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盛岡青年会議所広報 ２０１７・３月号

■特集■盛岡青年会議所ってどういう団体なの？
■2017体制正式に始動 1月通常総会
■「我がこと」力強く発信 新年交賀会
■9議案を承認先輩から激励も 2月通常総会
■活発に異業種交流 ２月例会
■「大人の本気が―」２３日に講演会
■羅東国際青年商會との交流に向けた勉強会
■｢一人ひとりがリーダー｣ 4月例会
■「まちづくりアカデミー」 4月開校
■「広報力アップ」学ぼう 5月例会
■「U-11サッカー盛岡フェス」
■京都会議 活動発信へ決意
■金沢会議
■出向者報告
■仮会員紹介
■アンケート
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青年太陽 ２０１７・３月号

■特集■ 盛岡青年会議所ってどういう団体なの？

盛岡青年会議所は、地域貢献、国際交流、メ
ンバーのスキルアップにつながる事業など、明
るい豊かな社会の実現に向けた活動を行って
おります。広報誌青年太陽３月号では、メン
バーが事業構築に向けて取り組んでいる活動
をお伝えします。

盛岡青年会議所が行っている事業の一つに｢盛岡

さんさ踊り｣があり、主催団体の一員として運営に参
加してます。１９７８（昭和５３）年に初開催して以来、
２０１６（平成２８）年で３９回目を迎えました。８月１日

から４日間、盛岡市中央通をメイン会場とし、「魅せる
祭り」と「参加する祭り」のコラボレーションを展開。毎
年盛況で、盛岡青年会議所メンバーは一般参加者

と共に４日間参加しております。

青年会議所メンバーは、一般参加者との練習会の
前に、盛岡さんさ踊りの勉強会を開き、さんさ踊りの
歴史や魅力を学びあいます。参加したことのないメン

バーにとっては「知っているようで知らない」さんさ踊
りの豆知識」を得ることで、郷土芸能に理解を深める
機会になります。毎年のように参加しているメンバー

にとっても、さんさ踊りの魅力を再認識する場になっ
ています。

練習会は５月からスタートします。最初の２回は青
年会議所メンバーだけで練習し、３回目以降に参加
する一般の初心者の方にアドバイスできるように備え

ます。一般参加者を迎えての練習は、腹太鼓、横笛、
踊りに分かれて実施。レベルに合わせてグループ別
に練習を行いますので、初めての方でも気軽に練習

ができ好評です。

練習を重ねていくにつれ、青年会議所メンバーと
一般参加者が、互いに気兼ねなく声を掛け合えるよ
うになります。グループだけでなく一人で参加する方

もたくさんいます。本番が近づくにつれて、踊り、太
鼓、笛の息も合ってきます。何よりさんさ踊りの本番
前に、一般参加の方々とメンバーの間に一体感が生

まれるのが練習会の醍醐味と言っていいでしょう。

盛岡青年会議所メンバーは、さんさ踊りを運営する
にあたり、毎年５月から始まる練習会や本番の流れ
などについて、何度も打ち合わせ会議を重ねていま

す。大切にしているのは、参加する多くの方々に「世
代の垣根」を超えて地域への愛着や誇りを抱いてい
ただくことです。そのための魅力創出や情報発信に

努めています。
