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　盛岡青年会議所では1988年からス
ポーツを通じて心身を共に鍛え、青少
年の健全な成長を育むという趣旨のも
と毎年わんぱく相撲盛岡場所を開催し
ています。第31回目となる今年のわ
んぱく相撲盛岡場所は、岩手県内の小
学１年生～６年生を対象に、子供達が
国技であ る相撲を通じ、礼節を学び、
勝ち負けだけではなく、相手を思いや
る心を育むこと。そして、日頃の鍛錬
で磨かれた力を相手にぶつけること
で、自身の成長や課題を認識し、将来
への目標を持つ契機とすることを目的
に開催致しました。今年は６月17日
に岩手県営武道館にて開催され、男子
部４、５、６年生の優勝者は両国国技
館で行われる、わんぱく相撲全国大会
の切符を手にしました。

　体が大きい、小さい、力が強い、弱いなど人それぞれ個性があります。個性を活かし、子供達
と共感し合いながら、稽古を積み、試合に挑み、結果を受け入れ次に活かす、その繰り返しを体
験し、自信を持つ事が大切であると考えています。相撲は礼に始まり、礼に終わるスポーツです。
　相撲を通じて、人として大切な事を学び合い、子供達の成長を感じた時に指導者として大変う
れしく思います。
　小学生の相撲大会で全国に繋がる大会は少なく、相撲に取り組んでいる子供達にとって、メイ
ンの大会であり、わんぱく相撲盛岡場所で横綱となり、全国大会に出場し、活躍する事が大きな
目標・夢となっています。今後も継続する事を切に願っています。

（滝沢相撲クラブ　佐藤　秋治 氏）　

わんぱく相撲とは？

「未来へ向けてはっけよい!!」「未来へ向けてはっけよい!!」

詳しくはHPへ→

相撲を通して、子供たちを指導していて感じることを教えてください！
指導者の方からの声！

　普段の大会では出場機会が少ない11
歳以下の少年少女を対象としたサッカー
大会で「グッドルーザー精神」のもと、
勝敗に関わらず、戦った相手を称え、
認めることにより、相手を慮る心や道
徳心を子供たちに養ってもらうことを
目的に開催致しました。優勝チームは
岩手県大会に出場することができ、今
年は４月28日29日に盛岡市立つなぎ
多目的運動場にて開催され、全14チ
ームが競い合いました。

第3回JCカップU-11
少年少女サッカー盛岡
フェスティバルとは？

　優勝　MIRUMAE FC
準優勝　RENUOVENS OGASA FC
　　　　ジュニア
　３位　盛岡太田東サッカー少年団

詳しくはHPへ→

優勝したMIRUMAE FC
盛岡青年会議所 中野理事長

■ フィジカル
■ ボールコントロール
　 などの技術
■ シュート、決定力
■ メンタル、向上心
■ 視野を広げたプレー
■ 声出し(プレー・応援)
■ ディフェンス、セーブ

■ すごく楽しかった 
■ 楽しかった 
■ あまり楽しくなかった 
■ 楽しくなかった 
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大会を通して、これから成長
したいと思ったところは？

出場選手に
聞いて

みました！
大会に出場
した感想は？

・自分の課題を見つけることがで
きた｡ 
・みんな最後まであきらめないで
楽しくプレイできた。
・コーチやチームメイトに言われ
たことができなくて悔しかった｡
・試合に負けたし、少し自分の行
動を見直したいと思った｡

「未来の自分へ選手宣誓!!」「未来の自分へ選手宣誓!!」
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盛岡青年会議所は、1968年の姉妹JC締結以降、台湾の羅東國際青年商會と今日まで相互に訪問を
重ね、交流の歴史を紡いでまいりました。

姉妹JC締結から50年という記念すべき年を迎え、未来を担う子供たちへ国際交流を通じて、多様な感性を育ん
でもらう機会とすべく、羅東國際青年商會姉妹締結50周年記念事業として、国際交流事業「KAKEHASHI」を実
施致します。

