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We Believe;
That faith in God gives meaning
and purpose to human life;
That the brotherhood of man
transcends the sovereignty of nations;
That economic justice can best be won 
by free men through free enterprise;
That government should be of laws 
rather than of men;
That earth's great treasure lies in 
human personality; and 
That service to humanity is the best 
work of life.

The Creed of Junior Chamber International
我々はかく信じる：
「信仰は人生に意義と目的を与え
人類の同胞愛は国家の主権を超越し
正しい経済の発展は
自由経済社会を通じて最もよく達成され
政治は人によって左右されず法によって
運営されるべきものであり
人間の個性はこの世の至宝であり
人類への奉仕が人生最善の仕事である」

日本の青年会議所は
希望をもたらす変革の起点として
輝く個性が調和する未来を描き
社会の課題を解決することで
持続可能な地域を創ることを誓う

われわれJAYCEEは
社会的・国家的・国際的な責任を自覚し
志を同じうする者、相集い、力を合わせ
青年としての英知と勇気と情熱をもって
明るい豊かな社会を築き上げよう。

われわれは
新たな価値を創造する旗手として
尊い「結」の精神を呼び覚まし
かつてない未来を切り拓くことを誓う

To provide leadership development 
opportunities that empower young people 
to create positive change
青年会議所は、青年が社会により良い変化をもた
らすためにリーダーシップの開発と成長の機会を
提供する

To be the foremost global network of 
young leaders
青年会議所が、若きリーダーの国際的ネットワー
クを先導する組織となる

JCI綱領

JCI Mission JC宣言

JCI Vision 綱領

東北JC宣言
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2022年を振り返ってみて
　2022年、盛岡青年会議所は創立70周年を迎えました。1953年2月2日、
仙台青年会議所のスポンサーのもと、青年経済人として地域を牽引せんとす
る強い使命感と情熱を持った27名の先輩諸兄姉によって、全国で38番目の
青年会議所として設立されました。以来70年にわたり、地域の発展のため
に想いを同じくする市民の皆様並びに関係諸団体に支えられながら、「明る
い豊かな社会」を実現するとの理想を掲げ、時代と共に変わりゆく地域社会
の未来を常に見据え、率先してまちづくりやひとづくりを実践し続けた先輩
諸兄姉の弛まぬ努力によって、盛岡青年会議所の運動は歩みを止めることな
く今日まで受け継がれてきました。この５年間においても私達を取り巻く環
境は大きく変わりました。新型コロナウイルス感染症の影響により、社会を
取り巻く情勢と同じく盛岡青年会議所の活動も、それまでのあるべき姿から
の変更を余儀なくされました。あたりまであった対面ではなく、ウェブ会議
の急速な普及やリモートワークをはじめとした多様な働き方等、時代はまさ
に転換期を迎えています。少子高齢化が叫ばれて久しく、我々青年世代の人
口は減少の一途を辿っています。５年後に迎える創立75周年に向けて、私
たち盛岡青年会議所も、この時代に合わせたあり方を追求していかなければ
なりません。現在の会員数は適正なのか、また定款・	諸規程はどのように整
備していくべきなのか。今後も持続的にもりおかのまちに貢献していくため
に、我々自身のあり方も見直していかなければなりません。一方で、私たち
は、決して歩みを止める訳にはいきません。このような時代だからこそ、私
たちがその役割を十分に果たしていかなければなりません。

　2020年、2021年に引き続き2022年も新型コロナウイルス感染症とは切っ
ても切り離せない一年となりました。地球環境の変化、ロシアによるウクラ
イナ侵攻にみる国家間での分断、紛争によって起きている食糧・教育・ジェン
ダーなどにかかわる様々な問題の複雑化、偏見や差別によって起きる誹謗中
傷、子供や女性の自殺率の上昇などの一方で、明るい兆しも見えました。新
型コロナウイルスとの戦いは続いていますが、対処法がわかってきました。
日本にやってくる外国人観光客が少しずつ戻り、イベントも開催されるよう
になりました。カタールで行われたサッカーＷ杯では、日本が強豪国を次々
と打ち破るなかで、選手の挑戦する姿や、応援をチカラに変えることができ
たと応援に感謝する姿には大きな感動がありました。

　2022年、盛岡青年会議所は「幸福へ向けて一歩を踏み出そう〜全てのひ
とが幸福を実感できる社会へ〜」をスローガンに掲げ、幸福へ向けて一歩を
踏みだす事をビジョンとして運動を展開してまいりました。
　ひとは誰もが自分なりの幸福を求めています。しかし、自己にとっての幸
福が必ずしも他者の幸福と同じではない以上、幸福とは非常に主観的であり
定義は難しいものです。ひとが認識する幸福は何かと説明するならば、自己
で得るものと他者からもたらされるものの二つの要素に分けることができる
と言えます。本当の意味での幸福を求めるならば、どちらも満たされる必要
があります。自己で得る幸福を増やすためには、ひとそれぞれが在りたい状
態を目指し一歩を踏み出すことができる環境が必要です。他者からもたらさ
れる幸福を増やすためには、思いやりの心と共感で互いの違いを認め合える
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一般社団法人盛岡青年会議所
2022年度　第70代理事長

大和田　祐輔
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繋がりが必要です。自己で得る幸福を実現するには、他者の幸福を願い、他者を幸福にする行動を起こすことが重要
です。つまり、自己で得る幸福と他者からもたらされる幸福は相関関係にあり、両方を満たされなければ全てのひと
が幸福を実感できる社会は実現しません。だからこそ、社会を構成する全てのひとが幸福を実感するためには、社会
が抱える課題を解決しなければなりません。ひとは自己で得る幸福の選択肢や得るための方法を拡げ、それを実現す
るために行動することで、他者、地域そして社会へと幸福の輪を繋げていくことができます。そして、自己の幸福と
社会全体の幸福が重なった時、全てのひとが幸福を実感できる社会が実現します。

　2022年は、３室５委員会が下記の　【基本方針】とテーマを基軸として活動してきました。
【ハイ・スタンダードな成果を上げられるより良い組織に変革する】
【思いやりの心と共感で互いの違いを認め合える愛情溢れる子供たちを育成する】
【社会全体の幸福を目指し、愛情が循環するもりおかを創造する】
【共に高め合う地域社会の創造と国際感覚に優れた人材を育成する】
【徹底的なマーケティングを基礎とした広報戦略により、市民意識変革運動の価値を高める】
　コロナ禍にあり、過去2年間の経験があったとはいえ世の中は未だに混沌としています。正解が一つではないその
中での事業構築においては多くの苦労がありました。しかし委員会の存在意義を基に己を信じ、お互いを尊重し、納
得がいくまで考えて他者と協議し共感を得て、互いに愛情を注いだ運動は光り輝くものであり、間違いなく社会に前
向きな影響を与えました。自己だけではなく他者と地球環境を含む社会全体の幸福を目指し、他者への愛情が循環す
る行動を取ることによって、ひととの繋がりを掛け合わせながら前向きな変化を促していく社会を目指した私たちの
運動は地域から世界に影響を与え、私たちの存在意義をより明らかにし、幸福へ向けての一歩を踏み出したと確信し
ています。
　私たちはもりおかに前向きな変化を起こすために、己を信じ、仲間を信頼し、誇りをもって運動を展開してきました。
自己の幸福と社会全体の幸福を志向し、発展・成長の機会を公平に提供することを使命として一年間活動してきた成
果が、既に表れているひともいれば、近未来に表れてくるひともいるでしょう。2022年に盛岡青年会議所の展開し
た運動による強靭さ溢れる成果については各委員会や出向者からの報告をご覧いただきたく存じます。

　一般社団法人盛岡青年会議所は2023年度で創立から71年目を迎えます。小野寺数馬君を理事長として「笑顔の起
点になる〜今と未来を生きる子供たちのために」をスローガンに掲げ、「自然とひとが共生できる社会を実現するた
めに、自らが志を高く仲間と英知を出し合い切磋琢磨しながら成長し、喜びや痛みを分かち合い一丸となり市民意識
変革運動を展開する」ことを基本理念として、明るい豊かな社会の実現へ向けて力強く一歩を踏み出します。
結びに、これまで盛岡青年会議所の運動に対しご理解の上でのご協力を賜りましたすべての皆様に心より感謝を申し
上げるとともに、2023年度へ引き続きのご支援ご協力をお願い申し上げます。
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　1月８日（土）に盛岡グランドホテルにて、1月通常
総会が開催されました。1月通常総会では各委員会年間
事業計画、各会計当初予算に関して、会員から承認を得
るために開催し、議長である服部達君の適切な議事進行
のもと、2022年度のスタートを切ることが出来ました。
その後行われましたセレモニーの部では、第65代から
第69代までの歴代理事長により、2022年度理事長の大
和田祐輔君へプレジデンシャルリースの伝達がなされま
した。リース伝達式の後、大和田祐輔理事長より挨拶を
頂き、セレモニーの部を閉会致しました。

　2月24日（木）にオンライン配信にて、2月通常総
会が開催されました。通常総会は年に３回（1月、2月、
9月）行われる盛岡青年会議所全体の会議であり、2月
通常総会では2021年度の各事業の報告と収支決算、そ
して2022年度の各会計修正等に関して、会員から承認
を得るために開催致しました。多くの案件がありました
が、議長である照井和弘君の適切な議事進行のもと、全
議案は満場一致をもって、承認可決されました。

　9月27日（火）に盛岡グランドホテルにて、9月通
常総会が開催されました。9月通常総会は2023年度の
理事予定者ならびに監事予定者、理事長候補者ならびに
役員候補者の選任に関して、会員から承認を得るために
開催致しました。議長である池野利彦君の適切な議事進
行のもと、全議案は満場一致をもって承認可決されまし
た。選任された理事予定者ならびに監事予定者、また承
認した会員一同ともに、緊張感をもって進められた総会
でした。

１月通常総会

２月通常総会

９月通常総会



2022年度［各種事業報告］
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2022年度　年間スケジュール
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

盛岡
常任理事会 14日（金） 8日（火） 8日（火） 5日（火） 10日（火） 7日（火）

盛岡
常任理事会 5日（火） 9日（火） 6日（火） 4日（火） 8日（火） 8日（木）

理事会 28日（金） 22日（火） 22日（火） 19日（火） 24日（火） 21日（火） 理事会 19日（火） 23日（火） 20日（火） 18日（火） 22日（火） 19日（月）

岩
手
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会

正副会長会議

岩
手
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会

正副会長会議

役員会議 12日（水） 10日（木） 9日（水） 6日（水） 6日（金） 1日（水） 役員会議 3日（水） 7日（水） 5日（水） 9日（水） 1日(木)

会員会議所会議 29日(土)
【北上】

26日(土)
【水沢】

19日(土)
【陸前高田】

23日（土）
【江刺】

22日（日）
【釜石】

18日（土）
【花巻】 会員会議所会議 27日(土)

【一関】
24日(土)

【カシオペア】
23日(日)
【大船渡】

26日（土）
【遠野】

10日(土)
【盛岡】

ブロック行事
5日(土)

新春のつどい
【遠野】

ブロック行事
9日(土)

ブロック大会
【陸中宮古】

26日（土）
謝恩会
【遠野】

ＪＡＹＣＥＥ
アカデミー

5日(土)
開校式
【遠野】

5日(土)
第1講座
【北上】

14日(土)
第2講座
【花巻】

ＪＡＹＣＥＥ
アカデミー

30日(土)
第3講座
【遠野】

22日(土)
第4講座・閉校式
【大船渡】

各ＬＯＭ事業 各ＬＯＭ事業

東
北
地
区
協
議
会

正副会長会議 11日（火）
【ＷＥＢ】

7日（月）
【ＷＥＢ】

7日（月）
【ＷＥＢ】

4日（月）
【ＷＥＢ】

9日（月）
【ＷＥＢ】

6日（月）
【ＷＥＢ】

東
北
地
区
協
議
会

正副会長会議 4日（月）
【ＷＥＢ】

1日（月）
【ＷＥＢ】

5日（月）
【ＷＥＢ】

3日（月）
【ＷＥＢ】

7日（月）
【ＷＥＢ】

正副拡大会議 17日（月）
【仙台】

16日（水）
【郡山】

16日（水）
【北上】

13日（水）
【湯沢】

18日（水）
【泉】

15日（水）
【岩手Ｂ】 正副拡大会議 12日（火）

【南陽】
10日（水）
【盛岡】

14日（水）
【青森Ｂ】

12日（水）
【米沢】

16日（水）
【一関】

財政コンプラ
イアンス審査
会議

26日（水）
【ＷＥＢ】

23日（水）
【ＷＥＢ】

23日（水）
【ＷＥＢ】

20日（水）
【ＷＥＢ】

25日（水）
【ＷＥＢ】

22日（水）
【ＷＥＢ】

財政コンプラ
イアンス審査
会議

20日（水）
【ＷＥＢ】

24日（水）
【ＷＥＢ】

21日（水）
【ＷＥＢ】

19日（水）
【ＷＥＢ】

23日（水）
【ＷＥＢ】

役員会議 31日（月）
【いわき】

28日（月）
【八戸】

28日（月）
【青森】

25日（月）
【遠野】

30日（月）
【福島】

27日（月）
【山形】 役員会議 25日（月）

【大館】
29日（月）
【大曲】

26日（月）
【気仙沼】

24日（月）
【猪苗代】

28日（月）
【原町】

会員会議所会議 21日（金）
【京都】 会員会議所会議 【一関】

地区行事 地区行事
9月2日(金)〜9月4日(日)
東北青年フォーラム

【栗原】

ラインミーティング
（月初）

6日（木）
（ＪＣ会館）

3日（木）
（ＪＣ会館）
24日（木）
（ＪＣ会館）

30日（水）
（ＪＣ会館）

6日（金）
（ＪＣ会館）

2日（木）
（ＪＣ会館）
30日（木）
（ＪＣ会館）

ラインミーティング
（月初）

1日（木）
（ＪＣ会館）
22日（木）
（ＪＣ会館）

27日（木）
（ＪＣ会館）

8日（木）
（ＪＣ会館）

正副会頭
ミーティング
（月中／ＷＥＢ）

13日（木）
（ＷＥＢ）

10日（木）
（ＷＥＢ）

4日（金）
（ＷＥＢ）

8日（金）
（ＷＥＢ）

12日（木）
（ＷＥＢ）

9日（木）
（ＷＥＢ）

正副会頭
ミーティング
（月中／ＷＥＢ）

7日（木）
（ＷＥＢ）

8日（木）
（ＷＥＢ）
28日（水）
（ＷＥＢ）

9日（木）
（ＷＥＢ）

15日（木）
（ＷＥＢ）

常任理事会 14日（金）
（ＪＣ会館）

18日（金）
（ＪＣ会館）

10日（木）
（ＪＣ会館）

15日（金）
（ＪＣ会館）

20日（金）
（ＪＣ会館）

24日（金）
（ＪＣ会館） 常任理事会 14日(木)

（ＪＣ会館）
16日(金)

（ＪＣ会館）
5日（水）
（大分）

18日(金)
（ＪＣ会館）

16日(金)
（ＪＣ会館）

理事会 21日(金)
（京都）

19日(土)
（ＪＣ会館）

11日(金)
（ＪＣ会館）

16日(土)
（ＪＣ会館）

21日(土)
（ＪＣ会館）

25日(土)
（ＪＣ会館） 理事会 15日(金)

（未定）
17日(土)

（ＪＣ会館）
7日（金）
（大分）

19日(土)
（ＪＣ会館）

17日(土)
（ＪＣ会館）

総会 22日（土）
（京都）

26日(土)
（未定） 総会 7日（金）

（大分）

ＪＣＩ諸会議
JCI常任理事会/

理事会
(JCI	JEM/JBM)

10日（月）〜 15日(土)

アフリカ・中東地域会議
11日(水) 〜 14日(土)
アメリカ地域会議
18日(水) 〜 21日(土)
アジア・太平洋地域会議
26日（木）〜 29日（日）

ヨーロッパ地域会議
13日（月）〜 19日（日） ＪＣＩ諸会議

JCI中間常任理事会
(JCI	MYE)

21日（木）〜 22日（金）

JCI世界会議
（香港）
31日（月）

JCI世界会議
（香港）
〜 4日(金）

ＮＯＭ主要事業
京都会議
(京都)

20日(木) 〜 23日(日)
ＮＯＭ主要事業

国際アカデミー
6日（水）〜 10日（日）
サマーコンファレンス

（横浜）
16日(土) 〜 17日(日)

全国大会
(大分)

7日（金）〜 10日（月）

財政審査会議
公益審査会議

コンプライアンス審
査会議

広報審査会議

8日（土） 16日（水） 8日（火） 13日（水） 18日（水） 18日（土）

財政審査会議
公益審査会議

コンプライアンス審
査会議

広報審査会議

12日（火） 14日（水） 4日（火） 13日（日） 13日（火）

その他
JCI諸会議・大会　開催地
【 JCI常任理事会/理事会】ＷＥＢ　【中間常任理事会】アメリカ（セントルイス）
【アフリカ・中東地域会議】ブルキナファソ（ウガドゥグー）【アメリカ地域会議】キュラソー（ウィレムスタッド）

その他 【アジア・太平洋地域会議】日本（堺高石）【ヨーロッパ地域会議】ベルギー（ブルージュ）【世界会議】香港
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2022年度　年間スケジュール
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

盛岡
常任理事会 14日（金） 8日（火） 8日（火） 5日（火） 10日（火） 7日（火）

盛岡
常任理事会 5日（火） 9日（火） 6日（火） 4日（火） 8日（火） 8日（木）

理事会 28日（金） 22日（火） 22日（火） 19日（火） 24日（火） 21日（火） 理事会 19日（火） 23日（火） 20日（火） 18日（火） 22日（火） 19日（月）

岩
手
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会

正副会長会議

岩
手
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会

正副会長会議

役員会議 12日（水） 10日（木） 9日（水） 6日（水） 6日（金） 1日（水） 役員会議 3日（水） 7日（水） 5日（水） 9日（水） 1日(木)

会員会議所会議 29日(土)
【北上】

26日(土)
【水沢】

19日(土)
【陸前高田】

23日（土）
【江刺】

22日（日）
【釜石】

18日（土）
【花巻】 会員会議所会議 27日(土)

【一関】
24日(土)

【カシオペア】
23日(日)
【大船渡】

26日（土）
【遠野】

10日(土)
【盛岡】

ブロック行事
5日(土)

新春のつどい
【遠野】

ブロック行事
9日(土)