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青年太陽 ２０１７・３月号

■特集■盛岡青年会議所はこんなところ！

８月１日の夏空に狼煙が響くと盛岡さんさ踊りの大
パレードがスタートです。ミスさんさ踊りの華麗な演舞
の後には、伝統さんさ踊りの団体が続きます。パレー

ドでは、盛岡青年会議所メンバーと共に「ちびっこさ
んさ」、花車も盛岡さんさ踊りの魅力です。

「ちびっこさんさ」は花車の周りを華やかに彩るこ
とを理由に始まり、今年で２０年目を迎えます。昨年
は、子どもたちに「親への感謝の言葉」を短冊に書い

てもらい、花車の装飾にしたことで彩りが増しました。
子どもたちにとっては参加する楽しさが膨らみ、親
は子どもたちの思いを知ることができ、親子の絆を強

くする機会になりました。盛岡青年会議所メンバーと
一般参加者と子供達との繋がりも一層深いものにな
りました。

最終日には、「世界一の大太鼓パレード」「大輪踊
り」でグランドフィナーレを飾り多くの参加者との交
流・友情が生まれました。終了後には、一般参加者と

懇親会を開催し労をねぎらい親睦を深めました。

「盛岡さんさ踊り」本番が終わっても終わりではあり
ません。日を改めて、参加者からいただいたアンケー
トを元に会議を開き、検証を行い次年度へ引き継ぎ

ます。
盛岡さんさ踊りは今年で４０周年を迎えます。盛岡
青年会議所は、主催者団体の一つとして関わる盛岡

さんさ踊りはとても素晴らしい事業の一つですし、世
界に誇れるお祭りです。今後盛岡さんさ踊りが発展
を遂げて行くためにも当事者意識を持ち魅力を広く

発信していきます。

◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆
今回の特集では盛岡青年会議所の事業の中から、
多くの方々に親しまれている｢盛岡さんさ踊り｣にス

ポットを当て、青年会議所の活動の「舞台裏」をほ
んの少し紹介させていただきました。
取り組んでいる事業は、さんさ踊りのほか、わんぱ

く相撲盛岡場所、JCカップU-11サッカー盛岡フェス
ティバル、来年で交流５０年を迎える台湾の羅東国
際青年商會との国際交流などがあります。

大半のイベントは1～4日の日程で行われます。し
かしそこに至るまでに、数か月前から話し合いや準
備を行い、本番終了後には検証しています。

｢どんな内容にすればより良い事業になるか｣
｢どうすれば、多くの人に参加してもらえるか｣
こうした意見交換と実践を重ねる過程そのものが、

活気ある盛岡のまちづくりにつながるものと考えま
す。お互いに違う職業のメンバーが、同じフィールド
に立ち、課題を乗り越え、事業の成功を喜び合うこ

とで、新しい友情や連帯感がはぐくまれます。
こうした地域づくりのプロセスを経て、盛岡で暮ら
し、盛岡で仕事をするメンバーのスキルアップの向

上が図られているといっても過言ではありません。
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去る１月１４日（土）、盛岡グランドホテルにて
“「我がこと」が未来を変える”のスローガンのもと
（一社）盛岡青年会議所（以下、盛岡ＪＣ）２０１７