台湾 羅東國際青年商會
姉妹締結50周年「KAKEHASHI」

なぜ今回の渡航事業に参加しようと思いましたか？
　元々、海外について興味がありました。特に日
本に近い中国や韓国などは、社会の授業で習う機
会もあり、日本とどのように違うのか等を知りた
いと思っていました。
　そんな時、学校を通じて今回の国際交流の紹介
があり、ぜひ参加したいと考えました。
台湾の人たちとどんなことをしてみたいですか？
　様々な価値観にふれるために、現地の人と色々
な事をしたいのですが、特に「何をしたい」とい
うのは決まっていません。
　台湾の人たちの日常の生活を見たり聞いたり感
じたり、自分もたくさんの体験が出来ればいいな
と思っています。

小鯖比央里さん

（ ）滝沢市立滝沢
第二中学校3年

なぜ今回の渡航事業に参加しようと思いましたか？
　元々外国に興味があった事と交流を通して台湾
の事をたくさん学びたかったからです。そして、
盛岡の良さを発信していきたかったからです。
台湾の人たちとどんなことをしてみたいですか？
　台湾の学校と授業の受け方が違うと思うので、
台湾の学校で授業を受けてみたいです。また、ス
ポーツ交流などをして交流を深めたいです。

髙橋愛茉さん

（ ）盛岡市立繋
中学校2年

あなたが思う国際交流とは？
　ただ海外の人と交流するのではなく、様々な国
の人々の考え方や価値観について、理解し受け入
れることが大切なのだと感じています。それを踏
まえた上での自分の考えもしっかりと伝えること
で、本当の国際交流となるのではないかと思います。
台湾の人たちとどんなことをしてみたいですか？
　一緒に食事をしながら、対話を楽しみたいです。
　台湾の人気スポーツでもあるバドミントンを一
緒に楽しんでみたいです。

宮森遥花さん

（ ）紫波町立紫波
第一中学校3年

あなたが思う国際交流とは？
　いろいろな国の文化を学ぶことができ、そのた
めには日本という国をまず知る事が大切だと思い
ます。
台湾ではどんなことを学んでみたいですか？
　日常生活や風習など日本と何が違うのか、見て
聞いて体験したいです。福士瑞希さん

（ ）岩手町立沼宮内
中学校3年

台湾へ行くことが決まり、今どんな気持ちですか？
　私は、卓球部に所属していて、県大会を目標に
仲間とともに日々練習に取り組んでいます。なの
で、大会と日程が重なり、少し複雑な気持ちにな
りました。しかし、台湾に行くことは、今後体験
することがないし、私にとって大きな糧になると
思い、とてもうれしかったです。町を代表してしっ
かり学んできたいです。
台湾ではどんなことを学んでみたいですか？
　テレビだけではわからない台湾の歴史や伝統や
文化を学びたいです。そして、台湾の人たちが日
本・岩手のことをどのように思っているのかを知
りたいです。

木戸場凛さん

（ ）葛巻町立江刈
中学校3年

なぜ今回の渡航事業に参加しようと思いましたか？
　以前から海外について興味があったのですが、
学校の海外交流事業に参加する勇気が出なくて、
参加できなかったのが心残りでした。そんな時に
この渡航事業のお話をいただき、今度こそはと思
い、参加させていただきました。
台湾へ行くことが決まり、今どんな気持ちですか？
　率直にとても嬉しかったです。ですが、言葉の
壁などでお互い思いが通じないのではないかとい
う不安がありました。短期間での言語の習得や文
化を学ぶのも私にできるのだろうかという不安が
大きいです。また、初めてお会いする方々と上手
くやっていけるのだろうかという不安がとても大
きいです。ですが、台湾に行けることを光栄に思
い、たくさん学び、色んな方との交流も大切にし
ていきたいと思います。

山口愛華さん

（ ）雫石町立雫石
中学校3年

なぜ今回の渡航事業に参加しようと思いましたか？
　国際交流をすることで分かる大切な事について
学び、今度に活かせれば活かしていきたいと思っ
たから。
あなたが思う国際交流とは？
　自分の住んでいる所の価値感や違う国の価値感
を共有し、理解し合う事。中村百花さん

（ ）八幡平市立西根
第一中学校2年

なぜ今回の渡航事業に参加しようと思いましたか？
　国際交流を通じて、普段国内で学べない文化や
世界観を学び、改めて自分の身の周りをいろんな
視点でみてみたいと思ったからです。
台湾へ行くことが決まり、今どんな気持ちですか？
　言語が伝わるか、慣れない環境にでて、体を崩さ
ないかなど、不安はあるが、きっと経験したこのな
い体験をすることができると思うので楽しみです。

山本さちさん

（ ）矢巾町立矢巾
北中学校3年

※JCとは、青年会議所の意味です。

世界へはばたけ！ もりおかの中学生！

M

ORIOKA JC

国際交流
事業
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Facebookで、もりおかの魅力
を発信！現在Facebook登録者
3,000名突破!!

