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特集

 

盛岡市総合計画において、このまちが目指
す未来像として「ひと・まち・未来が輝き 
世界につながるまち盛岡」と掲げられていま
す。総合計画を実現するための基本目標にお
いて、「ひと」についてはコミュニティ、「まち」
についてはスポーツ、「未来」については環
境についてそれぞれ解決すべき課題の一つと
してあげられております。まちの課題に対し
どこか他人事に感じてしまうなかで、共にま
ちを歩き、まちの現状を認識することで、ま
ちの課題を理解し、解決に向けて自分の事の
ようにまちの事を想うという当事者意識をも
ち、取り組む意識を醸成させることが必要だ
と考え、「盛岡クリーン選手権２０１６」は
明るい豊かな未来を構想するうえで必要な一
つの契機となると考え開催いたしました。

盛岡城跡公園周辺に設置されているチェッ
クポイントを回りながら清掃活動をおこない
ます。作戦タイムにおいてはチームでどのよ
うに動くかを話し合っていただきます。

ゴミ拾いに使用する軍手、火ばしなどは設
営側でも用意します。ユニホームなどチーム
で同じ服装で行うことを推奨いたします。ゴ
ミ袋は設営側で用意しました。

　
　　　 

なんでやるの？

大　会　概　要 　　　大会ルール
燃えるゴミ　　　
紙類、布類、雑誌類、包装ごみ　コンビニ袋、　

　タバコの吸殻など。

燃えないゴミ　　
ビニール傘、ガラス類、瀬戸物類、電池、ライター、

　スチール缶、金属類など。
＊小型電化製品程度の大きさのものはOK。

ペットボトル 　　中身は捨てる。
　　　　　　　　 キャップは燃えるゴミへ。

ビン、缶　　　　 中身は捨てる。

                                   点数
燃えるゴミ　　　　100ｇ→100ポイント
燃えないゴミ　　　100ｇ→50ポイント
ペットボトル　　　100ｇ→150ポイント
ビン、缶　　　　　100ｇ→100ポイント

                                    順位
各種ごみの総量をポイント換算し、チームの人

数で割り、一人頭のポイント数で順位を決める。
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特集　

 当日は沢山の盛岡青年会議所メンバーや地域の
方々ご参加いただきました。 

盛岡城跡公園の横にあります、桜山神社さんで開会
式を行いました。そして、約１６チーム一斉にスター
トいたしました。どのチームも最初は作戦を立ててお
りました。だれも行かないような道、草などに隠れて
い場所などを考えながら、どのチームもほかのチーム
に負けないように工夫を凝らしておりました。

　どのチームもゴミがないか必死になって探してお
りましたが、作戦がうまくいったチームやそうではな
いチームの差が大きくでました。やはり、しっかりと
した作戦を立てることが優勝への近道のようです。

　そして、各チェックポイントをどのチームも通り、
盛岡市総合計画のこともしっかりと考えていただきま

した。
　そして、選手権は終了して各自計測に入りました。
競技時間は60分でしたが、当初は長いと感じてい

たおりましたが、実際やってみて60分は短く感じら
れました。

　閉会式では表彰式があり、みごと優勝したチーム
は、チーム名　ＡＲＡＳＨＩ　でした。どのチームよ
り圧倒的に量が多くて、堂々の優勝でした。

もりおかクリーン選手権２０１６の様子

  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。

もりおかクリーン選手権を振り返ってみて
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LOM事業報告

10月例会「Link the Future」～ OB先輩と現役メンバーとの大交流会～報告

　去る10月13日(木)に開催致しました、10月例会
「Link the Future」～OB先輩と現役メンバーとの大交
流会～に特別会員、現役メンバー合わせて130名近く
のご参加を頂戴致しました事、厚く御礼申し上げます。

本例会では、特別会員の皆様と現役メンバーの「世
代を超えた繋がり」を目的とし、短い時間の中で如何
に構築できるかを考え準備を進めて参りました。本番
当日は、現役メンバーが積極的に特別会員の皆様と笑
顔で交流を行っている姿を拝見し、担当委員長として
とても感慨深く、また世代を超え、人とひとが繋がる
ことの大切さを個人的にも更に学べた例会となりまし

