に入会しての意気込み

　東京海上火災保険（株） の多田直之と申します。縁あって盛岡に配属

され２年が経ちます。これからの在任期間は JC 活動を通じて、自ら成長

のステージを与えていただいた盛岡がより笑顔溢れるまちになるように少

しでも貢献したいと思います。どうぞよろしくお願いします。

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いただけます！