「もりおか上手」

もりおかをより素敵なまちへ！
盛岡市、市民と協力してゴミ拾
い!!

「もりおかクリーン選手権2016」

もりおかに暮らす学生が地元店
の想いと魅力をポスターに!!

「モリオカのすゝ め
～まちを知り、魅力を伝える～」

理想のまちを目指し、まちづく
りで起業を!!

「ぼくらのまちづくアカデミー」

もりおかの楽しい魅力探しませんか？

2014年 2015年

2016年
2017年

まちファイ
まちの未来を一緒に考えませんか？

今年の
事業は

！？

「まちファイ」とは？
情報を発信し、受け取る高いアンテナ
の「Wi-Fi」をイメージしています。

今話題のCSVを学び、
まちの未来を創造しよう!

「まちファイ」事業報告

　CSV（Creating Shared Value
～共通価値の創造～ )とは「企業が
社会的な課題を自社の強みで解決す
ることで企業の永続的な成長へ繋げ
ていく」という考えです。 

　４月20日に第１回「まちファイ」
を開催いたしました。
　第１部では、CSVの考えから、地
域課題解決への組みを実例を交え説
明され、第２部のグループワークで
は、グループごとに盛岡広域圏（８
市町）の課題を考え、市民、行政、
企業が、どの様に力を合わせビジネ
ス化すれば、長期的な課題解決に繋
がるのか案を出し合い、グループご
とに発表が行われました。
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松田 智生 氏　講演会
6月29日(金)19:00より開催！

　第２回目の「まちファイ」は、CSVの観点か
ら更に具体的なプロジェクトとして策定した『日
本版CCRC』(生涯活躍のまち)の、第一人者で
ある 松田智生氏による講演会です。

事業告知まちファイⅡ

詳しい内容、お申込みはこちらから→

2018年

詳しくはこちら
↓

　４月18日に盛岡青年会議所４月例会として「山元賢治氏による基調講演」および「第２回異業種交流会」を開催致しました。
【第１部：基調講演】 元アップルジャパン代表取締役社長で現在は株式会社コミュニカCEO兼Founderの山元賢治氏をお招
きし、「いま、求められるリーダーの条件」と題し、リーダーとして必要な資質や覚悟といった内容を、世界を舞台にご活
躍されたご自身の経験談を基にご講演頂きました。
【第２部：異業種交流会】 約100名を超える一般の皆様にご参加を頂きました！ 中野理事長からの挨拶で、「自分の仕事の
業種が違う人でも、いつか巡り巡って縁が繋がる」その言葉通りご参加いただいた皆様には経済人として交流をしていただ
き、懇親を深めて頂きました。

M
ORIOKA JC

まちづくり
事業

過去4年

M

ORIOKA JC

自己啓発セミナー
異業種交流会
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詳しくはこちら→

◆盛岡青年会議所と盛岡さんさ踊り
盛岡青年会議所は盛岡さんさ踊りパレードの
発足当初より主催者団体の一つとして、運営
に携わっております。また、市民の方々が盛岡
さんさ踊りパレードに参加できる為の窓口と
しても活動しており、毎年、パレードの取り
を務めてまいりました。
今年も一般参加者の皆様と共に、伝統ある盛岡
さんさ踊りを盛り上げ、郷土愛を育みながら、
このまちの魅力を発信していきたいと考えて
おります。

◆盛岡さんさ踊り練習会について

【会場について】
盛岡八幡宮  
盛岡市八幡町 13 -1  TEL019-652-5211   
【服装・持ち物】
動きやすい服装、飲み物、 タオル、
太鼓の方は指用テーピング等 