ブロック大会
【陸中宮古】

26日（土）
謝恩会
【遠野】

ＪＡＹＣＥＥ
アカデミー

5日(土)
開校式
【遠野】

5日(土)
第1講座
【北上】

14日(土)
第2講座
【花巻】

ＪＡＹＣＥＥ
アカデミー

30日(土)
第3講座
【遠野】

22日(土)
第4講座・閉校式
【大船渡】

各ＬＯＭ事業 各ＬＯＭ事業

東
北
地
区
協
議
会

正副会長会議 11日（火）
【ＷＥＢ】

7日（月）
【ＷＥＢ】

7日（月）
【ＷＥＢ】

4日（月）
【ＷＥＢ】

9日（月）
【ＷＥＢ】

6日（月）
【ＷＥＢ】

東
北
地
区
協
議
会

正副会長会議 4日（月）
【ＷＥＢ】

1日（月）
【ＷＥＢ】

5日（月）
【ＷＥＢ】

3日（月）
【ＷＥＢ】

7日（月）
【ＷＥＢ】

正副拡大会議 17日（月）
【仙台】

16日（水）
【郡山】

16日（水）
【北上】

13日（水）
【湯沢】

18日（水）
【泉】

15日（水）
【岩手Ｂ】 正副拡大会議 12日（火）

【南陽】
10日（水）
【盛岡】

14日（水）
【青森Ｂ】

12日（水）
【米沢】

16日（水）
【一関】

財政コンプラ
イアンス審査

会議
26日（水）
【ＷＥＢ】

23日（水）
【ＷＥＢ】

23日（水）
【ＷＥＢ】

20日（水）
【ＷＥＢ】

25日（水）
【ＷＥＢ】

22日（水）
【ＷＥＢ】

財政コンプラ
イアンス審査
会議

20日（水）
【ＷＥＢ】

24日（水）
【ＷＥＢ】

21日（水）
【ＷＥＢ】

19日（水）
【ＷＥＢ】

23日（水）
【ＷＥＢ】

役員会議 31日（月）
【いわき】

28日（月）
【八戸】

28日（月）
【青森】

25日（月）
【遠野】

30日（月）
【福島】

27日（月）
【山形】 役員会議 25日（月）

【大館】
29日（月）
【大曲】

26日（月）
【気仙沼】

24日（月）
【猪苗代】

28日（月）
【原町】

会員会議所会議 21日（金）
【京都】 会員会議所会議 【一関】

地区行事 地区行事
9月2日(金)〜9月4日(日)
東北青年フォーラム

【栗原】

ラインミーティング
（月初）

6日（木）
（ＪＣ会館）

3日（木）
（ＪＣ会館）
24日（木）
（ＪＣ会館）

30日（水）
（ＪＣ会館）

6日（金）
（ＪＣ会館）

2日（木）
（ＪＣ会館）
30日（木）
（ＪＣ会館）

ラインミーティング
（月初）

1日（木）
（ＪＣ会館）
22日（木）
（ＪＣ会館）

27日（木）
（ＪＣ会館）

8日（木）
（ＪＣ会館）

正副会頭
ミーティング
（月中／ＷＥＢ）

13日（木）
（ＷＥＢ）

10日（木）
（ＷＥＢ）

4日（金）
（ＷＥＢ）

8日（金）
（ＷＥＢ）

12日（木）
（ＷＥＢ）

9日（木）
（ＷＥＢ）

正副会頭
ミーティング
（月中／ＷＥＢ）

7日（木）
（ＷＥＢ）

8日（木）
（ＷＥＢ）
28日（水）
（ＷＥＢ）

9日（木）
（ＷＥＢ）

15日（木）
（ＷＥＢ）

常任理事会 14日（金）
（ＪＣ会館）

18日（金）
（ＪＣ会館）

10日（木）
（ＪＣ会館）

15日（金）
（ＪＣ会館）

20日（金）
（ＪＣ会館）

24日（金）
（ＪＣ会館） 常任理事会 14日(木)

（ＪＣ会館）
16日(金)

（ＪＣ会館）
5日（水）
（大分）

18日(金)
（ＪＣ会館）

16日(金)
（ＪＣ会館）

理事会 21日(金)
（京都）

19日(土)
（ＪＣ会館）

11日(金)
（ＪＣ会館）

16日(土)
（ＪＣ会館）

21日(土)
（ＪＣ会館）

25日(土)
（ＪＣ会館） 理事会 15日(金)

（未定）
17日(土)

（ＪＣ会館）
7日（金）
（大分）

19日(土)
（ＪＣ会館）

17日(土)
（ＪＣ会館）

総会 22日（土）
（京都）

26日(土)
（未定） 総会 7日（金）

（大分）

ＪＣＩ諸会議
JCI常任理事会/

理事会
(JCI	JEM/JBM)

10日（月）〜 15日(土)

アフリカ・中東地域会議
11日(水) 〜 14日(土)
アメリカ地域会議
18日(水) 〜 21日(土)
アジア・太平洋地域会議
26日（木）〜 29日（日）

ヨーロッパ地域会議
13日（月）〜 19日（日） ＪＣＩ諸会議

JCI中間常任理事会
(JCI	MYE)

21日（木）〜 22日（金）

JCI世界会議
（香港）
31日（月）

JCI世界会議
（香港）
〜 4日(金）

ＮＯＭ主要事業
京都会議
(京都)

20日(木) 〜 23日(日)
ＮＯＭ主要事業

国際アカデミー
6日（水）〜 10日（日）
サマーコンファレンス

（横浜）
16日(土) 〜 17日(日)

全国大会
(大分)

7日（金）〜 10日（月）

財政審査会議
公益審査会議

コンプライアンス審
査会議

広報審査会議

8日（土） 16日（水） 8日（火） 13日（水） 18日（水） 18日（土）

財政審査会議
公益審査会議

コンプライアンス審
査会議

広報審査会議

12日（火） 14日（水） 4日（火） 13日（日） 13日（火）

その他
JCI諸会議・大会　開催地
【 JCI常任理事会/理事会】ＷＥＢ　【中間常任理事会】アメリカ（セントルイス）
【アフリカ・中東地域会議】ブルキナファソ（ウガドゥグー）【アメリカ地域会議】キュラソー（ウィレムスタッド）

その他 【アジア・太平洋地域会議】日本（堺高石）【ヨーロッパ地域会議】ベルギー（ブルージュ）【世界会議】香港
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第 1 回会員開発事業第 1 回会員開発事業　　　　　　　　　　 （４月事業）　　　　　　　　　　 （４月事業）～なぜ今、心理的安全性が～なぜ今、心理的安全性が
　　　　　求められているのか～　　　　　求められているのか～

■事業目的
（対内目的）
・組織の成果に結び付く個人の思考と行動について理解
すること。

・他者の価値観や考え方を理解し、組織としての考えを柔
軟にまとめること。

・自身の立ち位置やバックグラウンドに関わらず、率直に
意見を発信すること。
■日時
2022年４月15日（金）
オンライン開催（Zoom）
■事業報告
　2022年４月15日（金）に第1回会員開発事業をオンラ
インにて開催いたしました。
　過去の経験や成功事例から正解を導くことが難しい時
代に変化している中で、より良い成果を上げていると言
われる「心理的安全性の高い組織・チーム」とは何かを
プレゼンテーションを通して、理解を深めていただくこ
とができたと感じております。また、第2部ではランダ
ムに構成されたグループが共通のテーマに向かってディ
スカッションすることで、同じ目標に向かって協力し合

う「チーム」に変化する過程を体験していただき、意見
を健全に衝突させることで、より良いアイディアが創出
できることを実感できる事業になったと考えておりま
す。
　参加した会員が今後、より良い成果を上げる組織への
変革するため、JCI盛岡という組織の一員として意識の
変化に繋がる契機となりました。

第 2 回会員開発事業第 2 回会員開発事業　　　　　　　　　　　 （８月事業）　　　　　　　　　　　 （８月事業）～いざ実践！～いざ実践！
　心理的安全性×ハイ・スタンダード～　心理的安全性×ハイ・スタンダード～

■事業目的
（対内目的）
・心理的安全性の高い組織の特徴を再認識すること。
・ハイ・スタンダードな成果を導き出す組織となること。
・組織としてまとまり、新たな挑戦に繋げていく契機とす
ること。
■日時
2022年８月25日（木）
盛岡八幡宮　参集殿・崇敬殿
■事業報告
　2022年８月25日（木）に第2回会員開発事業を盛岡八
幡宮参集殿・崇敬殿の2会場を使用し開催いたしました。
　会員一人ひとりが組織としてより良い成果を上げてい
くためには個人としてどのように行動すればよいのか再認
識し、実際に組織としての成果を上げるうえで、どのよ
うに行動することで心理的安全性の高い組織となってい
くのか実感いただける内容の事業を構築し設営しました。
　より良い成果を上げていると言われる「心理的安全性
の高い組織・チーム」とはどんな特徴があるのか、必要な
要素や行動について、セミナーを通して再認識いただき
ました。また、第2部チームビルディングにて委員会ご

とにチームを組み、ハイ・スタンダードな成果を上げるた
めのヘルシーコンフリクトを推進することで、前向きに
課題解決に取り組む姿勢や、組織へのエンゲージメント
を高めることに繋げることができたと考えております。
　全体としての参加率や、各委員会を1つのチームとし
た際の参加率に偏りがあり、組織全体に対して運動を展
開しきれていないところもあったと考えますが、参加い
ただいた会員を中心として、JCI盛岡が心理的安全性の
高いハイ・スタンダードな成果を上げる組織への変革に
繋がる契機になったと確信しております。
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第１回まちの未来創造事業第１回まちの未来創造事業　　　　　　　　 （５月事業）　　　　　　　　 （５月事業）～わたしの幸せから～わたしの幸せから
　　わたしたちの幸せへ～　　わたしたちの幸せへ～

■事業目的
（対内目的）
・自己の幸福にむけて心の豊かさには何が必要か理解す
ること。
・他者に対し、思いやりの心を持つこと。
■日時
2022年５月18日(水）　盛岡八幡宮　崇敬殿
■事業報告
　持続可能なまちづくりのために、社会状況、経済状況
を正確に把握したうえで、まちを形成する一人ひとりが
自己の幸福とは何かを理解しモノの豊かさだけでなく心
の豊かさの向上を目指すべく、本事業を設営致しました。
ただ漠然と幸福について考えるのではなく、ウェルビー
イング理論を基にセミナーを行い、自己分析シートを用
いてグループワークをすることで、より具体的な意見や
新たな気付きを引き出すことができたと考えておりま
す。
　自己分析シートに分かりづらい表現があったこと、ご
参加いただいた皆様と深掘りするにあたり気を使いすぎ
るテーマがあった部分はありますが、今後、すべてのひ
とが幸福を実感できる社会の実現に向け、一人ひとりが
幸福に向けた現状を正確に把握し行動し続ける契機と
なったと確信しております。

第２回次世代育成事業第２回次世代育成事業　　　　　　　　　　　　（９月事業）　　　　　　　　　　　　（９月事業）Dance dance ダンスDance dance ダンス
～幸せを生み出し続ける第一歩を踏み出そう～～幸せを生み出し続ける第一歩を踏み出そう～

■事業目的
（対内目的）
・青少年育成の重要性を理解すること。
・子供たちが夢や目標に向かって挑戦する姿から、自身も
目標をもち挑戦し続けようと考える契機とすること。

（対外目的）
・自ら目標を立て挑戦する意欲をもつこと。
・他者の思いや考えをりかいすること。
■日時
2022年9月19日（日）　盛岡市中央公民館
■事業報告
　9月事業では、「DANCE　dance　ダンス〜幸せを生
み出し続ける第一歩を踏み出そう〜」と題して、ダンス体
験会の事業を実施致しました。ダンスは2011年から子供
たちの主体性とコミュニケーション能力向上を目的と
し、義務教育課程で必須科目となりました。また近年では
オリンピック種目になったり、ダンスプロリーグも整備
されるなり、とても注目の高いスポーツであります。そん
なダンスに興味があり、その一歩を踏み出してみたいと
思っている子供たちが当日は集まり、第1部では、講師で
もある中條氏による講演「夢と挑戦」のお話を聞いて新
たな夢や目標を描くことの重要性、挑戦し続けることの
大事さを学ぶ機会となりました。第2部では、中條氏と
LipsDancersのメンバーがインストラクターとなり、ダ

ンス体験を行いました。子供たちは笑顔溢れる表情で講
師の話を聞きながら、実際に振り付けをひとつひとつ覚
え、参加者全員でひとつのダンスを作り上げました。
　どんなことにも子供たちが興味ある事から一歩踏み出
すことで周りに与えてくれる活力や喜びとなります。子
供たちが夢や目標を描くことが出来る社会が次世代の地
域を創ることに繋がっていくことを確信しております。
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さんさ踊り練習会さんさ踊り練習会
■事業目的
（対内目的）
・盛岡さんさ踊りに関する技術を向上すること。
・主催団体の一つとして当事者意識を持つこと。
・盛岡さんさ踊りの魅力を再認識すること。
（対外目的）
・盛岡さんさ踊りに関する技術を向上すること。
・盛岡さんさ踊りの魅力を認識すること。
■日時
【メンバー向け練習会】
第1回　６月	1日（水）　19：00〜 20：30
第2回　６月	８日（水）　19：00〜 20：30
第３回　６月15日（水）　19：00〜 20：30
【さんさ練習会】
第1回　６月22日（水）　19：00〜 20：30
第2回　６月29日（水）　19：00〜 20：30
第３回　７月	６日（水）　19：00〜 21：00
第４回　７月13日（水）　19：00〜 21：00
第５回　７月25日（月）　19：00〜 20：00
第６回　７月27日（水）　19：00〜 20：00
第７回　７月29日（金）　19：00〜 20：00
【場所】盛岡八幡宮
■事業報告
　３年ぶりの開催となった盛岡さんさ踊りに向け、計

10回の練習会を設営しました。盛岡青年会議所の所属
しているメンバーの技術の習得・向上と、私たちが盛岡
さんさ踊りの主催であるという当事者意識をもっていた
だくことを念頭に実施致しました。私たち自身が真剣に
取り組む姿勢は、一般参加として来てくださる市民の目
に留まり、盛岡さんさ踊りがもつ魅力を再認識する機会
を提供できたのではと考えます。
　また、外部講師として盛岡青年会議所の先輩をお招き
することで、これまで伝承されてきた技術力を未来へつ
なぐことができたのではと確信しています。
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第 3 回わんぱく相撲女子全国大会沖縄浦添大会第 3 回わんぱく相撲女子全国大会沖縄浦添大会
■事業目的
（対内目的）
・子供たちが大会に挑む姿から、青少年育成の重要性を
認識すること。

（対外目的）
・	子供たちが大会に挑む姿から、青少年育成の重要性を
認識すること。
・子供たちに向上心が育まれること。
・子供たちに思いやりの心が育まれること。
■日時
2022年８月21日(日）
ANAどすこいパーク浦添（浦添市民相撲場）
■事業報告
　本年度は沖縄県、ANAどすこいパーク浦添にて「第
３回わんぱく相撲女子全国大会」が開催され、６月に盛
岡場所で横綱となった４年生〜６年生の３名が岩手県代
表として出場いたしました。
　30度を超える暑い日でしたが、暑さに負けず相手に
ぶつかって行く姿はとても逞しく、子供たちがより強く
一歩を踏み出せる機会を提供できました。また仲間を思
いやり、共に喜びや悔しさを共感し合えることの大切さ

を伝えることができ、その姿を見た大人たちが青少年育
成の重要性を再認識する機会となりました。

【試合結果】
４年生　佐藤莉奈さん（浄法寺小学校）　一回戦敗退
５年生　竹田心幸さん（渋民小学校）　　一回戦敗退
６年生　髙橋徠愛さん（平舘小学校）　　二回戦敗退

第 37 回わんぱく相撲男子全国大会第 37 回わんぱく相撲男子全国大会
■事業目的
（対内目的）
・子供たちが大会に挑む姿から、青少年育成の重要性を
認識すること。

（対外目的）
・	子供たちが大会に挑む姿から、青少年育成の重要性を
認識すること。
・子供たちに向上心が育まれること。
・子供たちに思いやりの心が育まれること。
■日時
2022年10月29日(土）　両国国技館
■事業報告
　本年は10月29･30日の2日間にわたり、東京都両国国
技館にて「第37回わんぱく相撲男子全国大会」が行われ
ました。６月に「第34回わんぱく相撲盛岡場所」で横綱
になった４年生〜６年生の選手が出場いたしました。
　本年もわんぱく相撲全国大会には強豪選手が勢揃いで
した。取組前には緊張感を見せながらも、いざ本番にな
ると顔の表情がキリっと引き締まり取組に臨む姿に感銘
を受けました。
　全国大会への目標を持ち、日頃の鍛錬の成果を発揮し、

勇気と礼節を持って対戦相手にぶつかり、対戦相手はも
ちろん指導者や両親への感謝の心を育む良い機会となり
ました。今大会に参加した選手３名は全国大会各地から
参加した選手たちとの交流を通じて、挑戦することの大
切さと友情を育むことによって人生のより良い糧になっ
たと確信しております。

【試合結果】
４年生　佐々木桜介さん（仙北小学校）　一回戦敗退
５年生　千葉　優太さん（好摩小学校）　一回戦敗退
６年生　斎藤　煌生さん（平舘小学校）　三位入賞　関脇
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創立 70 周年記念事業Ⅱ～視野を広げて、好きを仕事に！～創立 70 周年記念事業Ⅱ～視野を広げて、好きを仕事に！～
■事業目的
（対内目的）
・子どもたちが置かれている状況を理解し、社会の課題
解決に取組む意識を持つ。

（対外目的）
・世界情勢を知り、視野を拡げる機会とする。
・学業が自分だけでなく将来誰かの役に立つことである
ことを学ぶ機会とする。
・将来に対する夢と希望を見出す機会とする。
■日時
2022年9月８日（木）
■事業報告
　盛岡青年会議所創立70周年記念事業として、盛岡市立
大宮中学校2年生160名と保護者を対象とし、「視野を広
げて、好きを仕事に！」と題し事業を実施いたしました。
当日は講師に真鍋希代嗣氏をお招きし、自身のJICAイラ
ク、マッキンゼー・アンド・カンパニー、世界銀行で携わっ
た国際開発についての経験から得た学びを共有いただき
ました。また、「やりたいこと、なりたいもの」「得意なこ
と」「社会や周りが求めるもの」が重なり合うことがやり
がいのある仕事であり、将来を担う若者が置かれている

現状に目を向け、社会で活躍し、仕事を選べる立場になる
には何が必要なのかをご提示いただきました。また、自分
の可能性を開花させないまま大人になる人が多いことに
も着目し、自らが起点となるマインドや力にも触れてい
ただきました。今できることに一生懸命取り組み、将来に
対して夢と希望を見出す機会の提供となりました。

創立 70 周年記念事業Ⅰ～マリ共和国助産所建設プロジェクト～創立 70 周年記念事業Ⅰ～マリ共和国助産所建設プロジェクト～
■事業目的
（対内目的）
・国際的な活動に対して、自分自身ができる事を考え行
動を起こす契機とすること。
・利他的な活動を通して、自分自身も社会の一員である
事を自覚し、向上心をもつ契機とすること。
・より多くの人を巻き込むことで、より大きな成果を生み出
すことができるということを実感する機会とすること。

（対外目的）
・国際的な活動に対して、自分自身ができる事を考え行
動を起こす契機とすること。
・利他的な活動を通して、自分自身も社会の一員である
事を自覚し、向上心をもつ契機とすること。
■日時
2022年9月1日（木）〜 2022年10月16日（日）
盛岡広域圏(材木町商店街、大通商店街、いわぎんスタジ
アム、盛岡どんぱ会場)
■事業報告
　2020東京オリンピックの際、マリ共和国のホストタウ
ンとして盛岡市が登録され、そのことを契機に、識字学校
の建設プロジェクトが立ち上がりました。そのプロジェ
クトは2021年JCIアワードジャパンでグランプリを受
賞。本年はその第二段として、社会進出を果たす女性の受
け皿となる雇用創出と、妊産婦死亡率及び新生児死亡率
を低下させ、未来を担う子供たち自身と、その子供たちを

育てる女性を守るという事を目標としてカラ=西アフリ
カ農村自立協力会様の事業協力という形で助産所建設プ
ロジェクトが立ち上がりました。
　産院の建設費用約100万円、設備機器代約40万円、助
産師育成費用約30万円の総事業費約170万に対し、集め
られた募金が約701,447円と目標達成率41.2%と満額に
は程遠い結果となりましたが、2022年度の新入会員を中
心とした多くのメンバーが協力してくれた街頭募金活動
では、目標としていた20万円を上回る283,661円を集め
ることが出来ました。また、将来助産師になりたいという
夢を持った学生さんが協力してくれた際にはより多くの
成果を生み出すことができました。このことから、目標金
額は達成出来なかったものの、利他共生の精神を養い当
事者意識を持って行動する力を身に付けることと、より
多くの人から共感を生み出し人の力を最大限生かすこと
で、より多くの成果に結び付くということを学ぶことが
できる事業となりました。
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羅東國際青年商會との姉妹 JC 交流（経済文化交流会議）羅東國際青年商會との姉妹 JC 交流（経済文化交流会議）
■事業目的
（対内目的）
・相互理解を深め、JC	活動の更なる発展に繋げる機会と
する。
・姉妹締結55周年に向け、会員相互の友情と姉妹	JC	交
流への関心を深める。

（対外目的）
・相互理解を深め、JC	活動の更なる発展に繋げる機会と
していただく。
・姉妹締結55周年に向け、会員相互の理解と友情を更に
深めていただく。
■日時
2022年11月11日　Zoomによるオンライン開催
■事業報告
　今年度の経済文化交流会議は、新型コロナウイルス感
染症の状況下を鑑みて昨年に引き続き、対面ではなく
Zoomによるオンライン開催にて実施いたしました。先
輩たちが紡いでこられた姉妹	JC	交流を未来永劫継続す
るために、両	JC	が地域社会の発展のために2021年度、
2022年度に実施した事業の活動報告を共有し相互理解
を深めました。また姉妹	JC	交流事業の未経験者に参加い