た。

特別会員の皆様との交流を通じて、諸先輩方の想い
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、そして未来に繋いでいく。本例会が現役メン
バーの皆様にとって、特別会員の方々と少しでも「世
代を超えた繋がり」の一助となって頂けたのなら幸い
でございます。

拙い設営の為、皆様にご迷惑をお掛けした点も多々
あったかと存じますが、今後検証を行いまして次年度
に引き継いで参りたいと存じます。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

外山森林公園巣箱清掃報告

 １９９５年に盛岡で開催された全国会員大会を記
念し、外山森林公園にてブナの木千本の記念植樹が
行われ、そのエリアを地球市民の森と名付けました。
１９９５年から外山森林公園巣箱清掃が始まり今年で
２０年となります。この外山森林公園では羅東國際青
年商會姉妹締結３５周年及び４５周年記念植樹や盛岡
青年会議所６０周年記念植樹も行われ、諸先輩方の築
いてこられた歴史に触れることが出来ます。

 

　本事業を通じ盛岡青年会議所メンバーや地域の方々
が、共に身近な自然に触れ、自分たちが住む地域の自
然環境保護への関心を高め、次世代へ豊かな自然　環
境を残すことができる機会です。今年度は９月２５日

（日）、盛岡市外山森林公園を管理している盛岡森林組

合の青年部様を2名お迎えし、日ごろの管理の仕方や
巣箱の正しい取り付け方を教えていただきました。
　当日は外山森林公園内にある盛岡青年会議所ゆかり
の地を巡り、参加者全員で巣箱清掃と巣箱を鳥が使い
やすい位置に付け直しました。その後、BBQ会場まで
移動を行いBBQで舌鼓を打ちながら、懇親を深めまし

た。
家族で参加したメンバーもおり、とても楽しそうに

語らっていました。他団体との方とも触れ合う貴重な
体験もでき、とても有意義な時間を過ごせました。

未来の担い手スポーツ推進委員会　
　　　　　　　　　　　　　　委員長　菅原　一法
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LOM事業報告

　去る10月6日から10月9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した。
　今年度の全国大会には、約30名のメンバーが参加
しましたが、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、7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3日間で、感
じられる事は多岐に渡りました。また8日に行われた

卒業式においては、本年度卒業をされる方々の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した。

　来年は、埼玉の地で全国大会が開催されます。また、
多くのメンバーで参加したいと思います。

　社会の担い手創造委員会　委員長　鎌田　修司

　９月３０日（金）クイーンズフォンテにて第３回仮
会員オリエンテーションが開催されました。『あなた
もこれから拡大委員長』と題しました今回のオリエ
ンテーションでは、１回目、２回目のオリテンの検
証を踏まえ、新入会員、仮会員を勧誘される側、メン
バーを勧誘する側に分け、『拡大実践』をして頂きま
した。入会から今まで会員拡大に携わったことのない
メンバーもおりましたので、是非この機会に拡大に触
れ、拡大について真剣に考え、今後の盛岡ＪＣの拡大
にメンバー一人ひとりが寄与出来るよう設営を致しま
した。

どのようなことを話せば相手にＪＣの意義や魅力、ま
たは楽しさが伝わるかなど、参加メンバーの真剣な姿

勢が新入会員にも伝わり、とても熱く、和やかな時間
となりました。
本年度３回に渡り、『仮会員オリエンテーション』を
設営して参りました。毎回沢山のメンバーに仮会員を
応援して頂き、また積極的に交流して頂きましたこと
に心より感謝申し上げます。オリエンテーションを受
けた新しい仲間たちがこれからのＪＣ運動の発信力を
高めていってくれると確信しております。
本年度入会の志高い２６名のメンバーが、今後の盛岡
ＪＣの一躍を担い、円滑で積極的なＪＣ活動を行える
よう、引き続き皆様のご協力をお願い申し上げます。

