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　今では、東北五大まつりの一つ「日本一の太鼓パレード」となったさんさ踊り。南部

藩時代から受け継がれてきた、さんさ踊りの起源は、三ツ石伝説に由来しています。そ

の昔南部盛岡城に羅刹鬼（らせつき）という鬼が現れ、悪さをしてあばれておりました。

困り果てた里人たちは、三ツ石神社に悪鬼の退治を祈願しました。神様はとの願いを聞

き入れて悪鬼をとらえ、二度と悪さをしないよう誓いの証とし誓い内の大きな三ツ石に

鬼の手、三ツ石神社奉納形を押させました（これが岩手の名の由来だと言われています。）

鬼の退散にを喜んだ里人たちは、三ツ石のまわりをさんささんさと踊ったのが「さんさ

踊り」の始まりだと言われています。

　その後、盛岡市近郊各地で行われていた伝統的な様々な「さんさ踊り」を統合観光イ

ベントとして昭和53年に第1回を開催して以来、今年で39回目を迎え、有名な東北各地

の夏祭りよりも先陣を切りたい意味もありまして、毎年8月1日からスタートしておりま

す。盛岡青年会議所は盛岡市、盛岡商工会議所と共に主催団体として輪踊りだけの時代

から運営をしてまいりました。

　近年では全国的な知名度をあげ、年々来場者を伸ばしており、盛岡さんさ踊りは地域

の人とひとのつながりを創出する交流の機会であり、更にはもりおかの魅力や愛着・誇

りを再認識できる機会、また県内外へもりおかの魅力を発信できる機会であります。

　主催団体の一つである盛岡青年会議所は、今後更に質を高め充実したものとしていく

為に、さんさ踊りを通し、青年会議所メンバー自らが地域社会の魅力を再認識し、市民

の皆様へ伝える事が必要だと考えております。その為にも、盛岡青年会議所が盛岡さん

さ踊りの入口となる団体となり、練習会から本番を通し、このまちの魅力や伝統、祭り

本来の楽しさを共有することで、まちの一体感を生み、活性化へつながっていくと考え

ております。

さんさ踊りの歴史

特集　さんさ踊り
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盛岡さんさ踊りに向けて
　　今年度盛岡青年会議所は、6月 23 日から練習会が始まり、盛岡八幡宮境内においてさんさ練
習会を行ってまいりました。練習会ではミスさんさの皆様のご協力のもと、技術指導にあたって
いただき、大変熱気がある充実した練習会となりました。　
　8月 1日から 4日まで開催される本番では、まちの一体感を創出しながら盛岡の活性化に尽力
していく所存でございます。当日は一般参加者も自由に参加することができますので、パレード
の参加を心よりお待ちしております本番まであとわずかですが、パレードの参加をお待ちしてお
ります。

　　　　花車の様子　　さんさ踊り本番の様子

　花車に乗る大太鼓の練習風景　　さんさ踊りの練習風景

さんさ踊りの歴史

7月7日、日本政府が巣信する対日理解促進交流プログラム

「日露青年交流事業」により、ロシアで日本語を学ぶ青年

20名が来盛されました。青年会議所では「世界との友情」

という信条があり、また盛岡青年会議所の諸先輩方が日露

間の交流事業に積極的に活動していることから、盛岡青年

会議所でロシアの青年を盛岡さんさ踊りの練習会にご招待

いたしました。当日は半纏を身にまといながら、メンバー

をはじめ一般参加者とともに踊り、とても思い出に残る事

業となりました。

～ロシアで日本語を学ぶ青年が来盛！～

ロシアの方々との輪踊りの風景
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　去る7月13日（水）19時よりプラザおでって3階に
て、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～」を開催させていただきま
した。　
　7月例会は、盛岡青年会議所の運動に参加する楽し
さを知ることでJC活動への参加意識の向上を図るこ
とや事業の改善点を理解・共有することでLOMの一
体感の創出、これからの事業に繋げて頂くことを目的
として2部構成で開催致しました。
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メンバー全員で
振り返っていただきました。事業に参加しておらず、
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、また数
多く関わってきたメンバーはもっと楽しくするにはど
うすれば良いかを皆で考える機会となったと思いまし
た。
　 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、メンバーで共有いたしま