年度理事長、波紫裕司君の所信表明が行われ、
盛岡ＪＣの活動がスタート致しました。また名誉会
員であります岩手県知事 達増拓也様、盛岡市

長 谷藤裕明様、盛岡商工会議所会頭 谷村邦
久様（代理：藤村文昭様）をはじめ、多くの来賓、
来訪ＪＣ、特別会員の皆様にご臨席を賜り、２０１

７年度最初の事業であります新年交賀会が盛大
に開催されました。
１６年度盛岡ＪＣの活動に対するご協力への

感謝とともに、本年度６５周年を迎える私たちへ
の変わらぬご支援を頂けるようメンバーの皆様に
はおもてなしの気持ちで「我がこと」を実践して頂

き、設営にご協力を頂きました。
懇親会ではご参加頂いた皆様一人ひとりが、沢
山の方々との交流を通じ笑顔が溢れる姿を拝見

することが出来ました。最後に行われた「若い我
ら」では、会場内に収まりきれないほどの大きな
輪となり、会場内が一体となりました。

設営を通じ、１７年度盛岡ＪＣの運動発信のス
タートの場の提供の役割を担えたことは、当委員
会においても大きな学びとなりました。お忙しい

中、ご臨席賜りました皆様に心から御礼申し上げ
ます。（地域交流委員会委員長 本宮貴浩）

青年太陽 ２０１７・３月号

■報告■１月通常総会・セレモニー ２０１７体制正式に始動 全議案を承認

■報告■新年交賀会 「我がこと」力強く発信 ６５周年、結束さらに

1 月 14日（土）盛岡グランドホテルにおいて、公益法
人法を遵守し、諸先輩方が長きに亘り歴史を紡いでこら
れた一般社団法人盛岡青年会議所の2017年度体制を

正式にスタートさせるため1月通常総会・1 月例会セレ
モニーの部を開催いたしました。
1 月通常総会では、議長に選任された中野美知子君の

進行のもと、2017年度の年間事業計画、各会計当初予
算、理事追加選任に関して慎重に審議され、全議案が
承認されました。

また、1 月例会セレモニーの部においては第 60 代理
事長から第 64 代理事長までの歴代理事長にご臨席賜
り、理事長引継儀式であるプレジデンシャルリース伝達

式が執り行われました。その後波紫理事長が挨拶され拝
聴した会員一同は2017年度の運動をより強く発信するこ
とを胸に誓いました。 （常務理事 藤原大修）
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2月8日（水）盛岡八幡宮崇敬殿において、当
青年会議所の定款に則り2月通常総会を開催い
たしました。

2月通常総会は、議長に選任された坂東学君
の進行のもと、2016年度の事業報告、各種会計
決算、2017年度の予算修正など、合計9議案が

承認されました。2016年度決算については2016
年度監事を務められました三浦潤先輩から監査
報告をいただき、同じく堀江豊先輩より2016年

度の事業に対する監事講評をいただくとともに
2017年度により良い運動が展開できるようにと熱
いメッセージをいただきました。

近年、総会と例会を同日に開催していましたが
本年度は2月例会に多くの時間を費やす必要が
あり、総会のみの開催とし総会後には各委員会

を開催するといった新たな試みをいたしました。
今後もJCIのコーポレートスローガンである『Be 
Better』を胸に、全てのことに対し挑戦してまいり

ます。（常務理事 藤原大修）

青年太陽 ２０１７・３月号

■報告■２月通常総会 ９議案を承認 先輩から激励も

■報告■２月例会 活発に異業種交流 出会いと学びの機会に

新年交賀会で主に対外や特別会員へ向けて
理事長所信を始め、組織及び事業計画を発信
しますが、理事長所信を指標としながら各委員

会がどのような運動を展開していくのかを会員一
同で共有し、一体となってまちづくり運動を展開
する意識を啓発するとともに参加者の行動を喚

起する機会が必要であること、また当青年会議
所が起こす運動をより大きく拡げていくためには、
志を同じくし、まちを我がことと思い行動できる新

たな会員が必要であるとの考えのもと、2月17日
（金）ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィングで、
2月例会・異業種交流会を開催いたしました。

2月例会においては波紫理事長より所信、ス
ローガン、基本理念、基本方針等について改め
てお話していただくとともに、各委員長からは委

員会の基本方針とそれに込めた思い、そして年
間事業を終えた際、まちにどのような変化を生ん
でいたいのか説明いただき、各委員会のビジョ

ンと使命を共有する機会となりました。
また約50名の一般参加者を迎い入れ開催した
異業種交流会においては、当青年会議所には

どのような青年経済人が在籍しているのかという
ことを参加者に理解していただくこととともに、多
くの出会いと学びを創出することができたと実感

しております。（常務理事 藤原大修）
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子供は身近にいる大人の行動から影響を受け成
長致します。その成長を健全なものとするために、
普段から私たち大人が子供の模範となる行動を意