ただくことで、54年の歴史や価値を知る機会となりまし
た。
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仮会員オリエンテーション仮会員オリエンテーション

■事業目的
（対内目的）
・仮会員が、青年会議所の運動を理解するとともに、
JCI盛岡がこれまで行ってきた活動を知ること。
・仮会員が、自ら進んでJC活動に取り組むきっかけと
すること。
・正会員が、青年会議所の運動の意義を再認識すること。
・参加者同士の交流を通し、新たな価値観に触れること。
■日時
2022年３月10日（木）　オンライン開催（Zoom）
■事業報告
　2022年３月10日（木）に第1回仮会員オリエンテー
ションをオンラインにて開催いたしました。
　【〜青年会議所の運動を理解し、ともに活動を展開し
よう〜】と題し、仮会員が過去の例会や事業事例を知る
こと、そして正会員と積極的に交流することを通して、

青年会議所の魅力を実感できる内容の事業を構築し設営
しました。
　プレゼンテーションを通して、仮会員が青年会議所の
運動を理解し、これまでJCI盛岡が行ってきた例会や事
業などの活動を知ることができました。また、正会員に
ついても、改めて活動を振り返り再認識できる場になっ
たと感じております。
　参加した仮会員が今後の事業で個性を発揮し、正会員
と一丸となりJCI盛岡の運動を推進していく契機となり
ました。

第１回仮会員オリエンテーション第１回仮会員オリエンテーション

■事業目的
（対内目的）
・仮会員が、青年会議所の運動を理解するとともに、JCI
盛岡がこれまで行ってきた活動を知ること。
・仮会員が、自ら進んでJC活動に取り組むきっかけとす
ること。
・正会員が、青年会議所の運動の意義を再認識すること。
・参加者同士の交流を通し、新たな価値観に触れること。
■日時
2022年６月9日（木）　盛岡八幡宮　参集殿
■事業報告
　2022年６月9日（木）に第2回仮会員オリエンテー
ションを盛岡八幡宮参集殿にて開催いたしました。
　第1回の開催に引き続き、仮会員が、これまでJCI盛

岡が行ってきた活動を知り、そして正会員と積極的に交
流することを通して、青年会議所の魅力を実感できる内
容の事業を構築し設営しました。
　前回参加した新入会員が設営の中心となり、初めての
司会やプレゼンテーション資料の作成なども行いまし
た。参加した仮会員が今後のJC活動において能動的に
行動し、正会員と共にJCI盛岡の運動を推進していく契
機となりました。

第２回仮会員オリエンテーション第２回仮会員オリエンテーション

■事業目的
（対内目的）
・仮会員が、青年会議所の運動を理解するとともに、JCI
盛岡がこれまで行ってきた活動を知ること。
・仮会員が、自ら進んでJC活動に取り組むきっかけとす
ること。
・正会員が、青年会議所の運動の意義を再認識すること。
・参加者同士の交流を通し、お互いの個性を知る機会と
すること。
■日時
2022年10月20日（木）　盛岡八幡宮　参集殿
■事業報告
　2022年10月20日（木）に第３回仮会員オリエンテー
ションを盛岡八幡宮参集殿にて開催いたしました。
　JCI盛岡が今年度行ってきた活動を振り返りながら、
正会員と積極的に交流することを通して、青年会議所の

魅力を実感できる内容の事業を構築し設営しました。
　本年度、盛岡青年会議所が行ってきた例会や事業を振
り返ることで、仮会員からそれぞれの委員会の活動を具
体的に知ることができたとの意見がありました。今後、
能動的に活動する契機となり、事業を振り返ることで改
めて運動の意義を認識できたと実感しております。
　本年度は28名の仮会員が参加し、正会員とも多くの交
流を図ることが出来ました。今後新たな力となってJCI
盛岡の運動を盛り上げてくれると確信しております。

第３回仮会員オリエンテーション第３回仮会員オリエンテーション
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■事業目的
（対内目的）
・参加者同士の繋がりを深め、地域経済の活性化に寄与
すること。
・地域の発展に寄与できる、新たな会員の拡大に繋げること。
（対外目的）
・参加者同士の繋がりを深め、ビジネスの機会を得ること。
・JCI盛岡の活動へ興味関心を持ち、JCI盛岡の仲間に
加わって頂くこと。
■日時・場所
2022年2月10日（木）　Zoomによるオンライン開催
■事業報告
　私たちの地域経済をさらに発展させていくためには、
地域の資源を活かし、地域内消費と取引を高めていき、
その過程で地域独自の価値を見出していくことが必要で
あると強く感じ、地域再生・産業振興・観光振興などを主
とした研究・著作・講演の経験も豊富である（株）日本総合
研究所	主席研究員の藻谷浩介氏を講師にお招きし「誰
もが幸福を実感できる社会の実現に向け今必要なこと」
をテーマに講演をして頂きました。新型コロナウイルス

感染症対策により直前でのオンラインに切り替えての講
演会となりましたが、多くの方にご参加頂きました。
　講演会では、新たな価値と必要な変化を生み出し持続
的な地域の発展のために、地域に住み暮らす企業や様々
な団体、ひとが地域経済を循環させることで、参加され
た方が互いのビジネスの繁栄に繋げていく必要性を感じ
取って頂いたと思います。
　講演の後はZoomのブレイクアウトルームを使用し
て、藻谷氏の講演でお話頂いた、地域内経済について考
え、地消地産へと繋げるため、参加者同士の意見交換を
行い、ビジネスやまちづくりに繋がる様々な交流を行い
ました。

■事業目的
（対内目的）
・2021年度の運動へご支援、ご協力いただいたことに対
しての謝意を皆様に示すこと。
・理事長所信への理解を深め、2022年度の運動に対しメ
ンバー一人ひとりが意識を高めること。

（対外目的）
・	盛岡青年会議所の2022年度の方針や運動を理解して
いただくこと。
・	ご来賓・関係諸団体・来訪JC会員・特別会員に対し、感
謝を伝え、変わらぬご支援、ご協力を賜ること。
■日時
2022年1月８日(土）　盛岡グランドホテル
■事業報告
　2022年度最初の例会として、コロナ禍ではありまし
たが「より良いスタートを切ろう」と、初めての抗原検
査を行い2年ぶりの現地開催を行うことが出来ました。
　世の中が目まぐるしく変化している中で、時代に合わ
せた設えで開催できたことは、ベースとなる一つの形
を示すことができたと考えております。JCI	盛岡のメン

バーが2022年度の活動に関して前向きに捉えつつ、対
外の方々へも1年間の活動への理解を深めていただけた
ことを踏まえ、本例会を開催した意義があったと考えて
おります。

新年交賀会新年交賀会1月
例会

ビジネスマッチングセミナービジネスマッチングセミナー2月
例会
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広報戦略事業～情報は多角的な視点で～広報戦略事業～情報は多角的な視点で～3月
例会

国際社会創造事業国際社会創造事業　　世界で起きている人権問題・環境問題世界で起きている人権問題・環境問題
　　　　　～私たちにできる国際協力～　　　　　～私たちにできる国際協力～

4月
例会

■事業目的
（対内目的）
・国際情勢に目を向け、物事の背景を見る力を養う。
・	国際問題への認識を深め、積極的に課題解決に取組む
意識を持つ。

（対外目的）
・	世界にある人権問題や環境問題と自らが関わっている
ことを認識する。
・フェアトレードを理解し、積極的に取組む意識を持つ。
■日時
2022年４月21日（木）　Zoomによるオンライン開催
■事業報告
　４月例会では、日本フェアトレード・フォーラム
（FTFJ）の認定理事胤森なお子氏をお招きし、ウェビ
ナー形式で総勢70名の方々にご参加いただき事業を実
施いたしました。サプライチェーンにより恩恵を受けて
いる私たちと現地生産者側で起きている不当待遇や児童
労働等に起因した人権問題と経済の発展と効率を求めた
が故に起きた環境問題への理解を深めました。また、相
手国の時代背景や経済状況を知り、国際問題に関心を高

め、それらが、サプライヤーだけの問題ではなく我々ユー
ザー側の問題でもあることを知り、積極的にフェアト
レードに取り組む意識を高めることができました。世界
で起きている人権問題や環境問題は、決して遠い国の問
題ではなく私たちの生活と密接に関係していること、私
たちの生活が誰かの犠牲の上で成り立っている事実を知
り、現地生産者の生活向上に繋がる身近に出来る取り組
みであると学びました。

■事業目的
（対内目的）
・情報を正しく把握する大切さを理解すること。
・情報を多角的な目線で捉える力を養う契機とするこ
と。
・正しい情報を発信する大切さを理解し、今後のJCI盛
岡の運動に興味関心を高める広報を展開していく契機
とすること。
■日時・場所
2022年３月15日(火)　Zoomによるオンライン開催
■事業報告
　本例会はZoomでの完全オンラインで開催し、第一部・
第二部の二部構成で実施致しました。
　第一部はクイズ形式で10問のクイズに挑戦し、その
解答解説を委員会メンバーにて行い、思いこみを引き
起こしてしまう人間の「本能」を学びました。第二部
ではグループディスカッションで多角的な視点で情報
を発信する大切さをグループごとにワークしました。
FACTFULNESSという書籍を引用し、思いこみを無く
し、情報を多角的な視点で捉える重要性を理解できたも

のと考えております。
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■事業目的
（対内目的）
・大人が子供たちに健全な成長への機会を提供する重要
性を認識すること。
・未来に向かいより強く踏み出す気持ちを高めること。
（対外目的）
・子供たちが他者に対する思いやりの心を養うこと。
・	子供たちが未来に向かい目標を定められるようになること。
・	大人が子供たちに健全な成長への機会を提供する重要
性を再認識すること。
■日時
2022年６月19日(日）　八幡平市松尾相撲場
■事業報告
　本年は新型コロナウイルス対策の観点から、会場の広
さも十分にある八幡平市松尾相撲場での開催となりまし
た。出場する選手には抗原検査を受けていただき感染対
策を考慮して実施しました。３年ぶりに全学年を対象に
開催することができ、県内1年生〜６年生男女50名の
選手が参加し、一生懸命な姿を見せてくれました。
　また特別講師として、アマチュア相撲世界王者の五十

嵐敦氏と、女子相撲アマチュア世界大会準優勝の今日和
氏をお迎えしました。世界大会を経験しているお二人か
ら直接指導を受けることで礼節を学び、子供たちの心の
成長を促す機会となりました。その後、創立70周年記
念事業講演会を今日和氏に行っていただきました。「挑
戦する心」を持って未来を切り拓く意識を持ってもらう
ため、今日和氏の相撲人生経験に基づいた講演会となり、
子どもたちが真剣に聞いている姿はとても印象的でした。
　本年は８月に「第３回わんぱく相撲女子全国大会」が
沖縄浦添のANAどすこいパークにて開催され、10月に
「第37回わんぱく相撲全国大会」が両国国技館にて開催
されます。4・5・6年生男女の横綱（優勝者）６名が全国
大会の切符を手にしました。

■事業目的
（対内目的）
・子供たちが持つ可能性を認識し、機会を提供し続ける
ことの重要性を再認識すること。
・子供たちが夢や目標を描き挑戦する姿から、自身も目
標を持ち挑戦し続けようと考える契機とすること。

（対外目的）
・子供たちが興味あることに注力し、目標を持つ契機と
すること。
・子供たちが他者と尊重し合う心を育むこと。
■日時
2022年５月15日（日）
いわて県民情報交流センターアイーナ
■事業報告
　子供たちに多様な選択肢から新たな夢や目標に向かっ
て挑戦する機会として、近年子供がなりたい職業ランキ
ングで上位にランクインしているeスポーツのトーナメ
ント大会を開催致しました。
　当日は16ペア32名の子供たちが、「大乱闘スマッシュ
ブラザーズ」のタイトルで白熱した戦いを繰り広げてく

れました。仲間と協力し合いながら真剣な眼差しで取り
組む姿、そんな我が子を暖かく見守る姿から、夢や目標
に向かって取り組む姿は周りの大人まで巻き込み喜びや
活力を与える機会となりました。
　多様な選択肢の中から挑戦を続けていける環境を創出
していくことが、まちに喜びと活力を与え、地域の発展
に繋がっていくことを確信しました。

第１回次世代育成事業「新たな可能性を切り拓こう !!」第１回次世代育成事業「新たな可能性を切り拓こう !!」5月
例会

創立 70 周年記念事業　第 34 回わんぱく相撲盛岡場所創立 70 周年記念事業　第 34 回わんぱく相撲盛岡場所6月
例会
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■事業目的
（対内目的）
・連綿と受け継がれてきた盛岡さんさ踊りの魅力を感じ
ること。
・多様性を持った祭りになることに寄与し、盛岡さんさ
踊りの価値を高めること。

（対外目的）
・連綿と受け継がれてきた盛岡さんさ踊りの魅力を感じ
ること。
・来年度以降の盛岡さんさ踊りへの参加意識を高めてい
ただくこと。
■日時・場所
2022年８月1日（月）〜 2022年８月４日（木)
櫻山神社、盛岡市中央通
■事業報告
　長きに亘って多くの方が来て観て魅せられて加わり、お
祭りの規模を大きくしてきた盛岡さんさ踊りは、もりおか
に確かに存在する魅力です。盛岡青年会議所は初開催から
の主催団体の一つとして盛岡さんさ踊りに携わっており、
市民意識変革運動を推進する団体として、多くの参加者と

ともにもりおかの魅力を体現する必要がありました。
　創立70周年記念事業という位置づけで、一般市民と
ともに行うパレードへどのように安心して参加して貰え
るか、多様な考え方を取り纏め誰ひとり取り残すことな
く参加してもらうためには何をしたら良いのか、多くの
団体や市民から意見を集め協議を重ねながら事業を実施
しました。結果として、パレードに参加する他、ライブ
配信の視聴や寄せ書きでの花車装飾など様々な方法で参
加していただき、また多くの方から来年もまた参加した
いという声を聞くことができ、参加したいと思うひと全
てのひとが参加できる盛岡さんさ踊りを実現できたと確
信しております。第46回盛岡さんさ踊りの開催に向け
て、確かなモデルケースを示すことができていたのであ
れば幸いです。

■事業目的
（対内目的）
・地域社会との繋がりを根底に据えた幸福を目指し一歩
を踏み出すこと。

（対外目的）
・	地域社会との繋がりを根底に据えた幸福を目指し一歩
を踏み出そうとすること。
■日時
2022年7月21日(木）
プラザおでって　3Fおでってホール
■事業報告
　持続可能なまちづくりのために、社会状況、経済状況
を正確に把握したうえで、まちを形成する一人ひとりが、
ひととの繋がりの重要性を認識し、互いに心の豊かさを
考え行動する活力を見出すきっかけを創出するべく、本
事業を設営致しました。
　ただ漠然と幸福について考えるのではなく、岩手県が
発行する資料を基にセミナーを行い、ワークシートを用
いて自己分析をすることで、より具体的な思考や新たな
気付きを引き出すことができたと考えております。

　新型コロナウイルス感染症により協同ワークを行うこ
とができず、ご参加いただいた皆様と利他の心を深掘り
することが出来なかった部分はありますが、今後、すべ
てのひとが幸福を実感できる社会の実現に向け、一人ひ
とりが幸福に向けた現状を正確に把握し行動し続ける契
機となったと確信しております。

まちの未来創造事業Ⅱ　まちの未来創造事業Ⅱ　わたしの幸せからわたしたちの幸せへわたしの幸せからわたしたちの幸せへ
　～幸福になる地域づくりを目指して～　～幸福になる地域づくりを目指して～

7月
例会

創立 70 周年記念事業　第 45 回盛岡さんさ踊り創立 70 周年記念事業　第 45 回盛岡さんさ踊り8月
例会
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■事業目的
（対内目的）
・諸先輩方の志を理解し、青年会議所運動に尽力する決
意を固めること。

（対外目的）
・これまで築きあげた価値ある運動にご理解をいただ
き、これからの盛岡青年会議所の運動に更なるご支援
を賜る契機とすること。
■日時・場所
2022年10月15日（土）　盛岡グランドホテル
■事業報告
　去る10月15日、「一般社団法人盛岡青年会議所　創
立70周年記念式典及び記念祝賀会」を開催致しました。
現役会員一人ひとりが、先輩たちが繋いできたひとづく
りを通したまちづくりの志を学び、これまで盛岡青年会
議所の歴史を繋いできた方々へ感謝を伝えるとともに、
未来へ向かい新たな一歩を踏み出す機会と致しました。
　式典では、創始から今まで70年の歩みの紹介や、こ
れまでの盛岡青年会議所の活動に対するご協力への感謝
とともに、今後も私たちへの変わらぬご支援を頂けるよ

う設えさせていただきました。
　また、祝賀会では創立70周年記念事業である、第34
回わんぱく相撲盛岡場所、第45回盛岡さんさ踊り、マ
リ共和国助産所建設プロジェクト、大宮中学校との職
業観育成事業の事業報告を致しました。創立以来70年、
社会課題に取り組み続けてきた盛岡青年会議所の足跡
は、もりおかというまちの歴史の一部でもあります。今
後も	75周年、100周年と、まちの持続可能性を探求し、
連綿と受け継がれてきた志を次世代へ引き継ぐべく、こ
のもりおかに青年会議所運動を発信し続けて参ります。

■事業目的
（対内目的）
・新たな学びや気づきを得ること。
・今後展開する運動の更なる向上や力強い発信に繋げる
契機とすること。
・出向する意欲を高めること。
■日時・場所
2022年9月27日（火）
盛岡グランドホテルおよびZoom
■事業報告
　2022年度出向者連絡会議は、盛岡グランドホテルと
Zoom配信のハイブリッド形式での開催となりました。
本年は、総勢29名のメンバーに国際青年会議所、日本
青年会議所、東北地区協議会、岩手ブロック協議会へと
出向いただきました。それぞれの出向先で経験した貴重
なお話をメンバーに共有いただき、出向したことがない
メンバーや新入会員、仮会員の出向することへの興味や
意欲につながる機会となりました。また、出向者以外に
も東北次世代アカデミーやグローウィングセミナーに参
加した会員からも参加して経験した貴重なお話をいただ

き出向以外にもたくさんの機会があることを共有するこ
とができました。

出向者連絡会議出向者連絡会議9月
例会

盛岡青年会議所創立 70 周年記念式典盛岡青年会議所創立 70 周年記念式典10月
例会
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■事業目的
（対内目的）
・卒業生が今後の成長を決意し、未来へ向けて一歩を踏
み出す契機とすること。
・現役会員が、卒業生に敬意と感謝を伝えること。
・現役会員が、卒業生からJC活動を通して得た学びや経験
を継承し、今後の積極的な運動発信の契機とすること。
・新入会員が今後のJC活動に繋げる学びを得ること。
■日時・場所
2022年12月３日（土）　ホテルメトロポリタン盛岡　本館　４F
■事業報告
　2022年12月３日（土）に12月例会「卒業式」をホテ
ルメトロポリタン盛岡　本館にて開催いたしました。
　新型コロナウイルスの出現から３年が経ち、活動の制
限や手法の多様化など、ここ数年での著しい変化に対応
しながら盛岡青年会議所の運動にご尽力いただいた17
名のメンバーがご卒業されました。
　【NewHORIZON〜新たなステージへ〜】のテーマ
のもと、卒業生が今後の成長を決意し、未来へ向けて一
歩を踏み出す契機となり、現役会員からの敬意と感謝を

伝えることができました。また、現役会員だけではなく、
たくさんの時間を共有した特別会員との交流も、卒業生
がこれまでの活動を振り返るにあたって、とても重要な
機会を提供できたと感じております。
　新入会員においては、同期メンバーとともに事業設営す
る最後の機会であり、絆を深める契機となりました。また、
自主的に事業設営に取り組み、今後のJC活動において新
たな一歩を踏み出す契機になったと確信しております。