した。メンバーの方々からご協力頂いた事前アンケー
トを元に問題内容を考え出題いたしました。メンバー
の一体感が増し、様々な角度から盛岡JCを知ること
ができ、盛岡JCの楽しさの一端を知っていただく機
会となりました。
　7月例会では、100%参加例会を目指しましたが、
残念ながら当日来られなったメンバーもいらっしゃい
ました。しかし、今後行われる事業に対して少しでも
関わって参加していただければ、盛岡青年会議所の運
動が更に拡がっていくと思いますので、ぜひ盛岡青年
会議所の運動に参加していただきたいと思います。

　　　　　　　　　総務広報委員会　委員長　藤澤平

7月例会　報告

第�6回　岩手ブロック大会in一関報告

去る7月9日（土）第46回岩手ブロック大会が一関
の地で行われました。 今年度も多くのメンバーが岩
手ブロック協議会に出向しております。 伊藤会長が
掲げる「共感～今、いわてが一つになるとき～」のス
ローガンのもと、混沌とした時代、今を生きる私たち
がこの国のために、そして岩手のために信じあえる岩
手ブロック協議会の仲間と共に堅固なスクラムを組み、
決して努力を惜しむことなく一歩ずつ着実に前進して
いきます。さらなる復興に向けさらには自立自活し持
続的な地域の発展につなげるために、主体的に社会に
関わり市民と共に創りあげる大会と位置づけておりま
す。

大会のメインフォーラムでは、３部構成で開催され、
第１部として、増田寛也様をお迎えし「地域を変える

のはあなたです」をテーマにご講演いただき、第２部
としてパネルディスカッションが行われました。パネ
ラーは第１部に続き増田寛也様、そして、手塚さや香
様、内田祐貴様。コーディネーターに千葉じゅん子様
を迎えて開催されました。そして、第3部では、未来
へつなぐプロジェクト～音楽のちから～と題し、会場
となった、一関市の高校生による合唱が披露されまし
た。多くのフォーラムがあり多くの学びを得ることが
出来ました。 また、岩手ブロックに出向している盛
岡メンバーの活躍は非常に頼もしく、また岩手ブロッ
クの１３の各地青年会議所メンバーとの交流もでき心
は一つになったのではないかと思います。

岩手ブロック協議会　総務広報委員会
　　　　　　　　　　　　　委員長　緑川　貴洋
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サマーコンファレンス�016報告

去る7月16日（土）、17日（日）、横浜の地でサマー
コンファレンス2016が開催されました。 サマーコン
ファレンス（サマコン）とは、公益社団法人日本青年
会議所の運動を広く発信する場です。

1994年にサマーコンファレンスに名称変更され、
今年で22年目を迎えます。2016年は『アウフヘーベ
ン』の開催テーマのもと、各界の著名人をお招きし、
政治・経済など様々なジャンルのフォーラムやセミ
ナーが行われました。盛岡JCメンバーにとっても 日
本全国のＪＡＹＣＥＥと積極的に関わることができ、 
また各種セミナー講師の話を聞ける貴重な機会となり

ました。

　　　　　　未来構想委員会　委員長　土樋　梓

 東北ゼミナール第４講座
　2016年6月18日（土）から山形県米沢市「伝国の
杜　置賜文化ホール」にて『持続可能な社会の創造～
上杉鷹山に学ぶビジョンの持ち方~』をテーマに東北
ゼミナール委員会　第4講座が開催されました。
　J・F・ケネディが最も尊敬する日本人とした上杉鷹
山は、満16歳で米沢藩主に着任後、「成せば成る　成
さねばならぬ何事も　成らぬは人の成さぬなりけり」
という不退転の覚悟で藩の財政再建に着手していま
す。儒学者・細井平洲から謙遜の姿勢で相手を尊重す
ることが肝要であること、また、政治にも道徳的要素
がなければならないことなどの教えを受けていた鷹山
は、人民と未来のための国をつくるというビジョンを
打ち出し、広く領民から政策提言を受ける謙虚な姿勢
で自ら積極的に行動を取り続けたことで領民の共鳴を
生み、後世の利益にも繋がっていく様々な施策を遂行
していきました。
　9月3日・4日に開催予定の東北青年フォーラムで持