識し、実践することが必要と考えます。
さて、来る3月23日（木）プラザおでっての、3Fおでっ
てホールにて、未来の担い手育成事業、「大人の本

気が子供を変える」と題しまして、バディスポーツ幼
児園園長であられます、鈴木威氏をお招きし子供の
模範となる行動について講演会を開催致します。バ

ディ幼児園は独自の視点から、子供の将来に必要
であろう、健全な心の成長を主とし教育を考えてい
る幼児園でございます。

出来ない子は出来る子を手本にすること。出来る
子は出来ない子の面倒をみて「思いやり」と教わった
時の「感謝の気持ち」を徹底し、しっかりとした人間

関係の構築を指導しております。
また、跳び箱、三転倒立、逆上がりが卒業試験であ
ります。これは「思いやりと感謝」「どこまでもベストを

尽くす」「やればできる」という意味があり、自分の力
でどんなことも乗越えるという想いが込められており
ます。子供の教育に対し、一つの指針として大変貴

重な講演であると思います。参加費は無料となって
おりますし、定員200名となっておりますので、ご参
加の程宜しくお願い致します。

（未来の担い手育成委員会委員長 川村卓也）

青年太陽 ２０１７・３月号

■告知■台湾・羅東ＪＣとの交流さらに ４月１２日に勉強会

■告知■「大人の本気が子供を変える」 ３月２３日に講演会

国境を超えた友情を結ぶことで会員相互の理
解と友情を深め、地域差社会の産業、文化、教
育の発展に対して国際的視野にたった両国間の

親善と友好を深める目的のもと、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（後の羅
東國際青年商會、羅東JC）が姉妹締結 を前提に
交流が始まりました。本年度は姉妹締結49年目

を迎えます。今年は互いの創立周年という記念
すべき年であり、相互訪問の機会に恵まれており
ます。これまで両青年会議所の先輩方が歩

第三部ではこれからの羅東國際青年商會との
交流について考えるために、グループワーク
を開催いたします。

今年一年の国際交流を盛り上げると共に、
本年度の羅東訪問、盛岡来盛に向けた勉強
会に多くのメンバーのご参加を賜りますよう、

宜しくお願い申し上げます。
（国際交流委員会委員長 小笠原優）

んでこられた友好の歴史、文化を現役メンバー
が学び受け継ぐべく、来る4月12日（水）19：00よ
りプラザおでって ３階 大会議室にて「羅東國

際青年商會との交流に向けた勉強会」を開催致
します。
本年度の試みといたしまして第一部では国際

交流の意義と重要性について、第二部では過去
の羅東JCとの交流の歴史を知る勉強会、

↑POPをクリックorタップして
動画を見る事が出来ます。

↑POPをクリックorタップして
動画を見る事が出来ます。

https://www.youtube.com/watch?v=DJaf66mcDzg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YX-QvHtHZqY&feature=youtu.be
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今、日本は、生産人口減少による経済力低下
への懸念、インターネットの普及に伴うビジネス
環境の変化、価値観の多様化による地域コミュニ