■事業目的
（対内目的）
・全てのひとが幸福を実感できる社会の実現に向けて、
我々の運動及び活動が社会に対し、どのように展開で
きたのかを会員全体で共有すること。
■日時・場所
2022年11月18日（金）
盛岡グランドホテルおよびZoom
■事業報告
　2022年度のスローガン「幸福に向けて一歩を踏み出
そう〜全てのひとが幸福を実感できる社会へ〜」のもと、
本年度の活動や運動が社会に対して、どのように前向き
な変化を生み出したのかを会員全体で共有すべく、会場
とZoomを併用したハイブリッド形式で開催いたしまし
た。
　第1部活動報告スピーチでは、各委員会委員長から1
年間を通してどのような思いを持って委員会運営や事業
構築をしてきたのか、メンバーやまちにたいしてどのよ
うな発展・成長の機会を提供できたのかを発表いただき
ました。

　第2部活動報告パフォーマンスでは、委員会メンバー
の協力のもと、各委員会趣向を凝らした動画を制作いた
だき、当日お披露目いたしました。
　会員全体で1年間の振り返りを行い、次年度へ弾みと
なる時間となりました。

2022 年度活動報告例会2022 年度活動報告例会11月
例会

卒業式卒業式12月
例会
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■事業目的
（対内目的）
・JCI日本2022年度会頭予定者中島土君の所信演説を拝
聴し、一年間の活動の決意を固めること。
・JCI日本で活躍する出向メンバーを支援し、メンバー
がJC運動へのより深い興味や理解を高める機会とす
ること。
・メンバーが時間と経験を共有することで、連帯意識や
結束力を高め、本年度のJC活動に対して互いの協力
体制を構築する契機とすること。
■日時・場所
2022年1月20日（木）〜 23日（日）
メイン会場　国立京都国際会館
WEB配信（youtube）
■事業報告
　本年度の京都会議は2年ぶりの現地開催とWEB配信
のハイブリット型で開催されました。新型コロナウイ
ルス感染拡大に伴い、開催直前でのキャンセルも相次
ぎ現地参加者が減少したものの、盛岡市内でサテライ
ト会場を設置し、現地に行けないメンバーにも京都会

議に参加して頂くように設営致しました。「AWARD　
JAPAN2021」にて、盛岡青年会議所のプロジェクト「マ
リ共和国に識字教室の学校建設」が全国の青年会議所が
エントリーした85事業からグランプリを受賞し、盛岡
青年会議所としては初めてのグランプリ受賞を致すこと
が出来ました。
　また、公益社団法人日本青年会議所第71代会頭　中
島土君の会頭所信を拝聴し、1年間の活動の決意を固め
る機会となりました。

京都会議

2022 JCI ASPAC 堺・高石大会
■日時・場所
2022年５月26日（木）〜 29日（日）
大会本部　ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺
会　　場　堺市立大浜体育館
■事業報告
　「一期一会	〜この瞬間が宝物〜」を開催テーマとして
掲げ、大阪堺市にて４日間で開催されました。現地開催
とWEB配信のハイブリット型で開催されたASPACで
すが、日本開催ということもあり日本国内から多くの青
年会議所メンバーが集まり会場は賑やかな雰囲気で開催
されておりました。新型コロナ感染拡大の影響もあり、
諸外国のメンバーの参加は少なかったですが、会場では
様々なフォーラムが開催され、「自由と平和について」
や「気候変動と世界」をテーマにしたフォーラムなどか
ら多くの学びを得る機会となりました。屋外では多くの
アジア料理の屋台が出店されており、アジアの様々な文
化に触れることも出来る機会となりました。
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岩手ブロック大会
■日時・場所
2022年７月9日（土）
宮古市　浄土ヶ浜パークホテル、浄土ヶ浜レストハウス
■事業報告
　2022年７月9日（土）に「Heartbeat 〜未来は変え
られる、私たちの力で〜」を大会コンセプトのもと、宮
古の地にて「第51回岩手ブロック大会	in	みやこ」が開
催され、JC	I	盛岡からは33名が参加致しました。
　当日は、質的価値、気候変動とエコアクションについ
てのフォーラムが開催され、多くの学びとなりました。
また、脱炭素社会実現に向けた事例の展示ブースでは、
メンバーの所属する企業や団体で取り組んでいる脱炭素
へ向けた活動等を紹介し、自社や団体の取り組みを発信
する場にもなりました。
　生憎の天候ではありましたが、会員をはじめ、一般市
民に広く私たちの運動をご理解いただき、郷土岩手のこ
れからの未来を共に考える場となりました。

■日時・場所
2022年７月16日（土) 〜７月17日（日)
パシフィコ横浜、Web
■事業報告
　「しくみの数だけ幸せがある」を開催テーマにパシフィ
コ横浜とWebにて開催されました。
　現地にはたくさんのメンバーに参加して頂き、多くの
学びを得ることが出来、久々にLOMナイトも開催し大
いに盛り上がりました。
　今年も現地参加が出来ないメンバーの為にWeb配信
も行い、各セミナーやフォーラムを現地参加しているの
と同じような感覚で学ぶことが出来ました。
　サマーコンファレンスでの学びをLOMに還元するこ
とでLOMの発展につながるものと実感しております。

サマーコンファレンス
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■日時・場所
2022年10月６日(木) 〜 10月9日(日)
大分県大分市各地およびWeb
■事業報告
　愛を抱いて進め、JAYCEE ！をテーマに第71回全国
大会おおいた大会が大分市内各地とWebで開催されま
した。
　卒業式では、映像によって卒業年度生の活動を振り返
り、贈る言葉や、藤巻亮太さんによるさわやかな歌、花
火などで会場が盛り上がりました。
　卒業生に対し、これまでの感謝を表し、生涯JAYCEE
として、それぞれの地域のために活動し続けていただく
ようエールが送られました。
　現地に行けなかったメンバー用にJCルームにてパプ
リックビューイング会場を設置し、現地の雰囲気を味わ
いながら多数の方に参加いただきました。

第 71 回全国大会　おおいた大会

東北青年フォーラム in 栗原
■日時・場所
2022年9月3日(土）
宮城県栗原市　若柳総合文化センター、若柳公民館
ハイブリット形式での配信
■事業報告
　東北地区協議会が目指す「結の精神が息づく持続可能
な東北の実現」は、東北地区75ＬＯＭが各地域におい
て持続可能な地域を創るべく、社会の課題を解決するこ
とで総体として達成できるものです。現在、都市一極集
中から多極分散への変化の兆しが見られる中、東北の持
続可能な地域を創り上げていくためには、地域資源を
有効に活用し各地域の価値を高める必要があります。東
北青年フォーラムｉｎ栗原は、次なる時代の新しい潮流を
掴み、東北の地域資源を活かした社会課題の解決方法を
参加者に提供し、それを各地で実践できる学びの場とな
る大会として大会スローガン「次代の新潮流を掴め！共
に駆け出そう！東北の資源を活かした新たな価値の創造
へ」と定め事業を開催致しました。今年度登録者42名
の参加という多くのメンバーが東北地区の活動を知る契
機とする大会にすることが出来ました。
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世界会議
■日時・場所
2022年10月31日(月) 〜 11月４日(金)
オンライン開催
■事業報告
　「Share	moments.	Share	Life.	Share	Leadership」
（瞬間を共有し、人生を分かち合い、リーダーシップを共有する。）
　本年10月31日(月) 〜 11月４日(金)にWEB開催にて
JCI世界会議香港大会が開催されました。本大会は、JCI	
Virtual	Community(オンライン	プラットホーム、以下、
JVC)を使用し、オンラインで開催する運びとなりました。
日本青年会議所では、国内のメンバーを対象に沖縄の地に
サテライト会場を設置し、世界会議各プログラムの視聴を
はじめ、現地で参加して頂けるフォーラム及びセミナーや
ジャパンナイトが実施されました。
　オープニングに際して、JCI香港を代表してカレン・ユン
会頭から挨拶があり、「かつてのJCI世界会議は常にリー
ダーが集う場所でしたが、この３年に渡る新型コロナウイ
ルス感染症の影響により、私たちのフィジカルでのつなが
りは分断されつつありました。しかしながら、私たちの友
情や絆はそうではありません。今こそ、変化のときであ
り、新しいことに挑戦し、未来を切り拓くチャンスでもあ
ります。JCI世界会議香港大会は、今この瞬間を分かち合い、
人生を分かち合うところです。皆様に忘れられない経験を
お届けします。」と述べました。
　また、アルヘネス・アングロ	JCI会頭は、「先人達のおか
げでJCI世界会議香港大会を開催することができます。こ

れまで、多くの努力がありました。課題も大きいが、機会
も大きい、何よりも、このように物理的な国境を越え、世
界中のメンバーがこの瞬間を共有し、人生を分かち合う
ことができます。JCI世界会議香港大会はビジネスの機会・
JCI	RISE(再建:Rebuild、投資:Invest、持続:Sustain、進
化:Evolveの概念に沿ったJCIの展望)、そして、持続可能な
観光に重きをおいて開催します。ぜひ、ここで学んだこと、
知識や経験を各国に共有してください。リーダーであるこ
とは我々の責務です。」と述べました。
　本大会では、盛岡青年会議所から国際グループ	グロー
バルネットワーク創造会議	副議長	伊藤淳之介君をはじめ
とする５名の出向者が担当する「第2回世界青年サミット	
The	World	Youth	Summit	〜Peace	is	not	built	in	a	day
〜」が11月３日（木）に開催されました。盛岡グランド
ホテルにて、パブリックビューイングにて盛岡青年会議所
メンバーは視聴いたしました。本フォーラムは、我々青年
をはじめとする各国のグローバルリーダーが、民主主義の
普遍的価値を改めて理解・共有し、世界各国との連携をよ
り強固にすることを
目的に開催されまし
た。オンライン開催
だからこそ世界を身
近に感じることがで
き、参加したメンバー
にとって貴重な学び
の機会となりました。
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　我々、会員開発委員会は理事長の
掲げるスローガン「幸福に向け一歩
を踏み出そう〜全てのひとが幸福を
実感できる社会へ〜」のもと、ハイ・

スタンダードな成果を上げられるより良い組織への変革
に向け運動を展開して参りました。
　４月と８月の全2回にわたって会員開発事業を開催致
しました。第1回は「〜なぜ今、心理的安全性が求めら
れているのか〜」と題し、心理的安全性が高い組織には
どんな特徴があるのか、そして個人の思考や行動が組織
にもたらす効果についてセミナーを通して理解を深め
ていただきました。またグループディスカッションに
て、ランダムに人選されたグループが共通課題の解決策
を見出すことにより、同じ目標に向かって行動したチー
ムとなる過程を体験していただきました。第2回は「〜
いざ、実践！心理的安全性×ハイ・スタンダード〜」と
題し、第1回セミナーの振り返りと委員会ごとにチーム
分けをしてチームビルディングを行いました。チームビ
ルディングでは課題解決型の問いに対し、多様な価値観
と視座で健全に意見を衝突させ、チームとしての最適解
を導き出していただきました。謎解き脱出ゲームの要領
で、問題を解き進めながら楽しく学びとなった本事業を
通して、JCI盛岡が心理的安全性の高いハイ・スタンダー
ドな成果を上げる組織への変革する契機になったと確信

しております。
　全３回にわたり開催致しました仮会員オリエンテー
ションでは、新入会員が青年会議所の運動の価値を知り、
JCI盛岡がこれまでどのような活動を行ってきたかを知
る機会としてまいりました。10月の第３回の開催に関し
ては、今年度JCI盛岡が行った活動を振り返りも行い、今
後新入会員が能動的に活動をしていく契機になったと確
信しております。また、新入会員と正会員が多くのコミュ
ニケーションを図り、交流を深める機会にもなりました。
　12月例会卒業式では、17名の卒業生が今後の成長を
決意し、未来へ向けて一歩を踏み出す契機となり、今年
度入会したメンバーと現役会員が卒業生に敬意と感謝を
伝えることが出来ました。新入会員が中心となり設営を
行い、新入会員同士の結束もより強くなったと実感して
おります。また、今後のJC活動に繋げる学びを得るこ
とで、組織により良い変化をもたらす契機になったと感
じております
　最後に、新たな挑戦の機会を与えてくださりました大
和田理事長、当委員会を支えていただき多くの教えを頂
戴しました山口副理事長、佐々木室長、心から感謝を申
し上げます。また、いつも相談に乗ってくれた細川副委
員長、下河原幹事、そして能動的に活動し委員会を盛り
上げてくれたメンバーの皆様に感謝を申し上げます。
　1年間本当にありがとうございました。

　我々、次世代育成委員会は理事長
の掲げるスローガン「幸福に向け一
歩を踏み出そう〜全てのひとが幸福
を実感できる社会へ〜」のもと、子

供たちが多様な選択肢の中から興味ある事を見つけ、夢
や目標を描き挑戦する機会を提供すべく活動を行ってま
いりました。
　５月の次世代育成事業では、「eスポーツJCI盛岡杯大
乱闘スマッシュブラザーズトーナメント」を開催し、e
スポーツの魅力と可能性に触れ、子供たちが挑戦できる
機会として実施致しました。当日は岩手県出身プロeス
ポーツ選手である川村凌選手と岩手eスポーツ協会会長
の遠藤徹也さんにお招きしてトークセッションを行い、
子供たちや保護者、青年会議所メンバーがeスポーツに
対して理解を深めることが出来ました。その後のトー
ナメント戦では、16ペア32名の選手が白熱する戦いを
繰り広げました。近年eスポーツは世界的にメジャース
ポーツとして発展し、日本でも認知度が上がってきてお
りますが、世界に比べて大きく遅れているのが現実であ
ります。しかしこの事業を通して子供たちが現実的にe
スポーツで夢や目標を持ち挑戦する機会となりました。
　そして9月の次世代育成事業では、「DANCEdance
ダンス」としてダンスに興味ある子ども達に向けてダン
ス体験会を行いました。岩手県内でプロダンスチームと

して活躍している「LipsDancers」のディレクターで
ありインストラクターでもある中條鈴さんをお招きし、
夢を持つことや挑戦していくことへの重要性を講演して
頂きながら、実際に参加された子供たちにダンスの振り
付けを行い、音楽に合わせながら踊る楽しさを教えて頂
きました。
　ダンスは体ひとつで場所を選ばず楽しむことが出来る
スポーツです。また音楽を通して人とコミュニケーショ
ンをとることも出来ます。更にみんなで1つのダンスを
作り描くことで相手に対しての思いやりなども育むこと
も出来ます。本事業では年齢や性別を超えてみんなで楽
しんで交流が出来る機会となりました。
　新たなことに挑戦して得る喜びは周りの喜びや活力と
なり、それが循環することで社会に前向きな変化をもた
らし、全ての人が幸福を実感できる社会に繋がると信じ
ております。今後も次世代を担う子供たちが挑戦をし続
けていける環境を創出していくこと期待しております。
　最後になりますが、貴重な委員長という機会を与えて
くださった大和田理事長を始め、担当常任、委員会スタッ
フ、委員会メンバーには本当に感謝申し上げます。
　1年間ありがとうございました。

会員開発委員会会員開発委員会 委員長　委員長　中嶋　政裕中嶋　政裕

次世代育成委員会次世代育成委員会 委員長　委員長　山内　圭介山内　圭介
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　地域開発委員会では理事長の掲げ
るスローガン「幸福に向け一歩を踏
み出そう〜全てのひとが幸福を実感
できる社会へ〜」のもと、社会の課
題を解決してまちを持続的に発展さ

せていくために、自分の幸福とは何かを研究し各々が利
己と利他の心を共創するべく運動を展開して参りました。
　1月の新年交賀会では「チャレンジ」をテーマに掲げ、
2022年度最初の例会として、コロナ禍ではありました
が「より良いスタートを切ろう」と、初めての抗原検査
を行い2年ぶりの現地開催を行うことが出来ました。世
の中が目まぐるしく変化している中で、時代に合わせた
設えで開催できたことは、ベースとなる一つの形を示す
ことができたと考えております。JCI	盛岡のメンバーが
2022年度の活動に関して前向きに捉えつつ、対外の方々
へも1年間の活動への理解を深めていただきました。
　また、５月と７月の2回にわたってまちの未来創造事
業を開催させていただきました。
　５月では「自己の幸福とは？」をテーマに、持続可能
なまちづくりのために、社会状況、経済状況を正確に把
握したうえで、まちを形成する一人ひとりが自己の幸福
とは何かを理解しモノの豊かさだけでなく心の豊かさの
向上を目指すべく事業を設営致しました。ただ漠然と幸
福について考えるのではなく、ウェルビーイング理論を
基にセミナーを行い、自己分析シートを用いてグループ
ワークをすることで、より具体的な意見や新たな気付き
を引き出すことができたと考えております。
　７月では「ひととの繋がり」をテーマに、まちを形成
する一人ひとりが、ひととの繋がりの重要性を認識し、

互いに心の豊かさを考え行動する活力を見出すきっかけ
を創出するべく、事業を設営致しました。
　岩手県が発行する資料を基にセミナーを行いました
が、地域社会との繋がりが低下していると感じるひとは
増加していることから、思いやりの心が向上していると
は言えない現状と捉え「こころの豊かさ」は幸福を考え
る上でとても重要であると考えに至りました。社会全体
の幸福を目指すためには、一人ひとりが、繋がりを根底
に据えた幸福について考え行動する機会を創出するこ
と、また、幸せに対する考え方の幅を広げ、自己実現に
向けて一歩踏み出す機会を創出するために、地域のため、
明るい未来のために、夢や希望を届け、ご尽力していた
だいているいわてグルージャ盛岡監督の秋田豊氏を講師
としてお招きし「ひととの繋がり」をテーマにご講演し
ていただきました。
　幸福について考えたとき、自分自身の幸せだけでなく、
相手の幸福を考え、思いやりをもち、お互いに心の豊か
さを大切にすることで、持続的な幸せに繋がります。そ
のひととの繋がりを根底に据えた持続的な幸せこそが、
持続的なまちづくりへと繋がると信じております。
　最後に、当委員会の事業にご参加、ご協力いただきま
した皆様、並びに貴重な機会を与えて下さいました大和
田理事長をはじめと致します役員選考委員会の皆様、常
任理事の皆様、そして、いつも適切な回答をしていただ
いた池野副理事長、松浦室長、ココロの支えになってい
ただいた委員会スタッフ、そして全面的に協力していた
だいた委員会メンバーの皆様、心より感謝申し上げると
ともに、素晴らしい1年間をありがとうございました。

　2022年度国際社会創造委員会は、
「共に高め合う地域社会の創造と国
際感覚に優れた人材を育成する」の
基本方針のもと、一年間運動を展開

してまいりました。
　今年度は、54年間に亘り姉妹JC交流をしている台湾の
羅東國際青年商會の創立55周年、盛岡青年会議所の創立
70周年と記念すべき周年事業として相互交流の年で御座い
ました。本来であれば８月渡航、10月受入の予定でしたが、
新型コロナウイルス感染症の状況下により、全て中止と
なり双方の創立記念式典へオンラインにて参加となりまし
た。11月には、経済文化交流会議をＺｏｏｍ配信にて実施
し、両ＪＣが明るい豊かな社会の実現に向けて2021年度と
2022年度に展開した運動の共有を行いました。実施に至る
まで、羅東國際青年商會の皆さんと事前打合せを何度も行
いましたが、言葉の壁や文化の違いを直接経験することに
より、多くの学びを得ることができました。今年度はZoom
による交流のため全員が国際交流の経験をすることが叶い
ませんでしたが、来年の姉妹JC交流55周年に向けて、先輩
たちが紡いでこられた歴史を次に繋げることができました。
　４月例会では、国際感覚に優れた人材育成に寄与するため
に、「世界で起きている人権問題・環境問題〜私たちにできる
国際協力〜」と題しフェアトレードについて学びました。コロ
ナ禍において海外渡航が厳しい中でも、私たちが身近にでき