続可能な社会の創造に向けたビジョンを打ち出すため
にゼミ生は地域の本来の課題は何かを深掘りし、本質
と向き合い、自らのビジョンを構築するために多くの
時間を費やしています。そのなかで開催された本講座
では利己的な思考でビジョンを描かないことが大切で
あることは勿論ですが、リスクを恐れず変化を当然と
した率先した行動が、市民意識を変革するうえで重要
になることを学ぶ貴重な機会になりました。

　　　　　　東北地区協議会　東北ゼミナール委員会
　　　　　　　　　　　　　　　副委員長　菊池　聡
　　　　　　　　　　　　　　　幹事　　　三浦　潤

 いわてJAYCEEアカデミー第４講座
 去る7月 2日（土）・3日（日）、つなぎ温泉『ホテル
愛真館』にて、第 33 期いわて JAYCEE アカデミー第
4講座が開催されました。第4講座 1 日目は、当会議
所の中野美智子副理事長を講師としてお迎え致しまし
た。
　第４講座では私たち塾生たちが今後各地やＬＯＭで
活躍する人材へ成長するために、自ら事業計画を作成
し精査を行うことで、事業を構築する力を身に付ける
内容となっておりました。まずJCの発祥からJCIクリー
ドの意味などJCの基本を学びましたが、このような
基本となる部分が事業を進めて行く上で何より大切な
羅針盤となりその後の手法を決める幹になる事を学び
ました。事前に塾ごとに考えた十数行に及ぶ背景と目
的は儚くも講座序盤で優しく指摘頂き、私たち塾生は
深夜まで続く背景・目的探しの長い旅に出る事となり

ました。また盛岡JCに入会して2年目を迎え、目にす
る事となった理事長所信や委員会の事業計画が背景・
目的からこんなにも考え抜かれ問答されたものだと知
る事が出来ました。今回学んだ事は事業のみに関わら
ず自分の会社にも持ち帰り、生かして参ります。
　 今 回 の
講 座 で 決
ま っ た 背
景・ 目 的
を 基 に9 
月 に 花 巻
で行われる第 5 講座に向けて具体的な手法を考え、
より良い事業にしたいです。
　いわて JAYCEE アカデミー委員会委員　浅沼　智之
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8月例会　盛岡さんさ踊り
 　いよいよ盛岡夏の風物詩、盛岡さんさ踊りの季節
がやって参りました！
 本年で盛岡さんさ踊りは39回目を迎えます。近年で
は、毎年開催される東北六魂祭や、2014年の和太鼓
同時演奏者数の世界最多記録（3,437人）でギネスに
認定されるなど、東北を代表する祭りの一つとして全
国的にも知名度が上がってきました。さらに、昨年度
は羅東國際青年商會の皆様と共に盛岡さんさ踊りに参
加し、祭りを通して国境を越えた友情を構築すること
ができました。
 盛岡さんさ踊りが更なる発展を遂げていくためにも、
盛岡青年会議所メンバーと一般市民が、共に盛岡さん
さ踊りを盛り上げていくことで、世代の垣根を超えた
友情を構築し、地域への愛着や誇りを再認識すると共
に、相手や周りへの感謝や思いやりの気持ちを育み、
豊かな心で寄り添えるひとの繋がりが形成されること
に繋がります。
 盛岡さんさ踊りに参加することで「ひとの繋がりの
大切さ」や「もりおか」というまちの魅力を思う存分
味わってみませんか？
 今年は全て平日開催ではございますが、皆様からの
奮ってのご参加、お待ち致しております。また、最終
日終了後は懇親会も設えておりますので、一般参加者
の皆様と親睦を深めて頂けたらと存じます。どうぞ宜
しくお願い申し上げます。
　
　 　ひとの繋がり創造委員会　
　 　　　　　委員長　日影　直人

