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　　  　　　　2016希望郷いわて国体
　岩手県での国体の開催は、本大会は昭和45年以来46年ぶり冬季大会は平成17年にスキー競技会を開催して以来

11年ぶりの開催になります。今回は、本大会と冬季大会のすべての競技を開催する、いわゆる「完全国体」での

開催となります。また、今回の大会では、すべての競技が岩手県内の全33市町村のいずれかで開催が決まってお

ります。

本大会　いよいよ開幕
　9月に水泳競技、10月にはいよいよ「希望郷いわて

国体」が始まります。10月1日（土）から11日間の

日程で開催されます。総合開会式は北上総合運動公

園　北上陸上競技場にて行われます。岩手らしさを

盛り込んだ式典として、全国から集まる選手団をお

迎えいたします。また、国体のシンボルでもありま

す炬火を炬火台に点火し選手の健闘を祈ります。

　盛岡市内では正式・特別合わせて県内最多の10競

技と、デモンストレーションスポーツが2競技が開催

されます。全国から集まる多くのアスリートたちが

熱戦を繰り広げます。

みんなで参加！
　　　 盛り上げよう！

 　　 市民一人ひとりの力で盛り上げる国体

市民一人ひとりが何らかの形で国体に携わること

により、ともに喜びと感動を分かち合える国体に

しましょう！

　　　おもてなしの心で温かく迎える国体

全国から訪れる方々をおもてなしの心を持って温

かくお迎えすることにより、感動と友情の輪を広

げる国体にしましょう！

　　　　　　クリーンで快適な国体

環境美化活動や花いっぱい運動等を通じて美しく

快適な大会開催地づくりを目指しましょう！

　　　　　さまざまな楽しみかた
　国内最大のスポーツの祭典である大会には、全国から多くのアスリートが集結し、熱い戦いが繰り広げ

られます。アスリート達の熱い戦いを観戦するも国体の醍醐味ではございますが、その他にも国体を楽し

む方法が開催期間中にあります。北上総合運動公園内に設けられる「わんこ広場」もその一つです。岩手

の味や魅力が楽しめる広場となっています。そして、各競技場では「復興写真館」として、東日本大震災

津波からの復興を進める岩手のいまをお知らせする写真展が行われます。

　開催期間中は、ぜひこういったところにも足を運んでいただければかと思います。
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　　　　東北青年フォーラムｉｎ水の里とめ　 

　2016 年９月３日（土）、４日（日）、「羽ばたけ！新たな可能性へ今、故郷の心をつなぐ」のスローガンのもと、『東

北青年フォーラム in 水の里とめ』が宮城県登米市にて開催されました。

　本大会では、東北青年フォーラムｉｎ水の里とめでは、

東北６県７７会員会議所会員が手を取り合い、東北地区協

議会のネットワークを活かしながら、我々の運動を発信す

る最大の場として、市民の皆様と共に未来を考える機会か

ら「東北は一つ」を実感できる大会で、大会を通じて、開

催地の風土や先人たちの想いを知り、人々とのふれあいに

よって、風光明媚な自然が織りなす歴史情緒あふれる文化

から生み出された多くの地域資源を体感し、郷土愛の醸成

と故郷をより良くする想いを高め、未来を見据え地域再興

に積極的に取り組む意識変革から東北各地へ運動を広げて

いきました。

　1 日目には各地のリーダーを育成する「東北ゼミナール委員会」

の閉校式では、当会議所から出向している、副委員長の菊池聡君、

幹事の三浦潤君、ゼミ生として伊藤淳之介君、長瀬智也君が出向

して頂きました。

　東北ゼミナール委員会 1 年間の歩みを、次世代へつなげる「自

立した新東北」ビジョンの発表においては、ゼミ生が東北各地を

輝かすことのできる持続く可能な地域のビジョン、そしてビジョ

ン実現に向けて行動に移す覚悟をゼミ生一人ひとりに発信してい

ただきました。閉校式が終了した今、次世代へ夢と希望溢れる東

北の実現に向けて、ゼミ生を無限の可能性を信じ未来を切り拓く

人材として成長できたと確信しております。そして、ゼミ生がこ

れからＬＯＭに戻り、無限の可能性を信じ未来を切り拓く人材と

して、そして真のリーダーとしてこれまでの学びを発揮していく

ことを信じています。

　フォーラムでは、Ｒｅ：ｍｅｍｂｅｒ！地域を呼び覚ます東北

魂！をテーマにゲストとして、第一部ではフリーアナウンサーの

生島ヒロシさん、まちづくりコンサルトの水津陽子さんにお越し

頂き東北の新たなビジョンと地域づくりにトークディスカッショ

ンをして頂きました。2 人のゲストには熱い地域の活性と今後、

若者にも役立つ東北のビジョンをお話し頂けました

　第二部では、2016 年度東北地区協議会会長、大泉勝嗣君と前

サッカー女子日本代表監督の佐々木則夫氏による、対談が行われ

ました。佐々木前監督はサッカーでの育成はもちろんの事、その

地域でいかに人が育つか、そしていかに夢を持てるかをお話し頂

けました。地域活性になる実りある対談でした。

　最後になりますが、本年は大泉勝嗣会長をはじめとする出向者

が沢山活躍致しました。

メンバーの親睦も深まり、実り多い事業となりました。
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報告