る国際協力とは何かを考え、日々の消費活動でできることを
取り上げました。私たちが日々何気なく消費している商品・製
品の背景を意識し、現地生産者や輸入相手国の時代背景や
経済状況を知り、国際問題に関心を高め、それらが、サプラ
イヤーだけの問題ではなく我々ユーザー側の問題でもあるこ
とを学びました。事業を通じて、国際情勢に目を向け、物事
の背景を見る力を養い、国際問題への認識を深め、積極的に
課題解決に取組む意識を持つ機会とすることができました。
　9月事業では、盛岡市立大宮中学校にて創立70周年記
念事業として、2年生160名と保護者を対象とし、「視野
を広げて、好きを仕事に！」と題し事業を実施いたしました。
国際の観点から、子供たちに視野を広げてもらい、安易に
簡単な道を選択せず苦労なくして成長しないこと、自分の
能力に想像上の蓋をせず自分の限界は限界まで試してみな
いとわからないこと、大きな挑戦だからこそ自分も周りも
わくわくするし応援してくれるひとを増やすことができる
ことを伝えました。事業を通じて、私たち大人は、子ども
たちが置かれている状況を理解し、社会の課題解決に取
組む意識を持つ機会となりました。子供たちにとっては、
世界情勢を知り、視野を拡げる機会。学業が自分だけでな
く将来誰かの役に立つことであることを学ぶ機会。将来に
対する夢と希望を見出す機会とすることができました。
　一年間、コロナ禍に負けず理事長が掲げるスローガン
と基本方針のもと、運動を展開することができました。

地域開発委員会地域開発委員会 委員長　委員長　菅原　直紀菅原　直紀

国際社会創造委員会国際社会創造委員会 委員長　委員長　小野寺数馬小野寺数馬
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　広報戦略委員会では理事長の掲げ
るスローガン「幸福に向け一歩を踏
み出そう〜全てのひとが幸福を実感
できる社会へ〜」のもと、事実に基

づく情報を多角的な視点で読み取り、より多くのひとか
ら共感いただくことができる情報となるよう追求し、情
報発信を展開してまいりました。
　通念を通して、SNSや公式ホームページからの情報発
信の他、対外参加者を募って開催する事業については、
有料媒体も活用し、集客と併せ認知度向上を目指し活動
しました。
　1月の総会資料であるアニュアルレポートの作成発行
は、盛岡青年会議所メンバーが昨年度の事業を振り返り、
JCI盛岡の運動を再確認する事ができたのではないかと
思います。
　2月に発行しました広報誌特別号「Values」では株
式会社ヘラルボニーの松田文登氏と、７月に発行しまし
た広報誌通常号「Values」では出前館の創業者であり、
ペットの里創設者の花蜜幸伸氏と、全てのひとが幸福を
実感できる社会について大和田理事長との対談を掲載
し、読み手の興味を惹く内容としました。
　３月には会員向けの事業として、広報戦略事業〜情

報は多角的な視点で〜を開催いたしました。本事業は
FACTFULNESSという書籍を引用しました。Zoomで
の完全オンライン形式にて行い、第一部は「常識クイ
ズ！」と題し、日本や世界のデータを基に委員会メンバー
で作成した10問のクイズに挑戦して頂きました。その
解答解説を委員会メンバーにて行い、思いこみを引き起
こしてしまう人間の「本能」を学びました。第二部では
グループディスカッションを通し多角的な視点で情報を
発信する大切さを学びました。普段の生活で大量の情報
を目にする機会があると思いますが、最新の情報なのか、
偏った情報ではないか、など多角的な視点で捉える重要
性を理解していただけたことは、2022年度盛岡青年会
議所の運動を展開していくうえで、意義のある例会を開
催できたものと確信しております。
　最後に、広報戦略委員会のメンバーには心からお礼を
言いたいです。考えがまとまらず困っている私を朝まで
付き合ってくれたスタッフ、仕事や家庭など JC活動ど
ころではない状況にもかかわらず、時間を作って参加い
ただき力を貸してくれたメンバー、本当に素晴らしい一
年間をありがとうございました。

　私たち盛岡青年会議所は第45回
盛岡さんさ踊りへの参加を創立70
周年の記念事業と位置づけ、自己の
幸福と社会全体の幸福が重なり、全

てのひとが幸福を実感できる社会を実現するために、盛
岡さんさ踊りプロジェクトチームを立ち上げました。プ
ロジェクトチームは、各委員会に配属されている会員が
委員会という垣根を越え、志に賛同し集まった有志で構
成されております。多くの方からご理解とご協力をいた
だくことができ、今年度はプロジェクトチームとして運
動を発信することができました。集まってくださったプ
ロジェクトメンバーには心より感謝と敬意を表します。
　これまで多様な方と共にパレードに参加してきた盛岡
青年会議所は、関わった方とお互いの尊厳を尊重し合い
ながら、主催団体としてもりおかの魅力を発信してきま
した。明るい豊かな社会の実現に向けて運動を展開して
きた私たちは、３年ぶりの開催となった盛岡さんさ踊り
においてもこれまでのひととの繋がりを保ちつつ、積み
上げてきた知識と経験を更に発展させて、全てのひとが
幸福を実感できる機会を創出する必要がありました。
　６月及び７月では、さんさ踊りの各パートの技術向上
や盛岡さんさ踊りの魅力を認識するべく盛岡さんさ踊り
練習会を開催いたしました。盛岡さんさ踊り実行委員会
様にもご協力いただきながら外部の方に練習会の案内を

行い、過去盛岡青年会議所が開催してきた練習会にご参
加いただいた方にもお声掛けしながら、誰もが安心して
参加できる練習会を目指したことで、全10回の練習会
で延べ415名の方にご参加いただくことができました。
　８月1日〜４日にて開催されました第45回盛岡さん
さ踊りへ、一般市民と共に４日間のパレード参加を行い
ました。パレードでは花車を運行し、祭りを盛り上げる
一翼を担うことで、社会全体の幸福に繋がる事業ができ
たものと考えております。どのような状況下においても
全ての方が参加できる盛岡さんさ踊りを目指し、花車の
装飾を様々な事由で当日参加できない方にお願いした
り、単独でパレード参加することができない団体と一緒
にパレード参加をしたり、ライブ配信で当日の雰囲気を
味わえるよう設えたりいたしました。社会全体の幸福を
目指す盛岡さんさ踊りに関わってくださった全ての方が
自分自身のために参加してくださったことで真の幸福が
そこに生まれたものと確信しております。
　プロジェクトチームリーダーとしての役割に挑戦する
にあたり、機会を提供してくださった皆様、プロジェク
トに賛同して力を尽くしてくださった皆様、関わる全て
の方に感謝を申し上げて、1年間の振り返りとします。
本当にありがとうございました。

広報戦略委員会広報戦略委員会 委員長　委員長　里　　裕一里　　裕一

盛岡さんさ踊りプロジェクトチーム盛岡さんさ踊りプロジェクトチーム リーダー　リーダー　松浦　直人松浦　直人
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　これまでわんぱく相撲は、子供た
ちが目標を実現するための強い心を
育むことや、自分を支えてくれる家
族や友人への感謝や思いやりの心を

養うなど、社会形成者として必要な心情、意欲、態度を
身につける機会の場として開催してきました。
　本年は盛岡青年会議所創立70周年記念事業として、
「第34回わんぱく相撲盛岡場所」を開催いたしました。
より多くの参加者を募るため、３年ぶりに1年生〜６年
生全学年の男女を対象とし、コロナウイルス対策もおこ
なえる、広い会場の八幡平松尾相撲場を選定いたしまし
た。岩手県内から男子29名、女子22名、計51名のわん
ぱく力士が参加し活気にあふれる大会となりました。
　また盛岡青年会議所70周年記念事業としてご講演い
ただく、女子世界大会準優勝の今日和さんをお迎えし、
教えていただいたレシピをもとに作ったちゃんこ鍋のお
振舞や、アマチュア相撲の五十嵐敦さんと今日和さんに
よる特別相撲稽古も行いました。
　さらに八幡平商工会青年部様にも御協力いただき杜仲
茶ポークフランクフルトのお振舞、地元企業の飲食販売
も行いました。事業で他団体と共同することで、お互い
がWINWINの関係を模索していくことは、お互いの地
域をよりよくしていく効果と、所属するメンバーがより
多くの人と関わることができ、これからの時代では必要

になると考えております。本大会は、新たな挑戦が沢山
ありましたが、挑戦することで改善点を見つけまたより
良い事業にしていくための良いきっかけとなりました。
　８月には「第３回わんぱく相撲女子全国沖縄浦添大会」
へ、10月には「第37回わんぱく相撲全国」へ、盛岡場所
で横綱になった４年生〜６年生の３名の選手と保護者様
を引率してまいりました。大会当日はどの選手も緊張し
ておりましたが、本番になると表情が変わり、全力で相
手に向かっていく姿はとても逞しく感銘を受けました。
　全国各地のROMが参加し、1つの場所に集まり事業
が構築されていく素晴らしさを改めて感じました。積極
的にJC活動に参加していくことで、沢山の仲間たちと
関わり新しい価値観を取り入れることができ、さらに子
供たちやその周りにいる大人たちにも新たな機会提供で
きる事業だと感じました。
　最後になりますが、私に挑戦の機会を与えてくれた大
和田理事長、当プロジェクトチームを支えてくださった
照井副理事長、髙橋専務、沢山のことを教えて下さった
沼田副リーダー、どのような要求にも全力で応えて下
さったメンバーの皆さま、1年間本当にありがとうござ
いました。挫けそうになったことも沢山ありましたが支
えて下さった家族、仲間がいたからこそ乗り越えられま
した。この素晴らしい事業がいつまでも続いていくこと
を願っております。

わんぱく相撲プロジェクトチームわんぱく相撲プロジェクトチーム リーダー　リーダー　中村　沙綾中村　沙綾

　組織拡大特別委員会では、近年の
会員数の減少という組織を存続して
いく上で避けては通れない課題を乗

り越え、これから先も力強い運動を展開することのでき
る組織としてあり続けるために、新たな仲間の輪を拡げ
る会員拡大に努めてまいりました。
		本年度は、全メンバーが会員拡大の活動を自分事とし
て捉えるために特別委員会という形で会員拡大を実施し
ました。2023年度、期首会員数を100名で迎えるため
に42名の会員拡大を目標とし、組織のトップである大
和田理事長自ら会員拡大にご尽力をいただき、32名の
仮会員申込みと27名の正会員承認を行うことが出来ま
した。

　どこのLOMにおいても年々、会員数が減少傾向にあ
る中でこのように拡大が出来たのは、ひとえに敬愛して
止まない特別会員の皆様、現役会員の皆様、その他多く
のステークホルダーの皆様からの情報があってこそ成果
が得られたものと確信しております。
　これからも会員数を増やし盛岡広域圏におけるプレゼ
ンスを高め、明るい豊かな社会の実現に向けて運動を展
開してまいりますので、引き続き皆様からの厚いご支援
と、ご指導御鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

組織拡大特別委員会組織拡大特別委員会 委員長　委員長　髙橋　　潤髙橋　　潤
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盛岡JC野球部（盛岡ジャニーズ倶楽部）

盛岡青年会議所サッカー部

　今年度は６月18日（土）遠野市立宮守小学校にて公益
社団法人日本青年会議所東北地区岩手ブロック協議会主
催の野球大会が開催されました。
　しかしながら創立70周年記念事業の第34回わんぱく
相撲盛岡場所（６月例会）と日程が重なってしまい盛岡
ジャニーズ倶楽部は出場を辞退せざるを得ない状況とな
りました。その結果、岩手県内６LOMが集まり、見事
JCI陸前高田が優勝を飾りました。
　来年度は田屋舘真留久キャプテンから指名を受けた小
倉征也新キャプテンの元、厳しい練習を乗り越えたから
こそ生まれるチームワークで優勝を掴み取りたいと思い
ます。

　本年は、３年ぶりに全国大会が愛知県の刈谷で開催さ
れました。
　当初、参加予定でしたがチーム内での新型コロナウイ
ルス感染症の拡大に伴い、大会前日に辞退することにな
りました。
　辞退となってしまったのはとても残念でしたが、大会
の開催があることで、練習や練習試合を重ねることがで
きましたし、新たに新入会員からのメンバーも増え、選
手層が厚くなり、チームとして活動できました。
　来年の全国大会に向けて、キャプテンの北條君を軸に
1年間しっかり準備して優勝したいと思います。
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2022年度　卒業生名簿

伊　藤　淳之介　（2011年度入会）

相　原　幸　生　（2011年度入会）

長　瀬　智　也　（2012年度入会）

服　部　　　達　（2012年度入会）

藤　原　大　修　（2013年度入会）

菊　池　智　也　（2013年度入会）

豊　岡　　　淳　（2014年度入会）

鈴　木　俊太郎　（2016年度入会）

髙　橋　　　潤　（2016年度入会）

田屋舘　真留久　（2016年度入会）

佐々木　裕　一　（2019年度入会）

沼　田　　　悟　（2019年度入会）

里　　　裕　一　（2020年度入会）

後　藤　勇　太　（2020年度入会）

福　田　一　臣　（2021年度入会）

菊　地　美　紀　（2021年度入会）

及　川　和　明　（2021年度入会）
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2022年度　新入会員名簿
氏　名 勤　務　先 スポンサー① スポンサー②

伊　藤　英　佑 ㈱盛岡総合ビルメンテナンス 大和田　祐　輔 髙 橋 　潤（14）

鷲　見　保　博 ㈱博扇堂クリーニングセンター 大和田　祐　輔 髙 橋 　潤（14）

加　藤　巧　寛 加藤総合企画㈱ 藤　原　良　行 中　嶋　政　裕

赤　坂　俊　介 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 大和田　祐　輔 髙 橋 　潤（14）

伏　 見　　　 武 スターダクト㈱ 内  山  佳奈子 大和田　祐　輔

田　村　光　宏 ㈱田清 大和田　祐　輔 髙 橋 　潤（14）

作　山　智　彦 さくやま司法書士事務所 池　野　利　彦 藤　原　良　行

小田島　賢太郎 ㈱小田島アクティ 三　浦　　　崇 山　内　圭　介

佐々木　文　也 ㈱帝都 大和田　祐　輔 髙 橋 　潤（14）

内　沢　達　也 内沢登記測量事務所 大和田　祐　輔 小　倉　征　也

越　場　慎　文 桜心警備保障㈱ 石　井　優　宇 小野寺　数　馬

髙　梨　光　昭 ㈱Side	Links 大和田　祐　輔 髙 橋 　潤（16）

高　見　謙　輔 ㈱広田薬品 大和田　祐　輔 髙 橋 　潤（14）

波　紫　聖　矢 ㈱齊藤興業 大和田　祐　輔 髙 橋 　潤（14）

田　中　洋　希 （福）岩手県社会福祉事業団 大和田　祐　輔 髙 橋 　潤（14）

三　浦　滉　大 ㈱齊藤興業 大和田　祐　輔 髙 橋 　潤（14）

橋　 本　　　 敏 (有)橋本商店 池　野　利　彦 小　倉　征　也

田　 端　　　 結 ジブラルタ生命保険㈱ 髙 橋 　潤（14） 豊　岡　　　淳

宮　川　雅　好 ジブラルタ生命保険㈱ 大和田　祐　輔 髙 橋 　潤（14）

佐々木　宏　和 ㈱佐々花不動産 大和田　祐　輔 髙 橋 　潤（14）

小　岩　泰　武 ㈱Bonds 大和田　祐　輔 髙 橋 　潤（14）

宮　澤　貴　明 ナチュラルコム㈱ 大和田　祐　輔 髙 橋 　潤（14）

藤　村　慶　太 藤村慶太土地家屋調査士事務所 池　野　利　彦 松　本　恭　史

齊　藤　大　輝 ㈱三協メディケア 大和田　祐　輔 小　倉　征　也

佐々木　天　晃 ソニー生命保険㈱ 髙 橋 　潤（14） 小　倉　征　也

羽　田　流　星 ㈱やよいディライト 大和田　祐　輔 照　井　和　弘

重　 泉　　　 愛 ㈱やよいディライト 大和田　祐　輔 照　井　和　弘
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一般社団法人 盛岡青年会議所　2022年度　出向者名簿
■公益社団法人日本青年会議所（７名）
　　経済グループ　スポーツの力委員会 委　　員 照井　和弘

　　国際グループ　グローバルネットワーク創造会議 副 議 長 伊藤淳之介
小 幹 事 鈴木　七恵
委　　員 鈴木俊太郎
委　　員 長瀬　智也
委　　員 宮野　洵弥
委　　員 米内　紘正

■公益社団法人日本青年会議所　東北地区協議会（１名）
　　広域連携グループネットワーク構築委員会 委 員 長 照井　和弘

■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（24 名）
監査担当役員 伊藤淳之介
副 会 長 豊岡　　淳

　　総務広報委員会 委 員 長 川村　芳仁
委　　員 北條　　宏
委　　員 沼田　　悟
委　　員 田向　康人

　　事務局 事務局次長 小倉　征也

　　いわてJAYCEEアカデミー委員会 委　　員 及川　和明
委　　員 小野寺数馬
委　　員 菅　　洋介
委　　員 菊地　美紀
委　　員 木津川隼己
委　　員 佐藤　志学
委　　員 下河原　伸
委　　員 鈴木　　亮
委　　員 瀬川　天子
委　　員 千葉　潤也
委　　員 照井　淳史
委　　員 鳥居さゆみ
委　　員 中村　沙綾
委　　員 晴山　敬俊
委　　員 福田　一臣
委　　員 藤原　勇介
委　　員 宮野　洵弥
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2022年度　出向者報告

　日常行動の意思決定過程がアップデートされたコロナ
後は、企業、団体や個人の判断基準が大きく変化し、こ
れまで以上にSNSの影響力が拡大、思考実験的な手法
も含めウェブ上での新たな日常的習慣が様々な形で模索
され一定の形を作り始めました。当会議体は、世界情勢
が非常に不安定で民主主義の普遍的価値が毀損されてい
る状況の中で、青年会議所だからできる「個人と個人」
「LOMとLOM」「NOMとNOM」、そして「地域と地域」
を繋ぐことによって恒久的世界平和の実現への礎になる
ことを目指し、活動とその手法を適応させJC運動を行
いました。国際グループとしては本年ASPACを堺高石
で開催し、国際アカデミー in小田原では海外から多く
のデリゲイツを迎えることができました。過去二年間と
比較すると、新型コロナ感染症の影響に伴う社会的な意
識変化と行動制限が限定的になる時期が増え、国内外の
移動もある程度緩和された一年だったと感じています。
故に国際の機会について改めて考えるきっかけになりま
した。
　「国際のもりおか」と言われるようになってからかな
りの時間が経ちました。しかしながら、今現在、日本国
内においてその認識は現役会員から聞かされることはあ
りません。もはや「国際のもりおか」との認識は、皆無

と言っても過言ではありません。ではなぜ盛岡はかつて
そう呼ばれていたのでしょうか。2000年代には国際大
会を誘致するなど、先輩方は国際の機会をもたらすこと
でまちに相応のインパクトを与えられるかを認識してい
たと推察します。言葉を選ばずに表現すると、閉塞した
まちに「日本固有の価値観に”異物”」を加えることによっ
て、住み暮らすひとに新しい価値観や自分の足元を見直
すきっかけが生まれる、ということだったのかもしれま
せん。
　今の時代、もはや外国人とその人たちがもたらす価値
観は“異物”ではありません。こちら側が当たり前に理解
し、受け入れ、新しい地域社会をつくっていくことを目
指す私たちは、その当事者です。長年青年会議所の活動
に携わった結果、国際の機会とは、「自分の固定観念を
打ち破る、自分のバックグラウンドから得られるものと、
別の考え方と行動、可能性」を身近かつ現実的に知る機
会であり、自分たちの行動変容を促すカンフルだと思う
に至りました。
　もし、あなたが自分の身の回りに閉塞感を感じ、今見
えている世界以外のことに少しでも興味が持てるのであ
れば、青年会議所の国際の機会を手に入れてみてくださ
い。あなたが見たことがない世界がそこには現実に存在
します。

公益社団法人日本青年会議所
国際グループ　グローバルネットワーク創造
会議　副議長　
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　監査担当役員