ティの変化など、多くの課題が存在しており、私
たちが住み暮らすもりおかも例外ではありません。
多く課題が複雑に絡み合う社会構造の中、よりよ

いまちの未来を創るには、まちの魅力や資源を
活用した理想像を描くこと、そして理想へ向けて
率先して行動する魅力ある人の育成が必要です。

魅力溢れるひとが、まちを「我がこと」と考え行動
し、まち全体へと関心の輪を広げる事が、もりお
かに活気をもたらし、誰もが未来に夢や希望を持

ち続けられる社会の創造へと繋がります。
そこで、まちの未来創造委員会では「ぼくらのま
ちづくりアカデミー」と題し、全3回の講座を通じて、

まちを「我がこと」と考え、まちづくりの企画や事業
を率先して行える魅力あるひとを育成する講座を
開催致します。

青年太陽 ２０１７・３月号

■告知■４月例会 「一人ひとりがリーダー」～魅せましょう。あなたのビジョンを～

■告知■「ぼくらのまちづくりアカデミー」４月１９日開講 全３講座 参加募集

を解説し理解を深めて頂きます。第２部ではグ
ループワークなどの手法を用い、実際にビジョン
を掲げ、掲げたビジョンに向けどのように行動して

いくのかを学ぶ機会としております。その後に開
催予定の６月オープン委員会、９月例会へ繋がる
内容となっております。

参加して頂いたメンバーの皆様により良い学びの
場となるように委員会メンバー一丸となって準備を
進めております。年度初めのお忙しい時期かと存

じますが、１人でも多くのメンバーの皆様の参加を
心よりお待ちしております。

（会員開発委員会委員長 大和田祐輔）

今年度会員開発委員会では、基本方針で掲げ
た「リーダーとして自身の意志を明確に持つこと」、
「協働する他者を尊重すること」を２本柱に現代社

会のリーダーに求められる資質について、４月例
会、６月オープン委員会、９月例会と３回の事業を
通して１年間メンバーの皆様に学びの機会を提供

してまいります。
４月例会では、「リーダーとして自身の意志を明確
に持つこと」を「ビジョンを掲げる」ということに置き

換え、「一人ひとりがリーダー」～魅せましょう。あな
たのビジョンを～と題して「ビジョン」にフォーカスを
当て開催致します。第１部では、なぜビジョンを掲

げる必要があるのか、ビジョンを掲げる意義

【開催日・場所】
■第1講座 日時：4月19日(水) 18:30～21:00

(受付18:00)
場所：岩手県公会堂２階26号室
■第2講座 日時：7月5日(水) 時間：未定
場所：岩手県公会堂
■第3講座 日時：9月9日(土) 時間：未定
場所：今後決定

（まちの未来創造委員会委員長 松本陽吉）

第1講座は、まちづくりを考える上で土台となる
「自分たちが住み暮らすまちの現状を客観的に認
識すること・まちの理想像を描き自らがどの様な行

動を起こすべきか」を学べる講座となります。
皆様におかれましてはご多忙の事とは存じますが、
奮っての参加を心よりお待ち致しております。

第2講座・第3講座の詳細情報はHP上でも随時更
新していきますので、お楽しみに！

↑POPをクリックorタップして
動画を見る事が出来ます。

↑POPをクリックorタップして動画を見る事が出来ます。

https://www.youtube.com/watch?v=3j63T2ylXhI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G-vcMUhx_pw&feature=youtu.be
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本年度のテーマを「絆が人を強くする」と致しました。スポーツを通して、チームメイトや相手チームとのコ
ミュニケーション力を養い、そしてサポートをしていただく家族や周りの大人に感謝の心を伝え、絆を深める
ことが大切であるとの考えの基に、本年は5月20日（土）21日（日）第2回JCカップU-11サッカー盛岡フェス

ティバルを開催致します。 （未来の担い手育成委員会委員長 川村卓也）

青年太陽 ２０１７・３月号

■告知■５月例会 「広報力アップ」学ぼう ５月２６日にアイーナで開催

■告知■５月２０（土）・２１（日）に第２回Ｕ-１１サッカー盛岡フェス

５月２６日（金）に岩手県民情報交流センター アイーナ 会議室８０３号室にて１９：００より、広報力向上に
向けた事業である５月例会を開催致します。盛岡青年会議所が展開する運動がより良いまちの未来につ
ながるものとして市民の皆様に認知・理解していただく為に広報力向上が必要と考え、多くの学びが得られ