報告

東北青年フォーラムin登米報告

 去る9月2日（金）～4日（日）に「羽ばたけ！新
たな可能性へ今、故郷の心をつなぐ」のスローガン
のもと、公益社団法人とめ青年会議所の主管により

「2016年度東北青年フォーラム」が宮城県登米市にて
開催されました。

　東北地区協議会の最大の運動の発信の場である東
北青年フォーラムは、東北6県で運動を展開してきた
77の青年会議所の会員が一堂に集い、共に学べる機
会を提供し、地域を輝かせる原動力として夢と希望が
溢れる輝く東北の実現へ向けた気概を共有できる大会
であります。

　また、東北地区協議会へ多く出向している盛岡メ
ンバーを支援するとともに、その活動を実際に知るこ
とにより東北地区協議会の運動への理解を高める事を
目的としております。

　メインフォーラムでは、佐々木則夫氏による基調
講演、生島ヒロシ氏と各識者を交えたトークディス
カッションが開催され、東北の新たなビジョンと地域
づくり、強い東北と強い地域組織についての意見が交
わされ、その他にも、大泉会長を交えた東北の未来に
ついてのトークバトルやひとづくりまちづくりについ
ての総括を交えながら佐々木則夫氏との対談がありま
した。

　各地のリーダーを育成する「ゼミナール委員会」
の閉校式では、当会議所から出向している長瀬智也君
が皆勤賞を受賞し、エンディングセレモニーの中では、
大泉勝嗣会長の熱いメッセージがありました

その他にも東北地区に出向しているメンバーの活躍
を見ることができ、メンバーの親睦も深まり、実りの
多い事業となりました。

最後に多くのメンバーに参加して頂きまして感謝申
し上げます。

　　　　　心の醸成委員会　委員長　松久　大三
　

　去る8月25日（木）、県立盛岡商業高等学校にお
いて勤労観育成事業　『正しい勤労観』～働くとは、
ひとに喜びを与えること～が開催されました。「すご
い朝礼！」でも有名な居酒屋てっぺんの代表取締役で
ある大嶋圭介氏を盛岡に招き、盛岡商業高校2年生を
対象に、教師、青年会議所メンバーも含め約300人の
前で講演頂きました。

大嶋氏特有の映像やディスカッションを取り入れ、
講演が始まりました。人間の可能性についてや、思い
込みが変われば人生が変わること、可能性は無限大な
ど人は誰でも変われることについてお話しいただきま
した。

途中、「本気のじゃんけん」で会場全体が笑顔にな
りました。最後に「働きたくても、働けない人がいる」
ことを教えていただき、働くことは当たり前じゃない
ということを気付かされ、泣き出す生徒も沢山いまし
たが、感謝の気持ちを忘れずに、どのように生きてい
くのかを考える事業となりました。

  社会の担い手創造委員会　委員長　鎌田　修司

勤労観育成事業　『正しい勤労観』～働くとは、ひとに喜びを与えること～
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報告

もりおかクリーン選手権�016報告

 去る9月19日（月）に行われました、9月事業「も
りおかクリーン選手権2016」 に沢山のメンバーや地
域の方々ご参加いただき誠にありがとうございまし
た。 お陰様で大きな事故もなく無事に終えることが
できました。

もりおかクリーン選手権はチーム戦でごみを拾いを
行い、拾ったごみの量で順位を決めるため、参加して
いただいたみなさんは真剣に取り組んでいる様子でし
た。

 街中になかなかごみがなくどのチームも苦戦して
いる様子も伺えましたが参加いただいた市民の方のほ
とんどは盛岡市の総合計画を存じ上げ なかったと思
いますが、参加したことで総合計画を知る事ができ、 
メンバーの皆さんと共に行動することで盛岡の未来を

自分で考え構想できたのではないかと思います。

　　　　　
　　　　　　未来構想委員会　委員長　土樋　梓

9月通常総会・9月例会報告

 去る９月２１日盛岡グランドホテルにおいて９月
通常総会・９月例会が開催されました。9月通常総会
は、2016年1月から、社会保障、税、災害対策の行
政手続にマイナンバーが必要になることから、当会議
所個人情報保護規程変更及び当会議所個人番号及び特
定個人情報取扱規程の制定と、一般社団法人盛岡青年
会議所定款に基づき、２０１７年度新役員の選任をメ
ンバーで決議し、決議事項を共有することが大前提と
して位置付けられています。