　伊藤淳之介

　東北地区協議会ネットワーク構築委員会に委員長とし
て出向させていただきました。JCカップU-11少年少女
サッカー大会東北地区大会を担当することから、全国大
会を担当する日本青年会議所スポーツの力委員会にも出
向させていただき、本会とブロックとの連携を図らせて
いただきました。委員会メンバーが少ない中の配属とい
うこともあり、委員会運営は難航しましたが、少人数で
どのように事業を行っていくべきかに、注力し活動して
きました。東北地区サッカー大会においては、準備から
実施まで、限られたメンバーと協力しあい、濃い時間を
過ごせたことで、地区内に仲間を増やすことができまし
た。人手不足から他委員会から2名ずつ運営スタッフを
募り実施した結果、東北地区内の連携を図れたのではな
いかと思います。人手が少ないことから、余計なものを
そぎ落とし、「何のため、誰のため」だけに注力した結果、

多くの参加者の満足度につなげられたことは、予測し
ていなかった副産物でありました。「何のため、誰のた
め」をしっかりと目的に捉えることの重要性を身をもっ
て知る良い機会となりました。外部企業やNPOとの連
携を構築する職務を担当しておりました。LOM支援の
観点で、NPOとの連携に関する情報や、協賛企業の情
報をLOMへ情報提供を行ってきました。しかし、「この
ような情報ならLOMへ役に立つんじゃないかという予
測」で実施していた結果、成果にはつなげることはでき
ませんでした。LOMのニーズをよく調べた上で実施す
ることが必要であったことに気づいたと共に、LOMと
いっても大中小と地域性があり、多種多様であることを
感じさせられました。この一年を通じてLOMにいては
感じることができない視点や考え方を学ぶことができた
と感じておりま
す。このような
機会を得ること
ができたのも盛
岡メンバーの支
えのおかげであ
ると感謝してお
ります。

公益社団法人日本青年会議所　経済グループ　
スポーツの力委員会　委員
公益社団法人日本青年会議所　東北地区協議会
東北地区協議会ネットワーク構築委員会　

委員長　照井　和弘
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　2022年度岩手ブロック協議会は、
及川貴也会長のもと、基本理念を「ま
ちにより良い変化をもたらし愛が溢
れる岩手の実現」とし、スローガン

「first	action	あなたの想いと行動が未来を変える」を
掲げ運動を展開してまいりました。岩手県内13の各地
会員会議所から役員、メンバーが出向していただいて、
事業を実施してまいりました。
　新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、1月23日
に岩手県独自の緊急事態宣言が発表されたことから、2
月に予定していた岩手ブロック協議会の活動指針を皆様
にお伝えする新春のつどいは中止という決断をしまし
た。長きにわたり地域のリーダー育成の機会となってい
るJAYCEEアカデミーも当初計画から変更をし、開校式
はオンラインでの開催となりましたが、第1講座から閉
校式まで現地とオンラインのハイブリット形式で開催す
ることができました。
　2022年度岩手ブロック協議会にはいわてJAYCEEア
カデミー委員会を含め、６つの委員会が各種事業を実施
して主な概要を報告とさせていただきます。
　岩手の未来創造委員会では地域内経済循環を見据えた
質的価値を広めるため、「質的価値社会フォーラム〜自
立した地域の創造〜」の開催、脱炭素社会への理解を深
め、地球環境の問題解決に向けて行動する意識の向上す
るため、「教えて！天津木村先生！〜気候変動×エコア
クション〜」を岩手ブロック大会で開催しました。ブロッ
ク大会運営委員会では岩手ブロック協議会の最大の発信

の場である、第51回岩手ブロック大会inみやこを開催
しました。連携推進委員会では次代を担う子供たちが勝
負に負けても相手を称えることができる心豊かな道徳心
の育成するために「JCカップU-11少年少女サッカー岩
手県大会」の開催、組織の基盤強化とJCの理念を理解
した能動的なリーダーが生まれ社会を変え続けること
を目的として、理念共感拡大事業「IWATE	Growing	
Seminar」として４回の講座と成果報告会を開催しまし
た。LOM支援委員会では各LOMの支援を念頭に情報発
信や各LOMと連携を図りました。またメンバーがより
活躍しやすい環境の整備に向けた支援を目的として、県
内の各地会員会議所の女性メンバーにご協力いただき
「多様性のある組織に向けた交流会」を開催しました。
総務広報委員会では若年層の政治参画意識向上に関する
事業の実施、岩手ブロック協議会の情報の発信、各会議
の設営を行ってまいりました。
　2022年度も各地会員会議所、各地域のために運動を
展開してまいりました。今後も皆様の活動のツールとし
て岩手ブロック協議会を使い倒していただければと思い
ます。

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　豊岡　　淳

　2022年度岩手ブロック協議会は、
及川貴也会長の下、基本理念「まち
により良い変化をもたらし愛が溢れ

る岩手の実現」をとし、スローガン「first	action」を
掲げ一年間運動を展開してまいりました。
　本年度の総務広報委員会の役割は、諸会議の設営・議
事録の作成、ホームページおよびSNSの運営、新春の集
いの設営、若年層の政治参画向上事業、ベビーファース
ト推進事業・役員謝恩会の設営が担当となりました。
【新春つどいの設営】
　2022年度の新春の集いは、直
前まで開催するために準備を進
めてまいりましたが、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大により
中止となりました。
【若年層の政治参画向上事業】
　本年度の、総務広報委員会で
の新たな事業として「いわて高
校生政策甲子園」を８月26日に
企画、開催いたしました。委員
会では、若年層が地域を見つめ直し、課題解決を考えと
こが政治参画とにつながると確信し、「住みくらし続け
たいまち」を自由な発想で高校生の視点から見た課題解

決策を矢巾町文化会館田園ホールにて発表していただき
ました。
　６月からの合同オリエンテーションから、高校生の皆
さんにも2か月間かけてプレゼンいただいた政策は、ど
れも甲乙つけがたい内容で、非常に有意義な大会となり
ました。
【ベビーファースト推進事業】
　日本青年会議所で企画されました運動とし、ベビー
ファースト推進運動を担当いたしました。子育て世帯が
子供を産み育てたくなる環境を、岩手県、宮古市、他県
内の事業所からもご協力いただき、わたしたちの活動宣
言とし、ご参画いただきました。
【役員謝恩会】
　11月26日に、岩手ブロック
協議会、役員出向者の卒業式
を設営いたしました。たくさ
んのご協力をいただき、対面
で開催でき、無事に卒業生を
岩手ブロックから送り出せた
ことに感謝いたします。
　岩手ブロックに出向したこ
とで、新なことに挑戦するこ
とができ、たくさんの仲間と出会うことができました。
今後、LOMへ引き継いでまいります。
　最後に岩手ブロックの出向の機会を与えてくださいま
した、大和田理事長、総務広報委員会として出向いただ
いたメンバー、応援してくださいました盛岡のメンバー
の皆様に感謝申し上げます。

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
総務広報委員会

委員長　川村　芳仁
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　私は今年度、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いわてJAYCEEアカデミー委員会に
RYOTA塾の塾生として出向させていただきました。いわ
てJAYCEEアカデミー委員会とは、岩手県内13LOMの会
員から入会2年未満の会員で構成されます。今年度は岩
手各地から集まった塾生が３つの塾に分かれ、一年間をか
け事業の構築をしていきました。2月の開校式を皮切りに
第1講座では自分の地域の課題抽出から要因の分析、解
決方法の模索等をディスカッションし事業構築について学び
ました。第2講座では事業の舞台であります遠野市につい
て、地域課題の抽出から背景・目的・手法・効果について塾
生同士意見を出し合いました。様々な視点から議論する会
議は出向ならではの魅力がありました。第３講座では遠野
の地で「アカデミーフェスタ2022～遠野体験パーク～」と
題し３つの塾が遠野の食・伝統芸能・文化を発信する事業を
行いました。遠野市の魅力を再発信し交流人口を増やすと
いう目的で開催された本事業では多くの来場をいただき、と
ても有意義な時間となりました。最後の閉校式では第３講
座までの事業の検証をそれぞれ発表しました。検証を行う
までがJCでの事業です。一年間、事業構築について多くの
学びがありました。2022年度岩手ブロック協議会のスロー
ガン「first	action	～あなたの想いと行動が未来を変える
～」のもと、各LOMの塾生同士が自ら行動を起こし、事業
構築の想いを交わすことで、かけがえのない仲間となりまし
た。塾生皆が2年未満という事で不慣れな部分もありなが
らもお互いに助け合い切磋琢磨して終えた一連の事業につ

いて多くの学びを得ることができました。最後にこの貴重な
経験をさせていただきました大和田理事長をはじめLOMの
皆様、数々のサポートをしていただきました岩手ブロック協
議会の皆様、そして私に夢と感動を与えていただきました塾
長、塾幹事、塾生の皆様に感謝を申し上げまして私の出向
の報告とさせていただきます。

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
いわてJAYCEEアカデミー委員会

塾生　下河原　伸

　今年度、公益社団法人日本青年会議所東北地区岩手ブ
ロック協議会事務局次長として出向させていただきまし
た。事務局次長の主な役割は諸会議の設営・運営・庶務及
び各種大会や事業の案内と補助、そして岩手ブロック協
議会の事業に積極的に参加することです。５月には公益
社団法人日本青年会議所第71代会頭の中島土会頭の訪
問があり、中島会頭との会話では事務局次長に対する労
いの言葉をかけていただきまして、大変貴重な時間を過
ごすことができました。そして滞りなく無事に迎えられ

たことは良い思い出です。事務局次長の機会を与えてい
ただけたことで普段の活動では経験できないことが出来
るのも大きな魅力でした。そして岩手県内各地に地域の
枠にとらわれない幅広い人間関係を築けることも魅力だ
と感じました。幅広くできた友人とは今後もつながって
いきたいと思います。そして、会議、懇親会の設営で会
議への取り組む姿勢、円滑な進行等も大変勉強にもなり
ました。この経験は仕事においても、LOMに持ち帰っ
ても活かせる事が多いにあるのでとても有意義な時間を
過ごすことができました。ただ、自分自身のスケジュー
ル管理がうまくいかず、思っていたより各種事業に参加
することが叶わなかったのは少し後悔しております。
　最後になりますが、この場をお借りしまして、今回の
このような出向の機会を提供していただきました大和田
理事長、国際社会創造委員会の小野寺委員長をはじめと
する委員会メンバーには心から感謝申し上げます。あり
がとうございました。

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
事務局

事務局次長　小倉　征也
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　監事という役職を担わせていただき、客
観的に盛岡青年会議所と向き合うことが出
来た一年でした。また盛岡青年会議所が創
立70周年を迎えることができたのも、諸先
輩方が変化を恐れず、一年一年挑戦し続け
て、次の世代にバトンを繋いできてくれた

からこそだということを改めて実感することができました。この
ような機会をいただきました大和田理事長をはじめ、メンバーの
皆様に心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
　2022年度盛岡青年会議所は大和田祐輔理事長のもと「幸福へ向
けて一歩を踏み出そう〜全ての人が幸福を実感できる社会へ〜」
をスローガンに掲げ、運動を展開してまいりました。
　2020年度から続く新型コロナウイルス感染症にも感染対策を講
じながら、年初の新年交賀会からスタートを切ることができまし
た。コロナ禍でも歩みを止めることなく活動されてこられた諸先
輩方が蓄積してくれた経験を活かし、大きく事業計画を変更する
ことなく、活動できた1年でした。
　2年ぶりに太鼓パレードが開催された「盛岡さんさ踊り」をは
じめとする多くの事業で、オンラインだけではなく、現地で参加
していただく形で開催することができ、京都会議、ASPAC、岩
手ブロック大会、サマーコンファレンス、東北青年フォーラム、
全国大会の各種大会もオンラインだけでなく、現地で参加ができ
るようになってきました。対面で開催する事業を経験したことが
ないメンバーもおり、事業の設営に不慣れな場面も見受けられま
したが、経験のあるメンバーがサポートしながら、事業に参加し
てくれる方々のことを第一に考え、愛情を込めて各委員会が事業
を構築していただきました。
　また、今年度は委員会という枠を超え、プロジェクトチームを
組織し、「盛岡さんさ踊り」、「わんぱく相撲盛岡場所」の盛岡青年
会議所を代表とする継続事業を企画・運営する新たな試みに挑戦
いたしました。多様な個性をもつメンバーが輝き、時代に即した
組織に変化していくために非常に重要なチャレンジだったと思い
ます。
　盛岡青年会議所はひとづくりを通したまちづくりを実践してき
た団体であり、市民意識変革運動を起こす団体です。盛岡青年会
議所の活動が地域の皆様の共感を得て、参画してもらえるのかと
いう点も事業を構築するうえでぜひ注力していただき、仲間と共
に盛岡青年会議所が展開する運動に愛情を込めて次の世代に届け
ていただきたいと思います。
　最後に私たちは地域に生き、地域に生かされている一人として、
より良い地域を次の世代へ引き継いでいく責任があることを忘れ
ず、これからも「明るい豊かな社会」の実現のため、自らが起点
となって道なき道を切り拓いていっていただきたいと思います。
今後益々の盛岡青年会議所の発展、会員の皆様のご活躍を切にお
祈りし、監事講評とさせていただきます。

　2022年度は「幸福へ向けて一歩を踏み出
そう〜全てのひとが幸福を実感できる社会
へ〜」をスローガンに一年がスタートしま
した。
　2022年度もウィズコロナの一年でありま
したが、過去2年とはまた違った一年であ

りました。振り返ると2020年度はコロナウイルスに翻弄された一
年でした。予定者段階で定めた年間事業計画の変更を余儀なくさ
れ事業内容の変更や中止に追い込まれた事業もありました。2021
年度は事業開催判断基準を定めることで、日々変わる感染状況の
中でもブレずに各委員会が理事長所信の体現のため事業例会を展
開できた年でした。2022年度は世界、そして日本においてもこ
れまで自粛していた様々な活動が少しずつ緩和された年でありま
した。もりおかにおいても盛岡さんさ踊りが感染対策を徹底した
うえで３年ぶりに開催することができました。このような社会情
勢に合わせてJCI盛岡においても事業開催判断基準をより柔軟に
刷新しました。それに伴いこれまでのオンライン開催中心から集
合での開催が増え、今まで画面越しでしか会えていなかったメン
バーが直接顔をつき合わせ会話ができる機会が増えました。オン
ラインは移動時間がなく時間の節約もでき便利な一面もあります
が、人とひとが関わり互いに研鑽を積んでいく青年会議所におい
て、これがこの組織の本質だなと改めて感じた一年でありました。
　本年は例年になく多くの新入会員が入会しました。近年会員数
の減少が問題視されていただけに､ 多くの新たな仲間に入会して

もらえたことは喜ばしいことですし、紹介いただいた方たちには
大変感謝をしております。去年、今年に入会したメンバーはJCI
盛岡の活動運動に対して熱量が高く、能動的に参加してくれるメ
ンバーが多いのが印象的です。
　本年は創立70周年という節目の年でありました。70周年記念式
典・祝賀会では多くのご来賓、来訪JC、そして先輩たちにご来場
いただきました。先輩たちが困難な時もそれに屈することなく、
自分たちが住み暮らす地域の未来のため、子どもたちの未来のた
めご尽力いただいたものの上に我々の今日があるのだと、現役メ
ンバーのみならず、新入会員も感じてくれたことと思います。
　最後に、本年開催された各種事業にご協力いただきました関係
各所の皆様に感謝いたしますとともに、JCI盛岡がこのもりおか
という地域において今後も必要とされる組織で在り続けるため、
現役メンバーが自己研鑽を通しより良いまちを創っていただくこ
とを祈念しまして監事講評といたします。

　2022年1月８日、私たちは自己の幸福
と社会全体の幸福が重なり、全てのひとが
幸福を実感できる社会を実現するために歩
み始めました。各委員長は明るい豊かな社
会を実現するための課題を解決すべく理事
長所信に向き合い、事業を構築する上で最

も重要な意味をもつ語を見出して理解することに多くの時間をか
け、その結果である各委員会の基本方針はどれも素晴らしく、一
年間迷うことなく事業を計画・実施するために必要不可欠なもの
でありました。そして、より多くの人に運動を展開するためには
より多くの仲間が活動に参加することが重要であるという考えの
もと、委員会の運営においても委員会内で目標を定めたことや、
様々な工夫を凝らして他者を巻き込む姿はリーダーそのものであ
りました。また、事業設営に参加できない委員会メンバーが人目
につかずともその目的を達成するために活動していたことに対し
て各委員長から発せられた感謝の言葉とその表情からは、盛岡青
年会議所の会員それぞれがどのような状況にあっても明るい豊か
な社会の実現に向け一歩ずつ歩んでいたということを見ることが
でき、盛岡青年会議所の全ての会員へ心から敬意を表します。
　社会は未だに新型コロナウイルス感染症の影響を受けていたた
め、デジタルを活用したオンライン型の事業もありました。社会
におけるリモートの利点は、柔軟性と生産性の向上、精神的なス
トレス軽減やフィジカルディスタンスといった健康向上などであ
ります。一方、長時間労働問題、仲間意識やつながりを共有する
感覚・組織内のメンバー間で共有される考え方や行動様式の低下、
相談者や助言者と接する機会や教育機会の低下といった欠点があ
ります。過去2年間の経験があったと言えども世の中は未だに混
沌としていて、正解が一つではないその中での事業構築には想像
をはるかに超える苦労があったと拝察いたします。しかし委員会
の存在意義を基に己を信じ、お互いを尊重し、納得がいくまで考
えて他者と協議し共感を得て、各々の愛情を注いだ運動は光り輝
くものであり、間違いなく社会に前向きな影響を与えました。ま
さに幸福へ向けての一歩を踏み出したと言えるでしょう。
　私たちが幸福へ向けて歩み始めてから間もなく、ロシアがウク
ライナに軍事侵攻しました。その主張は正当防衛とのことですが、
その真偽は明らかではありません。明らかなことは数多の尊い命
が犠牲になり、人々の生活と未来が侵害され、その悪影響はあら
ゆる面で世界に大打撃を与えたということです。その中にあって、
人々に対する優しく寛大な愛が国家の主権を超越するという理念
のもと、社会の強力な基盤である恒久的世界平和を希求するとい
う志を同じくする者が相集い、自己だけではなく他者と地球環境
を含む社会全体の幸福を目指し、他者への愛情が循環する行動を
取ることによって、ひととの繋がりを掛け合わせながら前向きな
変化を促していく社会を目指した私たちの運動は地域から世界に
影響を与え、私たちの存在意義をより明らかにしました。
　2022年を振り返った今、未だ世界は混沌としています。気候変
動問題、エネルギーをめぐる問題、戦争やコロナウイルス感染症
によるサプライチェーンの寸断、価格水準の高騰、食糧難などが
相互に作用していて世界の複雑性が増しています。しかしながら
戦後荒廃した日本において人類の福祉と世界の共存・共栄に向け
て光明を見出さんとして、社会により良い変化をもたらすことが
できる青年の力を信じ行動を起こされた盛岡青年会議所の先輩諸
兄の志を引き継ぐ私たちが、今後も自分たちの理想について真剣
に語り合い、理想を実現させるための自己研鑽に励み、他者と協
力し、覚悟をもって行動を起こせば、世界を明るく豊かにするこ
とができると信じています。

監事　豊岡　　淳

監事　服部　　達

監事　藤原　大修
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笑顔の起点になる
〜今と未来を生きる子供たちのために〜

　私が23歳の時に父が病に倒れ事業を継ぎ、今では、私を支えてくれる信頼できる仲間
が増えた。私が30歳の時にふたりの女の子の父となり、私の活力の源である家族ができた。
仲間と家族の存在は、私の人生に多大な影響を与えている。仲間の存在は、共に成長する
喜びを教え、日本で一番ひとが育ち社会に無くてはならない会社にするという目標を与え
た。家族の存在は、父としての親心が何たるかと男としての品格を教え、私の命が尽きた
後でも家族に笑顔であり続けてもらいたいという夢を与えた。仲間、そして家族は、この
先何があろうと一番大切な存在である。夢の実現に向けて行動することで目的と目標がよ
り鮮明になり使命となる。さらに、夢に期限を定めることで覚悟が決まる。今を生きると
いうことは、限りある人生を使うことである。人生を何のために使うのか、誰のために使
うのかを自分自身に問い、その答えを導き出した時こそ、魂は激しくも美しく燃え上がる。
私は、仲間と家族に対する想いと同じように身近なひとを笑顔にする輪を拡げ、全てのひ
との笑顔のために人生を使いたい。