る例会となるよう現在メンバー一同事業構築に向け取り組んでおります。メンバーの皆様の多くのご参加お
待ちしております。 （広報渉外委員会委員長 工藤尚）

■渉外報告■京都会議 「教育再生」へ考え共有 運動発信へ決意新た

1月19日から22日まで国立京都国際会館にて
「京都会議」が開催されました。本年度、盛岡青年
会議所(以下、盛岡JC)からは35名のメンバーで参

加して参りました。本年度盛岡JCからは計12名の
メンバーが日本青年会議所に出向しております。
21日には盛岡JCのOB先輩である岡崎正信先輩

が講師を務められた「稼ぐ地域プロデュースセミ
ナー」や全国の青年会議所の重要課題でもある
会員拡大を学べる「会員拡大サミットin京都会議」

も開催され、多くの学びがありました。メインフォー
ラム第1部では本年度、日本青年会議所が掲げる
「教育再生」の概念の共有を目指し、好循環を生

み出す「教育再生」を実現する未来の投資の重要
性、そのために今何をするべきかを下村博文氏よ
り解説いただきました。第2部「経済再生フォーラ

ム」では、講師として三橋貴明氏、原丈人氏から、

日本経済において経世済民を確立するためには
何が必要か講演いただきました。新年式典では、
公益社団法人日本青年会議所第 66 代会頭、青

木照護君の所信演説を拝聴しました。

世のため、人のためが自分のため。目先の利益
よりも、未来への投資を重んじる生き方、それこそ
が全ての日本人が目指すべき日本の道、『日本

道』であるとの考えのもと、教育再生、未来を見据
えひと・もの・技術に投資を行う経済再生などにつ
いて力強く演説されました。大会全体を通し、京

都会議に参加した盛岡JCメンバー、一人ひとりが
時間と経験を共有した事で結束力が高まり、一年
間の運動発信に対しての強い決意へと繋がって

参りました。
（まちの未来創造委員会委員長 松本陽吉）

■渉外報告■金沢会議

2015年11月に開催されたJCI世界会議金沢大会
の総会において、JCIが国連の持続可能な開発目
標「UN SDGs」の達成に向けて、積極的に取り組

むことを採択しました。
この宣言が金沢の地で採択されたことから「金

沢宣言」と呼ばれています。
JCI金沢会議は、アジア太平洋地域の各国青年
会議所の代表が一同に参加する国際会議です。
国連が掲げた持続可能な開発目標「UN 

SDGs」の達成に向けた活動の推進を目的とし、
金沢宣言が採択された金沢市で2016年から
2020年まで毎年開催されます。

2月18日は寬仁親王妃信子殿下特別講演「私

が身につけた残したい金沢の伝統と伝承」

2月19日はカメラマン渡部陽一｢世界からの
メッセージ~希望ある明日のために~｣等、
「UN SDGs」に興味を持ち理解できるフォーラ

ムの内容となっておりました。

（世界の中の日本確立委員会 委員 照井和弘）
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■出向者報告■岩手ブロック協議会 新春のつどい

■出向者報告■岩手ＪＡＹＣＥＥアカデミー 開校式

2月5日、ホテル志戸平温泉にて、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
会の新年会「新春のつどい」が行われました。式

典においては、木村直樹会長をはじめとした
2017年度岩手ブロックの新体制を担う役員と、
各地会員会議所の理事長の皆様をご紹介させ

て頂きました。また、岩手県知事や花巻市長を
はじめとした多くのご来賓の方々や、OBの皆様、
各地青年会議所のメンバーの皆さまにもご来場

いただき、新体制への祝辞とエールをいただき
ました。
そんな中2017年度岩手ブロック協議会会長木

村直樹君より、新年の抱負であります基本方針
表明も行われ、基本理念「地域の魅力に溢れた
誰もが夢を描ける岩手の創造」と今年度の

スローガン「一期一会の覚悟 岩手を変える
のはオレたちだ！！」が発表され新体制を担う
役員を代表して一年の意気込みを表明されまし

た。

2月5日、「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第34期いわて
JAYCEEアカデミー委員会開校式」が花巻南温