議決権を有するメンバーが総会の意義を正しく理解
し、全会員をもって一般社団法人盛岡青年会議所の定
款に基づき、２０１６年度の必要な案件を決議し、ま
た２０１７年度の新役員等を承認し、次年度体制への
意識統一を図ることができました。

また９月例会では出向者連絡会議として、２０１６
年度出向しました公益社団法人日本青年会議所東北地
区協議会会長　大泉勝嗣君と公益社団法人日本青年会

議所　国際グループ　国際アカデミー委員会　岩渕健
二君そして公益社団法人日本青年会議所東北地区岩手
ブロック協議会副会長　佐藤　優君から出向とは何
か？盛岡JCと日本・地区・ブロックの違い、どのよ
うな学びや気づきが得られたか？など特にも出向未経
験のメンバー・新入会員が出向への理解と興味を深め
て頂けるようご自身の出向での豊富なご経験をお話し
頂きました。また、出向者ヒアリングシートを元に多
くの出向者メンバーからも、出向先での学びや気づき、
楽しかったことが記載してありました。

短い時間でしたが、出向先で事業目的達成の為にど
のような活動を行ったのか、そこから得られた経験や
学びを多くの会員で共有するができ、今後の運動の更
なる活性化へと繋げていくことができたのではないで
しょうか。

　　　　　　　　　　　　　事務局長　服部　達

日本商工会議所青年部第3�回東北ブロック大会
　　　　　　　                                    いわて盛岡大会大懇親会　ブース出展

報告

 去る9月17日（土）に日本商工会議所青年部第35
回東北ブロック大会「いわて盛岡大会」が開催され大
懇親会に盛岡青年会議所は飲食ブース出店してまいり
ました。

　盛岡JCならではのおもてなしをするべく盛岡JC
メンバーである菊地佳小里君に依頼し㈱兼平製麺所様
ご協力のもと盛岡冷麺と盛岡じゃじゃ麺の提供と同じ
く当会員の鎌田修司君に魯肉飯を作成して頂きました。
この魯肉飯は台湾料理であり台湾の羅東JCと姉妹交
流している盛岡JCにとっては馴染み深いものです。こ
の三種の料理を合計で約1,000食分用意しました。

最初はすべて完配できるか心配しておりましたが、
大懇親会が始まると盛岡JCの飲食ブースには長蛇の
列ができ、開始約30分で三種の料理すべてが完配と

なりました。
　東北各地からいらした商工会青年部の皆様に盛岡

と盛岡JCならではの魅力を発信することができたと
思います。

　　　　総務広報委員会　副委員長　松本　陽吉
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いわてJAYCEEアカデミー　第�講座
　今回第五講座では、今まで協議を重ねてきた事業計
画を実行する大切な二日間でした。

　初日に行われた外部事業では、各塾がそれぞれ花巻
祭り開催最中、各事業を行いました。今回私は坂本塾
生として、花巻の現状をクイズで一般の方々に知って
もらえた上で、花巻に何が必要なのか又は何があった
ら活気ある街になるのかを記載して頂き、最後にアン

ケートに記載して頂き、クイズに出題させて頂いた生
産年齢層の方々が花巻を変えていかなければという向
上心を持てたかどうかを検証させて頂きました。突然
見知らぬ人に話しかけら
れたのに、快く協力して
頂いた多くの人達に感謝
と共に沢山の意見を聞く
ことが出来、事業として
も、個人の学びとしても
得るものが大きかったで
す。そしてこの出会いを
大切に第六講座も一致団
結して遂行していきたい
なと再確認出来ました。
有難う御座います。

　　　　　　　　　　坂本塾　塾生　佐々木絵見

全国大会in広島

  10月6日（木）～ 9日（日）まで、広島県広島市に
おいて公益社団法人日本青年会議所第65回全国大会
広島大会が開催されます。
 全国大会ならではのスケール感、全国各地のメンバー
との交流、各種フォーラム・セミナー、主管する（一社）
広島青年会議所の想い、そして日本に出向するLOM
メンバーの活躍等、この4日間で感じられる事は多岐
に渡ります。
 また、8日に行われる卒業式においては、本年度卒業
される方々のJC運動を共に振り返り、残るメンバー
が皆さんに敬意を表することができる貴重な機会とな
ります。
 是非、2016年度の卒業予定者の皆様と共に、広島の
地へ行き、沢山の思い出を作ることが出来れば幸いで
す。
 沢山の皆様の参加を心よりお待ちしております。

  　　　社会の担い手創造委員会　委員長　鎌田修司

 

【日時】
全国大会
2016年10月06日（木）　10：00 ～ 19：45
2016年10月07日（金）　09：00 ～ 20：00
2016年10月08日（土）　14：30 ～ 18：30
2016年10月09日（日）　09：00 ～ 12：00