　人類は、まるで無限とも感じられる母なる地球の恩恵を享受し、生かされてきた。そして、
文化を創造し文明が発達することにより、経済が成長し社会を発展させてきた。現在、世界
の人口は増え続けている。人類が無限と誤解していた地球資源が、枯渇する時期を迎えるの
は遠い未来の話ではない。利己的理由で利便性を追求した人間活動は、地球規模の気候変動
を起因とする様々な事象を引き起こし、それらは複雑に絡み合い、人間社会だけではなく地
球上のあらゆる生態系に影響を及ぼしている。欧州を中心に、SDGs達成度上位国では、自
分自身に気候変動の影響が直接的にないとしても、地球規模の環境危機を当事者として考え
行動する人が多くいる。なぜなら、気候変動を起こす活動をあまりしていない人々が、その
悪影響を受けるという不平等な現実についての理解が浸透しているからだ。日本では、環境
危機についての意識が、先進国の中で最も希薄で行動力も乏しい。それに加え、当事者意識
はあるが、個人的に何か行動しようと思うひとが減少傾向にある。これは、世の中のどこか
で起きている無関係な話ではなく、もりおかにおいても同じことが言える。だからこそ今、
人間社会の在り方が問われている。問題を解決するために、まずは私たち一人ひとりの意
識を変え、地球環境に配慮したライフスタイルへの転換が求められている。一人ひとりの
行動が、ひとを変え、地域を変え、国を変え、やがて世の中全体を変える力となる。

　もりおかは、広大な自然環境があり独自の文化と伝統が根付き、歴史がひとを育て、ま
ちを発展させてきた。人々の生活を支えている北上川には、春の清らかな雪解け水が流れ
る雫石川と中津川が混ざり合い、夏は鮎が踊り秋は鮭が戻り、白鳥の飛来が冬の到来を感
じさせる。未来に生きる人々も、同じように四季の移ろいを感じることができているのだ
ろうか。もりおかには、大小さまざまな河川があり、古くから人々の暮らしと深く結びつ
き息づいている。まちは、城下町を中心に交通網と経済が発展し、情緒と風格ある歴史的
建造物が生活と馴染み、現代的な街並みが広がる。祭りや伝統工芸は、歴史的な価値やも
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のの良さが現代に受け継がれ、時代に適応しながら今なお愛されている。自然と都市、伝統と利便、情緒と機能
が融合したもりおかには、和の精神が息づき分かち合いの気持ちや思いやり、もてなしの心が厚く、ひととの絆
を大切にする人々が多く住み暮らしている。私は、穏やかに時が流れ、どこか長閑なもりおかが大好きだ。環境・
社会・経済の側面が複雑に関わり合う現代において、もりおかをより良くするためには、社会経済活動に環境配
慮が織り込まれる必要がある。それに加えて、地域特性に合わせた、まちづくりが不可欠だ。地域の社会経済活
動は、地域条件・自然資源・人文資源・特産的資源・中間生産物などの地域資源の上に成立している。もりおかが持
続可能であるためには、社会経済活動によってこれらの地域資源が損なわれないようにしなければならない。

　私が信じる「明るい豊かな社会」とは、自然とひとが共生できる社会である。自然とひとが共生する社会の実
現とは、自然環境の再生への道筋を考え、地域資源の恩恵を将来にわたって享受できる地域循環共生圏（ローカ
ルSDGs）の構築を意味する。地域循環共生圏は、サイバー空間とフィジカル空間の融合により、地域から自然
とひとのポテンシャルを引き出す生命系システムである。これは、地域資源を最大限活用しながらも環境が損な
われないよう経済を回して社会課題を統合的に解決することを目指している。つまりは、地域循環共生圏の構築
は、Society5.0とSDGsの達成を一体で推進させる道筋である。SDGsの達成に向けた行動の10年に入ってから
４年目を迎え、人類が地球への責務を果たす日が差し迫っている。私たちは自然とひとが共生できる社会を実現
し、そして今と未来に生きる子供たちの笑顔を守るのだ。

　新型コロナウイルス感染症によるパンデミックは、世の中と私自身の在り方を考える機会となった。何をすべ
きかが明確となり、これからは私自身がまちづくりの起点になろうと決意し、盛岡青年会議所に入会した。盛岡
青年会議所は、自らが機会を掴み取ることによって得られる発展と成長、そして志が高く、尊敬と憧れを抱くこ
とができる同世代の仲間を私に与えた。先輩たちは、40歳までの限りある活動期間で、時代に先駆け、もりお
かのありたい理想の未来を描き、一人では成し得ないことに対し、共感を呼び協働し、苦楽を共にして喜びを分
かち合い、次を担うひとへ期待と希望を託してきた。私たちは、多種多様な視点で市民意識変革運動を推進する
唯一無二の団体である。世の中の残酷さや苦しみなどから生まれる怒りと哀しみと向き合い、それでも光を信じ
果敢に挑戦する姿はひとの心を打つ。自らが志を高く、揺るぎない信念と意思の強さで得ようとする覚悟が己を
突き動かし、自然に注目を集め共感され求心力を高める。同じ志をもつ仲間が増えることは事を成し得る始まり
である。大きな夢をもち、仲間と英知を出し合い切磋琢磨しながら成長し、喜びや痛みを分かち合うことによっ
て笑顔が生まれる。その仲間の存在が、現状に甘んじる弱き心に自制と自律による強い意志と奮い立たせる勇気
を与え、夢の実現を加速させる。ひとは事が進むにつれ期待と希望を抱き、一丸となり幾度となく壁を乗り越え
る姿に影響され、事を成し喜びを分かち合いたいと熱い情熱をもつ新たな仲間となる。苦境に立たされた時には、
歩みを振り返り、ありたい理想の未来を語り、今に意味を見出す。ひとが辿った道で得た経験を自己開示するこ
とによって、これから同じ道を辿るひとの力となり、歴史となる。このまちを創造し未来に託すのは他の誰でも
ない自分自身である。明るい豊かな社会の実現に向けて歩み始めよう。私たちは、笑顔の起点となるのだ。

【もりおかへ市民の声を届けることにより共感を呼び協働する】
　地域資源を最大限活用することは、ひとの生活の質や事業の高付加価値化に結びつき、市民のシビックプライ
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ドを高める。高付加価値化とは、今あるまちの魅力や強みをよく理解し、その価値を高めることだ。豊かな自然
とひとの生活が調和するまちに魅力を感じ、歩いて楽しいまち、交通が便利なまちであり続けて欲しいという市
民からの意見は多い。豊かな自然環境を保全しつつ雇用を創出し、理想を形にすることによってまちに持続可能
性を生み出す。Society5.0は、生活や産業のあり方を大きく変化させ、経済発展と社会的課題の解決、そして
自然との共生を可能にする。同時にSDGsの達成に貢献することから、変革の方向は軌を一にしている。子供の
笑顔を守るためには、まちそのものを高付加価値化させ、将来世代に引き継いでいくことが最重要である。観光
資源の一つであるスポーツ産業における持続可能な多機能複合型交流施設を軸としたまちづくりは、日本だけで
なく世界で浸透し、様々な事業が展開されている。観光資源の活性化は、関係人口を増やし周辺産業を潤す。ま
た、施設を中心とした様々なコミュニティが形成され、地域経済発展のきっかけとなる。子供が笑顔であること
を見据えたまちづくりを意識し、市民と共にありたい理想のまちを描き、もりおかへ市民の声を届けることによ
り共感を呼び協働する。

【国際的な視野を身に付け地域から社会全体をより良くするために市民の意識を変革する】
　世界経済は急速な発展を遂げる一方、過熱する経済競争により環境が破壊され、不当待遇・児童労働などの様々
な事象を引き起こし、環境・社会・経済側面と連動することによって複雑性を増している。環境側面は世の中の成
り立ちの基盤であり、環境危機へのアプローチは喫緊の課題である。既に各国で様々な取り決めや施策が実施さ
れ、企業ごとに対策が講じられている。投資家は企業の利益のみではなく環境保全に対する配慮や取り組み、社
会全体が長期的に発展をするための貢献度を重視し、持続可能な世界の実現に向けて取り組む企業へ投資をして
いる。私たちがやるべきことは、地域から社会全体をより良くしていくグローカリゼーションの意識をもち、世
界中の企業の先進的な取り組みを学び、社会経済活動に落としこむことだ。また、本年55年目を迎える羅東國
際青年商會との姉妹JC交流は国境を越えた友情と信頼を紡ぎ、両国民の生活向上に明るい未来をもたらす努力
を積み重ねてきた。これまで国際的な視野を養ってきた盛岡青年会議所だからこそ、これからも民間外交の先頭
に立ち続けることができる。地域で社会経済活動を行う私たちは、複雑に絡み合う様々な事象を引き起こしてい
る問題に対する危機意識をもち、国際的な視野を身に付け地域から社会全体をより良くするために市民の意識を
変革する。

【地球規模で活躍できる人材の育成に寄与する】
　地域・家庭環境と教育成果の相関性は、いつの時代においても確認されており、社会全体が平均的に高学歴化
してきた現代にも存在する。機会の不平等による教育格差は、子供の将来の選択肢に影響を及ぼしており、社会
全体で解決すべき課題の一つとなっている。大人には、未来ある子供に自らの可能性と学ぶことへの興味を生み
出す機会を提供する責務がある。大人がいくつになっても学び成長しようとする姿勢は、子供に夢を与え、教育
環境に良い影響を及ぼすことができる。子供は、地域だけに固執せず世界のあらゆる課題を解決するための働き
方や生き方を学ぶことによって、無限大に視野を広げることができ、壮大な夢を描くことができる。夢を叶える
ために頑張る子供の姿勢は、無限の可能性を秘め、多くのひとに希望をもたらす。子供が夢を本気で追うには、
自らの内に秘める可能性を見つけることが重要となる。子供は、まちに持続可能性を見出すことができるかけが
えのない存在である。大人と子供、どちらも学び成長し続ける姿勢が好循環を生み出し、あらゆる課題解決の糸
口となり得る。私たちは、市民が年齢にかかわらず自分の夢を叶えるために、一生懸命に目の前のことに挑戦し、
可能性を広げる能動的スタイルの確立を促す。そして、地球規模で活躍できる人材の育成に寄与する。

【会員の相互理解を深め、成果を上げるより良い組織に変革する】
　盛岡青年会議所は近年、組織の変革の時期を迎えている。伝統を継承し、より良く発展させなければならない。
伝統や過去の実績、既存の風土、経験や慣習が根底にあり、それらを無視して変革することはできない。培われ
てきた伝統は、盛岡青年会議所を象徴するものである。その価値を損なわないまま、今の時代に即した魅力的な
変化をし、輝かせることが変革である。そして、それらの魅力は、市民へと伝わり共感され、大きな運動へと発
展する。加えて、私たちはダイバーシティ＆インクルージョンを理解し、共にもりおかの未来を切り拓く仲間に
様々なバックグラウンドがあることを受け入れ、互いに歩み寄りながら成果を上げる組織を築いていくことが求
められている。また、なぜ青年会議所活動をしているのかを会員が自分自身に問い、自分の人生と青年会議所活
動の繋がりを理解することによって青年会議所から得られる発展と成長の機会に貪欲になる。そして、私たちの
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活動に理解を示し支えてくれている仲間や家族へ感謝をするとともに、互いに尊重し合える環境を創出し、思い
やりの心をもち身近なひとの笑顔を守ることが大切である。私たちが市民の笑顔の起点となるためには、私たち
自身が活動を楽しむことも重要である。私たちは、会員の相互理解を深め、成果を上げるより良い組織に変革する。

【盛岡青年会議所ブランドを高め、市民に意識変革運動を拡げる】
　ブランドとは、関わる全てのひとに対する約束である。ブランディングとは、盛岡青年会議所の活動に対する
共感や信頼など、関わる全てのひとに必要とされる価値を高めることである。現在、盛岡青年会議所は会員の新
陳代謝の速度が速くなっている。そのため、青年会議所活動がもたらす様々な機会に対して、会員の認識が希薄
となってきている。一人ひとりの行動は、ホームページやSNS、広報誌以上にまちに強烈な印象を与えるからこ
そ、組織としてインナーブランディングを強化する。また、組織のポテンシャルを高めるには、会員に基本的な
理念・綱領・使命・価値観へ共感してもらうことが重要である。組織に対する誇りと愛着を深め、目的意識を高め、
活動意欲を引き出すことによって、行動に対する結果が大きく変わる。会員の能動的行動を促し、一人ひとりの
影響力と発信力を高める。そして、明るい豊かな社会の実現に向け突き進む姿が市民に広く知られることは、組
織の社会的信用を高めることになる。より多くの市民の共感を生み、大きな運動へ発展させるため、アウターブ
ランディングも強化する。そのために、効果的な情報発信の仕方や対象者を明確にする方法を確立し、戦略的な
ブランディングを実施する。一人ひとりの心に届く情報を発信し、盛岡青年会議所ブランドを高め、市民に意識
変革運動を拡げる。

＜組織拡大特別委員会＞
盛岡青年会議所がこの先も一丸となるためには、多様性を享受し人間力を高め合うことが求められている。そし
て、より良い組織に変革し続けるには、新たな仲間の力が必要だ。未来を担う仲間の輪を拡げることは、まちに
より必要とされる盛岡青年会議所ブランドを確立することを加速させる。一人でも多くの市民の共感を生み、活
動することによって得られる発展と成長の機会を認識していただき会員を拡大する。また、何のために活動する
のか、なぜ活動する必要があるのかを定期的に情報発信する場を設け、青年会議所の理念に共感する会員を増や
していく。

＜公開討論会プロジェクトチーム＞
本年は、盛岡市長選挙が予定されている。盛岡青年会議所は、これまでも公開討論会を開催し、公平中立の立場
で候補者の政策やビジョンを有権者に届ける機会を創出してきた。公開討論会は、市民がまちの未来を考える機
会となり、自らが愛し住み暮らすまちの魅力や様々な問題について一層深く知ることができる。統一された条件
下で候補者の意見を聴くことができる場を作り、一人でも多くの市民に有益且つ的確な情報を提供する。

人生を何のために使うべきか。誰のために使うべきか。
夢をもち生きることが、人生に意義を見出す。
夢は目的と目標を与え使命となり、期限を定めることにより、覚悟が決まる。

「世に生を得るは事を成すにあり」－竜馬がゆく－司馬遼太郎著（六巻p264一文）
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一般社団法人 盛岡青年会議所　2023年度

スローガン

基 本 理 念

基 本 方 針

笑顔の起点になる
～今と未来を生きる子供たちのために～

自然とひとが共生できる社会を実現するために、自らが志を高
く仲間と英知を出し合い切磋琢磨しながら成長し、喜びや痛み
を分かち合い一丸となり市民意識変革運動を展開する。

もりおかへ市民の声を届けることにより、共感を呼び協働する。

国際的な視野を身に付け、地域から社会全体をより良くするために市民の意識
を変革する。

地球規模で活躍できる人材の育成に寄与する。

会員の相互理解を深め、成果を上げるより良い組織に変革する。

盛岡青年会議所ブランドを高め、市民に意識変革運動を拡げる。
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一般社団法人 盛岡青年会議所　2023年度　事業計画

・まちの未来創造室

・専務理事
・国際社会研究室

・常任理事

・次世代育成室

・JCブランディング室 ・特別委員会

【まちの未来創造委員会】
1.　新年交賀会の企画・運営
2.　まちの未来創造事業の企画・運営
3.　サマーコンファレンスの情報提供・参加啓発
4.　第72回全国大会東京大会の情報提供・参加啓発

【事務局】
1.　組織運営セミナーの企画・運営
2.　会員名簿の作成
3.　1月通常総会の設置
4.　2月通常総会の設置
5.　9月通常総会の設置
6.　総会及び理事会議事録の作成
7.　理事会及び常任理事会の設営
8.　出向者連絡会議の企画・運営

【国際社会研究委員会】
1.　国際社会研究事業の企画・運営
2.　羅東國際青年商會との姉妹JC交流の企画・運営
3.　JCI ASPAC（インドネシア/ジャカルタ）の情報提

供・参加啓発
4.　JCI世界会議（スイス/チューリッヒ）の情報提供・

参加啓発

1.　OB交流会の企画・運営
2.　活動報告例会の企画・運営
3.　クリスマス会の企画・運営

【次世代育成委員会】
1.　次世代育成事業の企画・運営
2.　第35回わんぱく相撲盛岡場所の企画・運営
3.　第4回わんぱく相撲全国女子（新潟）の引率・参加
4.　第38回わんぱく相撲全国男子（東京）の引率・参加
5.　京都会議の情報提供・参加啓発

【会員開発委員会】
1.　会員開発事業の企画・運営
2.　第46回盛岡さんさ踊りの企画・運営
3.　盛岡さんさ踊り練習会の企画・運営
4.　卒業式の企画・運営

【 JCブランディング委員会】
1.　仮会員オリエンテーションの企画・運営
2.　アニュアルレポートの作成・発行
3.　広報誌の作成・発行
4.　オフィシャルウェブサイトおよびオフィシャルSNS

アカウントの運営・管理・活用
5.　第52回岩手ブロック大会（花巻）の情報提供・参加啓発
6.　東北青年フォーラム（岩手/北上）の情報提供・参

加啓発

【組織拡大特別委員会】
1.　新しい会員の拡大
2.　入会案内書の作成
3.　新入会員育成ツールの作成・活用

【公開討論会プロジェクトチーム】
1.　公開討論会の企画・運営
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まちの未来創造委員会 	 副理事長	 池野　利彦
	 室　長	 三浦　　崇
	 委員長	 鈴木　　亮

１．基本方針
　我々人類は、利便性を追求するあまり地球環境に悪影響を及ぼしてきました。その結果、資源の枯渇や気候変動により社
会経済活動も脅かされています。
　もりおかは、広大な自然環境や伝統文化、観光資源といった豊かな地域資源を有しています。もりおかを自然とひとが共
生できるまちにするためには、環境に配慮しつつ、いまだ十分に利活用されていない地域資源を見出し、最大限活用するこ
とでまちの魅力を高める必要があります。例えば、地域資源の一つには観光資源としてのスポーツ産業があり、これに着目
することで、まちの発展が期待できます。
　私たちは、もりおかに住み暮らす人々と、持続可能な多機能複合型交流施設を軸とするまちづくりをはじめとして、理想
のまちの姿を共に考え、今と未来の子供たちの笑顔が拡がる社会を目指します。

２．事業計画・予算（案）

３．年間スケジュール

事業計画 公益該当項目 開催月 予算額（一般） 予算額（その他） 備考

1. 新年交賀会の企画・運営 1月 650,000円

1.1.	新年交賀会の企画・運営 1月 650,000円 1月例会

2. まちの未来創造事業の企画・運営 4月・7月 632,000円

2.1.	まちの未来創造事業Ⅰの企画・運営 19（3） 4月 401,000円

2.2.	まちの未来創造事業Ⅱの企画・運営 19（3） 7月 231,000円 7月例会
3.  サマーコンファレンスの情報提供・参加

啓発 7月 0円

3.1.		サマーコンファレンスの情報提供・
参加啓発 7月 0円

4.  全国大会東京大会(東京)の情報提供・参
加啓発 10月 0円

4.1.		全国大会東京大会(東京)の情報提
供・参加啓発 10月 0円

合　計 1,282,000円
　　※事業の詳細については別紙参照

期間 2022 2023

事業名 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1.	新年交賀会の企画・運営 準備・・・・・・・・実施・・・・報告

2.1.	まちの未来創造事業Ⅰの企画・運営 準備・・・・・・・・実施・・・・報告

2.2.	まちの未来創造事業Ⅱの企画・運営 準備・・・・・・・・実施・・・・報告

3.1.		サマーコンファレンスの情報提供・参加啓発 準備・・・・・・・・実施・・・・報告

4.1.		全国大会東京大会(東京)の情報提供・参加
啓発 準備・・・・・・・・実施・・・・報告
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国際社会研究委員会 	 副理事長	 山口　雄司
	 室　長	 山内　圭介
	 委員長	 鷲見　保博