泉峡 湯の杜ホテル志戸平で行われました。当
日は出向者19名中13名が出席し、3塾に分かれ
緊張のなか開校式を迎えました。開校式の前に

行われた塾会議では1年間学びを共にする岩
手県内各地の仲間と、各塾長のもとアイスブレイ
クを兼ねた自己紹介をしました。私の参加する

船砥塾では他のメンバーの色をファーストインプ
レッションで答える手法を用いた自己紹介をしま
した。

開校式では沢山の盛岡JCメンバーの激励の中、
2016年度入会メンバーの団結力をいかんなく発
揮し他のLOMに負けないくらいの気合で式典

に臨みました。

開校式後に「JC運動の広がりの大切さ」と題し
て日本青年会議所第62代会頭小畑宏介先輩
の記念講演を拝聴いたしました。講演の中で

「すべては自分がはじまり。JCに入るのも、やめ
ることも、今日この場にいることも、すべては自
分の選択の結果である。だから機会の提供を受

けた場合はどうか積極的に掴みにいって欲し
い。」「広がりの可能性は全て行動を起こすとこ
ろにこそある。」との講演をいただき、今年１年積

極的にJC運動を展開していくためにも、いただ
いた機会を精一杯掴み取り、自分自身が少しで
も成長することで、もりおか・岩手を1㎜でも動か

すことが出来る、そんな人財になりたいと改めて
実感いたしました。
「岩手を変えるのは俺たちだ！！」

（いわてＪＡＹＣＥＥアカデミー委員会
大谷陽介）

その後の祝宴の部でもOBの皆様や各地会員
会議所の理事長の皆様をはじめとするメンバー
の皆さまとの交流も図られ、良い機会提供をす

ることが出来ました。 花巻の地から発信された
岩手ブロック協議会の発信を各地青年会議所
に響かせ、今年度の活力ある運動を行う為の良

きスタートとし、今年１年間頑張りたいと思いま
す。
「岩手を変えるのはオレたちだ！！」

（岩手ブロック協議会総務広報委員長
浅沼智之）
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東北ゼミナール委員会開校式と同日、2月11
日（土）に第一講座が開催されました。冒頭、会
務担当副会長である高橋一仁君（盛岡JC）から

の挨拶があり、その後委員長の井田和史（山形
ブロック・高畠JC）から、東北ゼミナール委員会
の運営の話や、展望の話をいただきました。

第一講座には、開校式に参加したゼミ生のほ
とんどが参加しており、会場内は熱気に溢れて
おりました。講座の内容は講師として高橋一仁

君が立ち、第一講座のテーマに「追及力」を掲
げ、会場のゼミ生全員と同日開催されました山
本賢治氏による講演「これからの世界で活躍す

るリーダー」についてより深く私たちの学びとす
る為、6人ほどのグループに分かれ、他者の意
見を取り入れつつ自分の考えも発表し理解を深

めました。

同じ内容の講演を聞いたのですが人それぞれ
重要だと思う着眼点が異なり、やる事とやらない
事を決断する力・学び続ける力・人とは違う自分

ならではの力など一つのテーマに異なる価値観
を持ったゼミ生が協議をすることで新しい価値観
を身に着けることができました。

講座の最後には井田委員長から本年度の東北
ゼミナール委員会一年間のテーマ「志高く果敢
に挑戦する覚悟と行動力を持ったLOMを牽引す

る人材育成」が提示され、それに向けてのロード
マップが発表されました。講座ごとにもテーマ、第
一講座「追及力」第二講座「知識力」第三講座

「巻き込む力」第四講座「貢献力」第五講座
「LOMを牽引する豪傑な力」があり、そのテーマ
のもと一年間活動して参ります。

（東北ゼミナール委員会 田貝裕之）

青年太陽 ２０１７・３月号

■出向者報告■東北ゼミナール委員会 開校式

■出向者報告■東北ゼミナール委員会 第一講座

2月11日（土）公益社団法人日本青年会議所 東
北地区協議会 東北ゼミナール委員会開校式が
宮城県仙台市、太白区文化センター楽楽楽（らら

ら）ホールにて開催されました。本年度の東北ゼミ
ナール委員会はスタッフ11名、ゼミ生77名で構成
されております。盛岡青年会議所からは会務担当

副会長として高橋一仁君、東北ゼミナール委員会
ゼミ生として小谷地麻里君と私、田貝裕之で参加
をして参りました。

各地会員会議所理事長をはじめ、約300名の

メンバーに見守られ2017年度の東北ゼミナー
ル委員会がスタートすることが出来ました。
当日は開校式セレモニーが開催されたのち、

基調講演「これからの世界で活躍するリーダー」
と題し、アップル・ジャパン元代表取締役社長、
株式会社コミュニカ代表取締役社長、山本賢治

氏の講演が行われました。
講演時間は約1時間と短いものではありました
が、世界から見た日本という価値観を土台に置

き、今リーダーに必要な資質とは何か、リーダー
に求められる行動とは何か等を中心に講演され、
中身の濃い充実した時間となりました。

ビジョンを掲げる必要性、変化を恐れず進む
気構え、常に好奇心を持つ必要性など、世界
で活躍するリーダーというテーマではありました

が、私達の日常にもすぐ関わることのできる重
要な事ばかりでありました。
今後、東北ゼミナール委員会では9月までに

全五講座を開催する予定です。各講座では毎
回テーマを設け開催する予定です。日程等も
確定次第ご報告させていただきます。

（東北ゼミナール委員会 田貝裕之）
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私は青年会議所に入会して丸２年と１ヶ月が経ちました。友人からもJCについての質問を受ける
事が増えましたが、世間の方々が持っているイメージとメンバーが行っている活動とのギャップ
を感じる事が多いです。そこで日々まじめに事業構築に向けて取り組んでいるメンバーの姿を