日時：8月1日(月)・2日(火)・3(水)・4日(木)
※例会出席になる為には、8月1日は必ず出席してい
ただき、その他に2日、3日、4日の
いずれかに出席（計2日以上）となります。お気を付
けください。

【8月1日(月)】
18：00 ～　櫻山神社集合
18：30 ～　例会セレモニー
20：15 ～　パレード開始(予定)

【8月2日(火)・3日(水)】
19：00 ～　櫻山神社か市役所裏に集合(着替え希望者
は櫻山神社集合)
20：15 ～　パレード開始(予定)

【8月4日(木)】
18：00 ～　櫻山神社か市役所裏に集合(着替え希望者
は櫻山神社集合)
19：30 ～　パレード開始(予定)
※進行状況によりパレード開始時刻に変更がございま
す。予めご了承ください。

【ドレスコード】
盛岡青年会議所の浴衣　※花車を押していただける方
は、白い靴か白い足袋可

【パレードに関して】
8月1日(月) ～ 3日(水)までは例年通り中央通の仁王惣
門ビル前での輪踊りの開催となりますが、8月4日(木)
の最終日のみ、裁判所前での輪踊りとなります。

　来る7月31日(日)、第32回わんぱく相撲全国大会（以
下全国場所）が公益社団法人東京青年会議所主催で開
催され、 盛岡場所からの3名の出場者の応援に行って
まいります。
 わんぱく相撲は1976年に東京青年会議所が遊び場の
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相撲を
取り上げ、1977年に都内23区全域で始まりました。
1985年に第9回「わん ぱく相撲東京場所」と併催で
初の「わんぱく相撲全国大会」が開催され、今年は
節目の32回目を迎えます。盛岡青年会議所としても
1988年より開催しております。「わんぱく相撲盛岡場

所」も、今では県内の相撲に取り組む青少年の目標と
する大会として定着し、健全なる青少年を育成する事
業として代表的な継続事業となっております。 そし
て本年も盛岡場所の開催を受け、本事業の集大成と来
年以降の参加者へ夢と目標を与えられるよう4・5・6
年生 の優勝者を引率し、両国国技館で開催される本
大会へ参加をしてきます。子供たちには是非、日頃の
練習の成果を発揮していた だき、自分の目標に向かっ
てがんばっていただきたいと思います。             　          
　　　　　　　　未来の担い手スポーツ推進委員会
　　　　　　　　　　　　　　委員長　菅原　一法

第3�回　わんぱく相撲全国大会
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　心の醸成委員会では、「Make a Step Together ～豊
かな心がまちに笑顔を生む～」のスローガンのもと、
豊かな心を醸成していく為の運動推進の一つとして、
未来を創造していく人財の育成を行っております。こ
の度、8月事業として、盛岡市民の皆様を対象にした

「ビジネスペップトーク」講演会を開催する運びとな
りました。ペップトークとは、アメリカのプロスポー
ツの世界で派生したコミュニケーションで、プラスの
言葉を用いて相手の心を鼓舞するポジティブな言葉が
けのことを言います。今回はビジネスシーンにおける
ペップトークの活用方法を、ペップトーク協会より安
真紀先生を招き、市民の皆さんと共により良いコミュ
ニケーションのとり方を学ぶ機会を設け、思いやりの
心を備え未来を創造していく事を目的として事業を行
います。皆様のご参加をお待ちしております！
　　　　　　　心の醸成委員会　副委員長　三浦　崇