【場所】
大会会場：広島県内各所及び広島市内各所
大会事務局：〒730-0031 広島市中区紙屋町1-1-13長
崎ビル4階 TEL:082-546-9098　 FAX:082-546-9099

　　 2016年の全国大会in八戸の様子
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思いやりプロジェクト第２弾
　4月例会にてこれから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。その取り組みを委
員会訪問、オブザーブ参加させて頂き青年太陽で今後
ご報告させて頂きます。
　今回ご紹介するメンバーは、ひとの繋がり創造委員
会　委員　中村　悠太　君です。
中村　悠太　君の取り組み内容は、「多くのJCメン
バーと交流する機会を与えてくれた会社に日々感
謝！」です。日々忘れがちな「感謝の心」を持続的に
持ち続け率先して仕事を行いお客様・社員に「笑顔」
で接するよう心掛けているそうです。前向きな言動・
行動をとることにより周りに笑顔が多くなったと伺い
ました。中村　悠太　君の337ペップは、「テンショ
ン！あげて！ JC活動！」です。
　今後も引き続き取り組んでいきましょう。

　　　　　　　心の醸成委員会　委員長　松久　大三

１０月例会
  1953年に設立された盛岡青年会議所は本年で64年
目を迎えます。
  私達現役メンバーが、過去様々な運動発信を成し遂
げてきた要因の一つに、特別会員と現役メンバーによ
る相互協力の歴史が存在します。本年度も数多くの運
動発信をして参りましたが、事業を構築していく中で、
多くの特別会員の皆様からのご支援やご指導、ご協力
のもと運動発信をして参りました。
  本年度のOB交流会は10月例会として開催致しま
す。また、交流会では交流会テーマとして「LInk the 
future」～ OB先輩と現役メンバーとの大交流会～と
銘打ち、特別会員の皆様と現役メンバーが交流を深め
ることにより、先輩達の想いを受け継ぎ、今後のJC
運動を更に力強い運動へと発展させる機会となれれば
と存じます。
  数ある事業の中でも、OB交流会は特別会員の皆様と
同じ時間を共有し、交流を持てる唯一の事業でござい

ます。世代を越えた繋がりを構築し、未来へと繋いで
いく。そして皆が笑顔溢れる交流会になれますよう、
委員会一同、力の限り設営して参ります。
皆様からの奮ってのご参加、お待ち致しております。

       ひとの繋がり創造委員会　委員長　日影　直人
 
日時：平成28年10月13日(木)
現役メンバー受付：18：00 ～　
 例会セレモニー開始　18：20 ～　
特別会員受付：18:40 ～　交流会開始　19:00 ～
場所：ホテルメトロポリタン盛岡  NEW WING 4F 
                                                 メトロポリタンホール
住所：盛岡市盛岡駅前北通2－27　　
                                                電話：019-625-1211
　

8月に行われたペップトーク事業の様子①

8月に行われたペップトーク事業の様子②
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編集後記
　9月も終盤となり、いよいよ秋に突入ですね。秋といえばやはり食欲の秋ですね。食べ過ぎて体重が増えない
ように自己管理するのもＪＣでは必要になります。よく話しに出てくるのは、「ＪＣに入会して１０キロ太った」
とか「入会当初は格好よかったね」とか、そういった話しが出てきます。私はそんな会話をせずに「入会当初と
変わらないね」と言われ続けるように、しっかりと自己管理をしてＪＣ運動を行っていきたいなと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務広報委員会　委員長　藤澤　平

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  岩手県盛岡市菜園2丁目6-6　三栄ビル 3F　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。

Welcome Morioka JC

新入会員紹介
ふりがな：おおたに　ようすけ

生年月日：昭和５２年６ 月２ 日

紹介者：斉藤　哲哉　先輩　　スポンサー：波紫裕司　君　　吉田　光春　君

勤務先：㈱三協医科器械　　業種：卸売業

正会員になっての意気込み

  三協医科器械の大谷陽介です。JCにたどり着くまで１０年かかりました…。（そ

の間に誘って頂いた方申し訳ございません）２年間ですが自分が成長すること

で地域貢献、社会貢献できるようになりたいです。宜しくお願いします。

ふりがな：たむら　ちいな

生年月日：昭和６１年５月２ 日

紹介者：小谷地麻里　君　　スポンサー：波紫裕司　君　　小谷地麻里　君

勤務先：有限会社ホクブプランニング　　業種：建設業

正会員になっての意気込み

　ホクブプランニングの田村智依那です。盛岡青年会議所のメンバーや岩手

に住む様々な人たちとの交流を通して自分に何が出来るかを探し、考えて、

行動していきたいと思います。よろしくお願いします。

　　  大谷　陽介　君

　　  田村　智依那　君