　　　　　会員拡大委員会　委員長　小谷地　麻里

全国大会in広島報告

第3回オリエンテーション報告
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１２月例会・卒業式
　来る１２月３日（土）、ホテルメトロポリタン盛岡
本館にて『１２月例会卒業式』を開催いたします。本
年度は１９名の仲間が卒業を迎えられます。これまで
ＪＣ運動を
牽引されてきた卒業生に対し、敬意と感謝を伝えると
ともに、その歴史を継承し、メンバー一人ひとりの今
後のＪＣ活動に繋げていけるよう設営をしてまいりま
す。また卒業生の皆様にも今までお世話になった皆様
への感謝を伝えられる場としてまいりたいと思いま
す。本年度を締めくくる、最後の例会となります。皆
様の奮ってのご参加を心よりお待ち申し上げておりま
す。

【２０１６卒業式テーマ　：　～光輝く未来へ～　】　
２０１６年度卒業者名（括弧内は入会年）
木下　伸一（２００５年）、髙橋　寛重（２００５年）
岩渕　健二（２００８年）、大泉　勝嗣（２００９年）
菊池　聡　 （２００９年）、　藤村　茂生（２００９年）
堀江　豊   （２００９年）、三浦　潤（２００９年）  
飯塚　勧   （２０１０年）、荒木　政友（２０１２年） 
大森　大輔（２０１２年）、坂本　啓一（２０１２年）
髙橋　剛    （２０１２年）、藤田　竜一（２０１２年）
村井　智紀 （２０１３年）、平野　喜英（２０１４年）
平野　ルミ子（２０１４年）、元持儀之（２０１４年）
村井　由紀子（２０１５年）

日時：１２月３日（土）
【式典の部】　　15：30 ～
【懇親会の部】　19：00 ～
於、ホテルメトロポリタン盛岡本館　　　
　　　　　会員拡大委員会　委員長　小谷地　麻里

事業告知

１１月例会・活動報告例会
　１１月活動報告例会は一般社団法人盛岡青年会議
所運営規程第８条に則り、各委員会活動の報告及び
褒章を行う為、下記の通り開催致します。例年通り、
常任理事の設営により、多少の事業を残しながらも
２０１６年の活動の集大成をメンバー全員で共有する
場とさせて頂きたいと考えております。
　是非スケジュール調整していただき、参加いただき
ますよう心よりお願い申し上げます。
日時：１１月２２日（火）　１９：００～ 
場所：ホテルメトロポリタン盛岡 　ＮＥＷ  ＷＩＮＧ 

　　　　　　　　　　　　　　事務局長　服部　達

いままでの卒業式の様子

2016年度の卒業生懇談会の写真

過去の11月例会の様子
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編集後記

　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。その取り組みをフェイスブック・青年太陽で今後ご報告させて頂きます。
　今年度の活動も残りわずかとなりましたが10月より当委員会メンバーが全委員会を訪問させて頂き「思いや
りプロジェクト」の取り組み内容の振り返りをヒアリング・アンケートをさせて頂きフェイスブックにアップい
たします。今後も思いやりの必要性を理解し、相手を思いやる行動を長期的に継続し実践して行きましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心の醸成委員会　委員長　松久　大三

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
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新入会員紹介

Welcome Morioka JC
ふりがな：おおさわ　ちひろ

生年月日：昭和59年8 月7 日

紹介者：津田徳明　君　　

スポンサー：津田徳明　君　　小谷地麻里　君

勤務先：プルデンシャル生命保険株式会社　　業種：金融

正会員になっての意気込み

  一度東京に出て、盛岡の素敵さに気づいたからこそ、本当に盛り上げる側に

なってみたいと思えています。皆さんと一緒にもっと魅力ある盛岡にしていき

たいです。 
　　  大澤　ちひろ　君

思いやりプロジェクト

　１０月になりいきなり冷え込んできて冬の気配が感じられるようになってきました。今号の特集記事で盛岡ク
リーン選手権を知っていただきました。盛岡青年会議所は世界から地域までおおきなフィールドで運動し、活躍
をしております。今回、初めて盛岡クリーン選手権を行いましたが、盛岡市内に結構ゴミがあることが感じられ
ました。普段道を歩いても全然気が付きませんでしたが、結構ゴミがあり驚きました。
　こうした活動を通して、もっと地域のことを考えて行動してたり、興味をもって盛岡にこれからも住んでいき
たいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務広報委員会　委員長　　藤澤　平