【参加条件】どなたでも参加できます！

6月19日（火）／26日（火）練習19:00 ～ 20:30
7月 3 日（火）／17日（火）練習19:00 ～ 21:00
7月24日（火）練習19:00 ～ 20:30　

【練 習 日】受付18:30

盛岡青年会議所の花車には
　　　　恒例のミスさんさが！！
盛岡青年会議所の花車には
　　　　恒例のミスさんさが！！

盛
岡
さ
ん
さ
踊
り

さんさパレードの
大トリを共にかざろう！

初心者でも大丈夫！優しく指導初心者でも大丈夫！優しく指導

開催告知！！開催告知！！

第66代理事長  中野 美知子第66代理事長  中野 美知子
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① ３回参加すればハマる楽しさ。
② 仕事や取り巻く環境は皆違うものであり、それぞれ関わり方で
　 様々な学びが得られる。
③ 同世代の青年同士で作り上げる事業を成し遂げた時の達成感！

「また参加したいなぁ」という魅力「また食べたいなぁ」という魅力

① ３回食べればハマる旨さ。
② ラー油、酢、ニンニクなどの配合でそれぞれのカスタマイズが
　 楽しめる。
③ 夢中になって麺をほおばり、食べた後のちーたんで更に満足感！

盛岡青年会議所も好きになる!「盛岡じゃじゃ麺」が好きな人は

盛 岡 青 年 会 議 所 の 事 業 が 実 施されるまで！

スタート ゴール
事業の検証

3ヶ月前
目的･日時･
場所の決定

2ヶ月前
内容･予算
の決定

本番に向けて
の準備 事業当日

役割を分担
して全員で
準備だ！

この事業の目的
は何だろう?

どういう内容に
しようかな？

目的は達成
できたかな?
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本番に向けて
の準備 事業当日

役割を分担
して全員で
準備だ！

この事業の目的
は何だろう?

どういう内容に
しようかな？

目的は達成
できたかな?
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相原　 幸生 情報紙游悠
明石　 航太 マニュライフ生命保険㈱
浅沼　 智之 浅沼土地家屋調査士事務所
安部　 茂樹 プルデンシャル生命保険㈱
阿部　 　俊 レスポンスアビリティー (同)
池野　 利彦 ㈱木津屋本店
石井　 優宇 ㈱日本デスコ
泉　　 直樹 ㈱山の屋
伊藤 淳之介 ㈱盛岡総合ビルメンテナンス
内山 佳奈子 積水ハウス㈱
内山 宏太郎 ㈱うちやま
遠藤　 大介 セントラル法律事務所
遠藤　 大輔 ㈱タカヤ
大和田 祐輔 モバイルコミュニケーションズ㈱
小笠原　 優 ㈲凮月堂
岡本　 佳也 大同生命保険㈱
加藤　 正和 ㈱コンシェルジュ AP
鎌田　 修司 ㈱serious 
神山　 光司 ㈱ZEN
川村　 卓也 ㈲ハッピーライスいわて丸福
川村　 芳仁 オイスターストーリー牡蠣亭
川村　 善弘 川村商事㈲／㈲すノ家商事
菊地 佳小里 ㈱兼平製麺所
菊池　 智也 ㈱ハウスM21 
久慈　 美幸 ㈱東和本社
工藤　 逸也 ㈱大翔興業
工藤　　 尚 ㈱盛高商店
栗谷川 昌彦 連合岩手
小谷地 麻里 ㈱振興設備設計
近藤　　 麗 近藤歯科クリニック
齋藤 慎太郎 ㈱岩電
佐々木 昭雄 花兵衛
佐々木 絵見 トラストテック㈱
佐々木 基樹 M.S.P
笹川　 亮輔 ㈱アパートナー
佐藤　 研吾 ㈱ザ会計事務所
佐藤　 卓道 ケア･ルーツ㈱／㈲三栄