知ってもらえればと思い特集を組みました。
また、今回は事業告知にPRの動画を組み込みました。少しでもこれから行われる事業に対して興
味を持って頂ければ幸いです。

製作するにあたり、原稿のご協力を頂いた皆様ありがとうございました。
今年度の青年太陽の今後の発行は6月、9月、12月の3回となります。どうぞ宜しくお願い致します。

（広報渉外委員会委員長 工藤 尚）

青年太陽 ２０１７・３月号

■■青年太陽アンケート

■■編集後記

■■ようこそ盛岡ＪＣへ 仮会員のご紹介

氏名 ：宮脇 沙紀（みやわき さき）

会社名：住友生命保険相互会社
H28年4月から盛岡に赴任して

きました。初めての東北で不安
もありましたが、職場の皆さん
とお客さまに触れ合う中で、盛

岡という土地がすごく好きにな
りました。そのような中、仕事に

限らずより多くの盛岡の方々と
絆を深められるＪCのお話を伺いました。転勤族

のためひとつの土地に何年も貢献することはで
きません。それでも、ＪCの活動を通してこの土

地で何かを残したくさんのご縁を作っていきた
いと考えております。わからないことばかりです
が、根性と明るさには自信があります。「為せば

成る。為さねば成らぬ。何事も。」を胸に頑張り
ます。

バディ担当 北條宏君
宮脇さんは、岩手に来てまだ1年程ですが盛岡

を盛り上げたいという気持ちを強く持っています。
そんな宮脇さんと一緒にJC運動を通して、盛岡
の事をもっともっと好きになって欲しいです。

氏名 ：松政 里玖（まつまさ りく）

会社名：㈱リクルートライフスタイル
Uターンで戻ってきた身です。盛岡

は自然・歴史・都会要素が程よく詰
まった可能性ある街だと思ってい
ます！皆様とのご縁の中で少しで

も盛岡について考え、行動できる
自分になれればと思います！よろ
しくお願いします。

氏名 ：佐々木 昭雄（ささき てるお）

会社名：花兵衛
１月の祝賀会に出席してみて、

色々な人がいて、それでも壁がな
い所に魅力を感じました。人脈作り
や仕事でも、繋がっていければい

いなと思っています。今はとにかく
青年会議所を理解して行くことに
一生懸命取り組みたいと思ってお

ります。どうぞ宜しくお願いします。

バディ担当 高橋潤君
見た目通りとても真面目で誠実です。

物腰が低く、人当たりも良いのですぐに周りに馴染
むことができます。

また、責任感があり、とても熱い一面も持っています
ので、今後、新入会員の中でも中心的存在になって
いくとおもいます。

バディ担当 大澤ちひろ君

人情があり、人の、繋がりや、温かさに思いやり
のある方です。また、家族も数日前に増え、

益々男気と、愛情が増しております。職人気質と、
根性があり、いつもその場その場に合ったお花
を提供して下さる技も持ち合わせております。ど
うぞ、皆さん、これからよろしくお願い致します。

盛岡青年会議所が発行する広報誌「青年太陽」をお読みいただきありがと
うございます。年３回、次回は６月に発行します。読んでいただいた皆さんの
声を生かしより充実した広報を作るためにアンケートを実施します。ご協力く
ださいますようよろしくお願いします。 ＱＲコードでアクセスください→

ＱＲコードをクリックorタップして
アクセス出来ます。

https://docs.google.com/forms/d/1EWd3U3EZv4gBC9C4LHfHXY_S67ddQVH2xU1ZMvKh-Uw/edit