「即実践！ビジネスペップトーク」～言葉の力でコミュニケーション能力を高めよう～

『正しい勤労観』～働くとは、ひとに喜びを与えること～
　私たち社会の担い手創造委員会では『正しい勤労観』
～働くとは、ひとに喜びをあたえること～と題し、
８月２５日（木）の１３: ３０より、盛岡商業高等学
校にて勤労観育成事業を開催いたします。
この事業は生徒を対象に私利私欲のためだけでない正
しい勤労観を要請するためと位置付けています。
　講師は、『すごい朝礼』で有名な居酒屋てっぺんの
創業者、大嶋啓介氏です。私たちは何のために働くの
か、改めて振り返る機会とし、日常で活かしていくた
めにも、平日のお忙しい中とは存じますが、各委員会
メンバーに周知して頂き、沢山の参加を心よりお待ち
しております。

【日時】　8月25日（木）
13：00　　　受付開始
13：30　　　開会
13：40　　　基調講演「正しい勤労観」
                     ～働くとは、ひとに喜びを与えること～
講師：株式会社てっぺん　代表取締役　大嶋啓介氏
14：50　　  エンディングトーク
　　　　　　コーディネーター：　菊池聡君
パネリスト：株式会社てっぺん　
                                          代表取締役　大嶋啓介氏
　　　　　：一般社団法人盛岡青年会議所　
                                          理事長　高橋一仁君
15：10　　　質疑応答
15：15　　　謝辞
15：20　　　閉会

【場所】　岩手県立盛岡商業高等学校
〒020－0866　 盛 岡 市 本 宮 二 丁 目35-1　TEL　
019-636-1027
※ドレスコード：ビジネス（クールビズ）

一般社団法人盛岡青年会議所
　社会の担い手創造委員会　委員長　鎌田　修司
〒０２０－０８５１
岩手県盛岡市向中野二丁目47番23号
TEL&FAX  019-656-8280
Mobile : 090-7712-6761
Mail :  harukuism@lagoon.ocn.ne.jp
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編集後記

発行：一般社団法人盛岡青年会議所　理事長　高橋　一仁

編集：総務広報委員会

〒020-0024　盛岡市菜園2丁目6番6号　三栄ビル3階　TEL：019-651-3778    FAX： 019-654-4476

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！

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
※左側メニュー「盛岡青年会議所について」より２００５年度分よりご覧いただけますが
　現在ページ統一に向け準備中でございます。

新入会員紹介ページ

　8月に行われます盛岡さんさ踊りが今年も開催されます。今年は開催期間中の 4日間は全て平日に行われるこ

ともあり、参加者が少なくなるのではという懸念もございます。しかしながら、盛岡青年会議所は盛岡さんさ踊

りの主催者団体のひとつでもございますので、メンバー全員が出来るだけ参加して、一般市民の方々も盛り上げ

れられるようにしてきたいです。また、事故等がないように今年のさんさ踊りも楽しんでいきたいです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務広報委員会　委員長　藤澤　平

勤務先　　：千葉じゅんこ事務所

業種　　　：岩手県議会　議員

紹介者　　：藤澤　達彦　君

スポンサー：藤澤　達彦　君　大森　大輔　君

[JC に入っての意気込み ]

　岩手県議会議員の千葉絢⼦です。⼦供たちに夢のある岩手を手渡すために、私た

ち大⼈が、いま動き始めること、挑戦することが大切です。誰もが⽬の前の⼈を幸

せにすることの積み重ねこそが明日を変えていく力になると信じています

　千葉　絢⼦
　(ちば　じゅんこ )

勤務先　　：雫石プリンスホテル

業種　　　：ホテル業

紹介者　　：藤村　文昭　先輩

スポンサー：高橋　一仁　君　髙橋　数馬　君

[JC に入っての意気込み ]

　雫石プリンスホテルの鈴⽊俊太郎です。昨年、中学校卒業以来久しぶりに盛岡に

帰ってきました。盛岡の若いリーダーたちと⼈脈を作り、地域社会の諸問題に対し

自分に何が出来るのか考えていきたいと思います。宜しくお願いします。

　　鈴⽊　俊太郎
(すずき　しゅんたろう )