佐藤　　 透 エクナ㈱
佐藤　 美夏 日本生命保険(相)
佐藤　 礼奈 盛岡芸妓
雫石 貫太郎 ㈲大典堂印刷
菅原　 一法 ㈱カガヤ
菅原　 直紀 テリーパーク
杉澤　 伸洋 ㈱ヒラトヤ
鈴木 俊太郎 鈴木俊一事務所
鈴木　 美穂 ㈱真珠苑ホールディングス
髙橋　 数馬 (宗)盛岡八幡宮
高橋 久美子 ファイテンショップ盛岡店
髙橋　　 潤 ㈱コスモ通信システム
髙橋　　 潤 盛岡粋酒場がむしゃら／盛岡漁港あっぱれ
田貝　 裕之 田貝石材
多田　 直之 東京海上日動火災保険㈱
橘　　 友和 橘友和厩舎　調教師
立花　　 唯 ㈱佐藤興産
谷藤　 大樹 ㈱橋市
田畑　　 恵 LOUIS CINDERELLA 
田向　 康人 ㈱志百家

田屋舘 真留久 明北産業㈱
千田　 祐司 メットライフ生命㈱
千葉　 俊祐 (医)遠山病院／ (福)光の園
千葉　 絢子 フリーアナウンサー／岩手県議会議員
千葉　 隆治 ㈱岩手日報社
塚原　 孝一 トヨタカローラ岩手㈱
津田　 徳明 ㈱白ゆり
土樋　　 梓 土樋パルス㈱
照井　 和弘 照井商事㈱
照井　　 仁 盛岡ベース㈱
豊岡　　 淳 盛岡市役所
鳥居　　 誠 ㈱イワテブライダルセンター
長瀬　 智也 協積産業㈱
中野 美知子 ㈲アライブ
中村　 悠太 名鉄観光サービス㈱
成瀬　　 肇 ㈱田清
箱石　 武久 松栄商事㈱

箱崎　　 渡 (医)広仁会 城西歯科クリニック
波紫　 裕司 平和観光開発㈱
橋本 正太郎 ㈱銀河農園
服部　　 達 ㈲ビック・エム
花立　 浩輔 ㈱ハナプロ
坂東　　 学 ㈱坂東木材
日影　 直人 ㈱日盛包装
東　　 倫之 岩手マツダ販売㈱
藤澤　　 平 ㈱ふじさわ
藤澤　 達彦 ㈲藤澤物産
藤原　 大修 (宗)盛岡八幡宮
藤原 由香理 ㈱東海日動パートナーズ東北
北條　　 宏 東京海上日動火災保険㈱
細川　 里佳 ㈱8A
又川　 統一 ㈱GOGAK
松久　 大三 ㈲ハッピーライスいわて丸福
松政　 里玖 ㈱リクルートライフスタイル
松本　 恭史 プルデンシャル生命保険㈱
松本　 陽吉 銀河アクア
三浦　　 崇 ㈲カネマン
緑川　 貴洋 盛岡グランドホテル
宮野　 祐樹 ㈱東北工商
宮野　 裕輔 盛岡ターミナルビル㈱
宮脇　 沙紀 住友生命開運橋支部
村上　 千尋 住友生命紫波支店
村山　　 出 ユニオン広研㈱
本宮　 貴浩 ㈱うららか
安田　　 勉 ㈱サンメディカル
山内　 圭介 ㈱カヴァーロ
山口　　 穣 山口歯科医院
山口　 雄司 日産プリンス岩手販売㈱
吉田　 宗作 ㈱Side Links
吉田　 将太 ㈱岩清水園芸
吉田　 光晴 岩手中央青果㈱
吉原　 裕子 CHARLY'S BAR
渡邉　 貞幸 (一財)東北電気保安協会
渡邉　 里沙 ㈲秀吉

◆ 一般社団法人 盛岡青年会議所 2018年度会員名簿

◆ 会員の構成

一般社団法人 盛岡青年会議所 http：www.moriokajc.org
今すぐ、アクセス！

盛岡JC 検索
クリック！

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

■ 代表者
■ 代表権のない取締役員
■ 管理職
■ 従業員
■ その他

■ 製造･卸売･小売
■ 建設･設備
■ サービス
■ 飲食
■ 金融･保険

■ 医療･福祉
■ 農林水産
■ 不動産
■ その他

■ 男性
■ 女性

男女比 業　種会社役割

アンケート
本広報誌「Values」へのご意見・ご感想をお願いいたします。