１．基本方針
　世界ではSDGｓの達成に向けての取り組みが加速しています。しかし日本では世界で起きている事象の解決に向けて取
り組む意識が低い傾向にあります。それは自分自身が自発的に行動しなくても、国や自治体などが取り組むことだと認識し
ている人が多くいるからです。
　私たちは、国際的な視野を身に付けステークホルダーとなりうる全ての個人と企業に前向きな変化を促し、地域社会の問
題解決に向けて一歩踏み出し行動できる社会を目指します。

２．事業計画・予算（案）

３．年間スケジュール

事業計画 公益該当項目 開催月 予算額（一般） 予算額（その他） 備考

1. 国際社会研究事業の企画・運営 99,000円

1.1.		国際社会研究事業の企画・運営 19（3） 2月 99,000円 2月例会
2.  羅東國際青年商會との姉妹JC交流の企

画・運営 694,000円

2.1.		羅東國際青年商會との姉妹JC交流Ⅰ
（渡航説明会・勉強会）の企画・運営 ５月 50,000円 ５月例会

2.2.		羅東國際青年商會との姉妹JC交流Ⅰ
（渡航）の企画・運営 ６月 85,000円

2.3.		羅東國際青年商會との姉妹JC交流Ⅱ
　　（受入）の企画・運営 ８月 559,000円

3.  JCI ASPAC（インドネシア/ジャカル
タ）の情報提供・参加啓発 0円

3.1.		JCI	ASPAC（インドネシア/ジャカ
ルタ）の情報提供・参加啓発 ５月 0円

4.  JCI 世界会議（スイス/チューリッヒ）の
情報提供・参加啓発 0円

4.1.		JCI	世界会議（スイス/チューリッ
ヒ）の情報提供・参加啓発 11月 0円

合　計 793,000円
　　※事業の詳細については別紙参照

期間
事業名

2022 2023

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1.		国際社会研究事業の企画・運営 準備 ・・・・・・・・実施 ・・・・報告

2.1.		羅東國際青年商會との姉妹JC交流Ⅰ（渡
航説明会・勉強会）の企画・運営 準備 ・・・・・・・・実施 ・・・・報告

2.2.		羅東國際青年商會との姉妹JC交流Ⅰ（渡
航）の企画・運営 準備 ・・・・・・・・実施 ・・・・報告

2.3.		羅東國際青年商會との姉妹JC交流Ⅱ（受
入）の企画・運営 準備 ・・・・・・・・実施 ・・・・報告

3.1.		JCI	ASPAC（インドネシア/ジャカルタ）
の情報提供・参加啓発 準備 ・・・・・・・・実施 ・・・・報告

4.1.		JCI	世界会議（スイス/チューリッヒ）の情
報提供・参加啓発 準備 ・・・・・・・・実施 報告
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次世代育成委員会 	 副理事長	 髙橋　　潤
	 室　長	 中嶋　政裕
	 委員長	 宮野　洵弥

１．基本方針
　世界では、経済を発展させながら環境危機や貧困といった課題を解決させる取り組みが求められております。だからこそ、
これらの課題を一人ひとりが自分事として捉え、解決に向けて自ら行動を起こす力を身に付けるための教育(ESD)が浸透し
ております。しかし、日本では様々な課題を捉えつつも、偏差値重視の教育が浸透しており、世界が求める市場から後れを
取る可能性があります。
　人は様々な課題を知り自分事として捉えることで目的が明確となり、学ぶことへの意欲を高め、自身の可能性を広げるこ
とができます。私たちは、一人ひとりが自身の目的に挑戦し続けながら、持続可能な社会を目指し行動できる人材の育成に
寄与します。

２．事業計画・予算（案）

３．年間スケジュール

事業計画 公益該当項目 開催月 予算額（一般） 予算額（その他） 備考

1. 次世代育成事業の企画・運営 526,000円

1.1.	次世代育成事業Ⅰの企画・運営 7（3）、（4） 4月 320,000円 4月例会

1.2.	次世代育成事業Ⅱの企画・運営 7（3）、（4） 9月 206,000円
2.  第35回わんぱく相撲盛岡場所の企画・

運営 830,000円

2.1.		第35回わんぱく相撲盛岡場所の企
画・運営 9（15） 6月 830,000円 6月例会

(公益特会)
3.  第4回わんぱく相撲全国女子（新潟）の引

率・参加 135,000円

3.1.		第4回わんぱく相撲全国女子（新潟）
の引率・参加 9（15） 8月 135,000円 (公益特会)

4.  第38回わんぱく相撲全国男子（東京）の
引率・参加 108,000円

4.1.		第38回わんぱく相撲全国男子（東
京）の引率・参加 9（15） 10月 108,000円 (公益特会)

5.  京都会議の情報提供・参加啓発

5.1.	京都会議の情報提供・参加啓発 1月 0円

合　計 526,000円 1,073,000円
　　※事業の詳細については別紙参照

期間 2022 2023

事業名 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1.	次世代育成事業Ⅰの企画・運営 準備・・・・・・・・実施・・・・報告

1.2.	次世代育成事業Ⅱの企画・運営 準備・・・・・・・・実施・・・・報告

2.1.	第35回わんぱく相撲盛岡場所の企画・運営 準備・・・・・・・・実施・・・・報告

3.1.		第4回わんぱく相撲全国女子（新潟）の引
率・参加 準備・・・・・・・・実施・・・・報告

4.1.		第38回わんぱく相撲全国男子（東京）の引
率・参加 準備・・・・・・・・実施・・・・報告

5.1.	京都会議の情報提供・参加啓発 準備・・・・実施・・・・報告
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会員開発委員会 	 専務理事	 松浦　直人
	 室　長	 下河原　伸
	 委員長	 北條　　宏

１．基本方針
　盛岡青年会議所はこれまで、会員同士が苦楽を共にし、切磋琢磨をし合いながら成果を上げてきました。しかし、めまぐ
るしく時代が変わる中で、仲間との繋がりや、置かれている環境、個々人の価値観も変化し、活動をすることによって得ら
れる本質的な価値を理解できる機会が減少しています。その結果、活動から離れてしまう会員が増え、私たちの運動によっ
てもたらされるまちへの影響力が弱くなっています。
　私たちは互いのバックグラウンド知り多様性を受け入れ、活動をすることへの目的意識を持てる環境を創出します。そし
て、まちにより強い影響を与えられる組織に変革するために、会員一人ひとりが前向きな変化をもたらす機会を提供します。

２．事業計画・予算（案）

３．年間スケジュール

事業計画 公益該当項目 開催月 予算額（一般） 予算額（その他） 備考
1. 会員開発事業の企画・運営 164,000円

1.1.	アテンダンスシートの作成 通年 0円

1.2.	理事長面接及び定款説明の企画・運営 通年 0円

1.3.	会員開発事業の企画・運営 164,000円

2. 第46回盛岡さんさ踊りの企画・運営 950,000円

2.1.	第46回盛岡さんさ踊りの企画・運営 19（4） 8月 950,000円 8月例会
（公益特会）

3. 盛岡さんさ踊り練習会の企画・運営 62,000円
3.1.	盛岡さんさ踊り練習会の企画・運営 19（4） 6 〜 7月 62,000円 （公益特会）

4. 卒業式の企画・運営 580,000円
4.1.	卒業式の企画・運営 12月 580,000円 12月例会

合　計 744,000円 1,012,000円
　　※事業の詳細については別紙参照

期間
事業名

2022 2023

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1.	アテンダンスシートの作成 準備 ・・・・・・・・実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・報告

1.2.	理事長面接及び定款説明の企画・運営 準備 ・・・・実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・報告

1.3.	会員開発事業の企画・運営 準備 ・・・・・・・・実施 ・・・ 報告

2.1.	第46回盛岡さんさ踊りの企画・運営 準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・実施 ・・・・報告

3.1.	盛岡さんさ踊り練習会の企画・運営 準備 ・・・・・・・・実施 実施 ・・・・報告

4.1.	卒業式の企画・運営 準備 ・・・・・・・・実施報告
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JCブランディング委員会 	 専務理事	 松浦　直人
	 室長	 下河原　伸
	 委員長	 髙橋　　凌

１．基本方針
　盛岡青年会議所は、明るい豊かな社会を実現するために運動を起こし、市民に発信することでこれまで多くの共感を生み
出してきました。単年度制で変容する時代に沿った事業を展開している一方で、会員が青年会議所の運動や理念の理解を充
分に出来ていないことから、会員の活動への参加率は低下しております。これからも運動を起こし、市民へ運動の価値を発
信し続けるためには、組織全体の存在価値を高める必要があります。
　私たちは、今一度青年会議所の存在意義や理念を理解・納得し体現することで会員に対し前向きな変化を促し会員の意識
変革を行います。また、盛岡青年会議所の運動を届けたい相手を明確にターゲティングし、その人の明るい未来を描くこと
で、市民へより共感を生む広報を展開してまいります。

２．事業計画・予算（案）

３．年間スケジュール

事業計画 公益該当項目 開催月 予算額（一般） 予算額（その他） 備考
1.  仮会員オリエンテーションの企画・運営 93,000円
1.1.		第1回仮会員オリエンテーションの

企画・運営 3月 31,000円 3月例会

1.2.		第2回仮会員オリエンテーションの
企画・運営 7月 31,000円

1.3.		第3回仮会員オリエンテーションの
企画・運営 11月 31,000円

2.  アニュアルレポートの作成・発行 475,000円
2.1.		アニュアルレポートの作成・発行 1月 475,000円

3.  広報誌の作成・発行 550,000円
3.1.		広報誌特別号の作成・発行 1月 470,000円
3.2.		広報誌通常号の作成・発行 6月 80,000円

4.  オフィシャルウェブサイトおよびオ
フィシャルSNSアカウントの運営・管
理・活用

0円

4.1.		オフィシャルウェブサイトおよび
オフィシャルSNSアカウントの運
営・管理・活用

通年 0円

5.  第52回岩手ブロック大会（花巻）の情報
提供・参加啓発 0円

5.1.		第52回岩手ブロック大会（花巻）の
情報提供・参加啓発 7月 0円

6.  東北青年フォーラム（岩手/北上）の情報
提供・参加啓発 0円

6.1.		東北青年フォーラム（岩手/北上）の
情報提供・参加啓発 9月 0円

合　計 1,118,000円

　　※事業の詳細については別紙参照

期間
事業名

2022 2023

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1.		第1回仮会員オリエンテーションの企画・運営 準備 ・・・・・・・・実施 ・・・・報告
1.2.		第2回仮会員オリエンテーションの企画・運営 準備 ・・・・・・・・実施 ・・・・報告
1.3.		第3回仮会員オリエンテーションの企画・運営 準備 ・・・・・・・・実施 報告
2.1.		アニュアルレポートの作成・発行 準備 ・・・・・・・・実施 ・・・・報告
3.1.		広報誌特別号の作成・発行 準備 ・・・・・・・・実施 ・・・・報告
3.2.		広報誌通常号の作成・発行 準備 ・・・・・・・・実施 ・・・・報告
4.1.		オフィシャルウェブサイトおよびオフィ

シャルSNSアカウントの運営・管理・活用 準備 通年

5.1.		第52回岩手ブロック大会（花巻）の情報提
供・参加啓発 準備 実施 報告

6.1.		東北青年フォーラム（岩手/北上）の情報提
供・参加啓発 準備 実施 報告
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	 委員長	 髙橋　　潤
	
	

１．基本方針
　盛岡青年会議所がこの先も一丸となるためには、多様性を享受し人間力を高め合うことが求められている。そして、より
良い組織に変革し続けるには、新たな仲間の力が必要だ。未来を担う仲間の輪を拡げることは、まちにより必要とされる盛
岡青年会議所ブランドを確立することを加速させる。一人でも多くの市民の共感を生み、活動することによって得られる発
展と成長の機会を認識した会員を拡大する。また、何のために活動するのか、なぜ活動する必要があるのかを定期的に情報
発信する場を設け、青年会議所の理念に共感する会員を増やしていく。

２．事業計画・予算（案）

３．年間スケジュール

事業計画 公益該当項目 開催月 予算額（一般） 予算額（その他） 備考

1. 新しい会員の拡大 0円

1.1.	新しい会員の拡大 通年 0円

2. 入会案内書の作成 0円

2.1.	入会案内書の作成 通年 0円

3. 新入会員育成ツールの作成・活用 0円

3.1.	新入会員育成ツールの作成・活用 通年 0円

合　計 0円
　　※事業の詳細については別紙参照

期間
事業名

2022 2023

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1.	新しい会員の拡大 準備・・・・・・・・実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・報告

2.1.	入会案内書の作成 準備・・・・・・・・実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・報告

3.1.	新入会員育成ツールの作成・活用 準備 実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・報告

組織拡大特別委員会
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公開討論会プロジェクトチーム 	 プロジェクトリーダー	 池野　利彦
	

１．基本方針
　本年は、盛岡市長選挙が予定されている。盛岡青年会議所は、これまでも公開討論会を開催し、公平中立の立場で候補者
の政策やビジョンを有権者に届ける機会を創出してきた。公開討論会は、市民がまちの未来を考える機会となり、自らが愛
し住み暮らすまちの魅力や様々な問題について一層深く知ることができる。統一された条件下で候補者の意見を聴くことが
できる場を作り、一人でも多くの市民に有益且つ的確な情報を提供する。

２．事業計画・予算（案）

３．年間スケジュール

事業計画 公益該当項目 開催月 予算額（一般） 予算額（その他） 備考
1. 公開討論会の企画・運営 19 8月 250,000円

1.1.	公開討論会の企画・運営 （3）
講座・セミナー・育成 8月 250,000円

合　計 250,000円
　　※事業の詳細については別紙参照

期間
事業名

2022 2023

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1.	公開討論会の企画・運営 準備 ・・・・・・・・実施 ・・・・報告
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〈公益事業23項目〉

－ 58 －

公益事業 23 項目
学術、芸術、事前その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、「不特定」かつ「多数」の者への利
益増進に寄与するもの。

１、 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
２、 文化及び芸術の振興を目的とする事業
３、 障害者もしくは生活困窮者又は事故、災害もしくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
４、 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
５、 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
６、 公衆衛生の向上を目的とする事業
７、 児童又は青少年の健全の育成を目的とする事業
８、 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
９、 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性の涵養を目的とする事業
10、犯罪防止又は治安の維持を目的とする事業
11、事故又は災害の防止を目的とする事業
12、人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止を目的とする事業
13、思想及び良心の自由、信仰の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
14、男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
15、国際相互理解の促進及び発展途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
16、地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
17、国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
18、国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
19、地域社会の健全な発展を目的とする事業
20、公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
21、国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
22、一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
23、上記のほか、公益に関する事業として政令で定めるもの

事業区分
申請に応じて、主として製品等の安全性、性能等について、一定の基準に適合しているかの検査を行い、
当該基準に適合していれば当該製品の安全性等を認証する事業のことである。⑴ 検 　 査 　 検 　 定

⑵ 資 　 格 　 付 　 与

⑶ 講座、セミナー、育成

⑷ 体　験　活　動　等

⑸ 相 　 談 、　 助 　 言

⑹ 調 査 、 資 料 収 集

⑺ 技術開発、研究開発

⑻ キャンペーン、○○月間

⑼ 展示会、○○ショー

⑽ 博 物 館 等 の 展 示

⑾ 施　設　の　貸　与

⑿ 資金貸付、債務保証等

⒀ 助　　　　　　　　成

⒁ 表 彰 、 コ ン ク ー ル

⒂ 競　　　技　　　会

⒃ 自 　 主 　 公 　 演

⒄ 主 　 催 　 公 　 演

申請者の技能・技術等について、一定の水準に達しているかの試験を行い、達していれば申請者に対し
て資格を付与する事業のことである。

受講者を募り、専門的知識・技能等の普及や人材の育成を行う事業のことである。

公益目的のテーマを定め、比較的短期間の体験を通じて啓発、知識の普及等を行う事業のことである。

相談に応じて、助言や斡旋その他の支援を行う事業のことである。

あるテーマを定めて、法人内外の資源を活用して、意識や実態等についての調査、資料収集又は当該調
査の結果その他の必要な情報を基に分析を行う事業のことである。

あるテーマを定めて、法人内外の資源を活用して技術等の開発を行う事業のことである。なお、成果に
ついては、成果の発表や論文の発表を行うとともに、知的財産権の取得を行うのが一般的である。

ポスター、新聞その他の各種広報媒体等を活用し、一定期間に集中して、特定のテーマについて対外的
な啓発活動を行う事業のことである。

展示という手段により、特定のテーマについて対外的な啓発・普及活動を行う事業（文化及び芸術の振
興に係る事業を除く。）のことである。比較的短期間であるため、法人が会場を借り上げ、ブースを出展
者に貸す場合が多い。

歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集・保管し、展示を行う事業のことである。

公益目的のため、一定の施設を個人、事業者等に貸与する事業のことである。

公益目的で個人や事業者に対する資金貸付や債務保証等を行う事業のことである。

応募・選考を経て、公益目的で、個人や団体に対して資金を含む財産価値のあるものを原則として無償
で提供する事業のことである。

作品・人物等表彰の候補を募集し、選考を経て、優れた作品・人物等を表彰する事業のことである。

スポーツ等の競技を行う大会を開催する事業のことである。

法人が、自らの専門分野について制作した作品を演じ、又は演奏する事業のことである。

法人が、主として外部制作の公演の選定を行い、主催者として当該公演を実施する事業のことである。
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一般社団法人 盛岡青年会議所　2023年度　当初予算
2023年1月1日から2023年12月31日まで

（単位：円）
科　　　目 2023年度予算額 2022年度予算額 増　減 摘　　　要

Ⅰ事業活動収支の部
　　1.事業活動収入
　　　　①特定資産運用収入 0 0 0
　　　　　　特定資産利息収入 0 0 0
　　　　②入会金収入 1,200,000 1,200,000 0
　　　　　　入会金収入 1,200,000 1,200,000 0 30,000円×40名
　　　　③会費収入 13,260,000 12,460,000 800,000
　　　　　　正会員会費収入 12,620,000 11,780,000 840,000
　　　　　　　　正会員年会費 9,240,000 8,640,000 600,000 120,000円×77名
　　　　　　　　正会員（休会者） 180,000 180,000 0 60,000円×3名
　　　　　　　　新入会員 2,000,000 1,760,000 240,000 月割計算×40名
　　　　　　　　仮会員 1,200,000 1,200,000 0 3 ヶ月で入会（10,000y/m×40名）
　　　　　　特別会員会費収入 640,000 680,000 -40,000 40,000円×2023年度卒業生16名
　　　　　　賛助会員会費収入 0 0
　　　　④事業収入 1,532,500 1,298,500 234,000
　　　　　　事業費繰入収入 0 0 0
　　　　　　登録料収入 231,000 0 231,000 東北青年フォーラム登録3000円×77名分
　　　　　　販売収入 0 0 0

　　　　　　業務受託収入 1,186,000 1,186,000 0 岩手B事務局委託費　1,036,000円シニアクラブ委託費　　150,000円
　　　　　　家賃・会議室料収入 0 0 0
　　　　　　雑収入 115,500 112,500 3,000 会員名簿￥1,500×77名
　　　　⑤補助金等収入 0 0 0
　　　　　　国庫補助金収入 0 0 0
　　　　　　地方公共団体補助金収入 0 0 0
　　　　　　民間補助金収入 0 0 0
　　　　　　国庫助成金収入 0 0 0
　　　　　　地方公共団体助成金収入 0 0 0
　　　　　　民間助成金収入 0 0 0
　　　　⑥寄付金収入 0 0 0
　　　　　　寄付金収入 0 0 0
　　　　　　募金収入 0 0 0
　　　　⑦雑収入 100,700 100,700 0
　　　　　　受取利息収入 700 700 0
　　　　　　その他雑収入 100,000 100,000 0 お祝い金など
　　　　事業活動収入計 16,093,200 15,059,200 1,034,000
　　2.事業活動支出 0
　　　　①事業費支出 5,253,000 4,647,200 605,800
　　　　　　事業費支出 5,013,000 4,447,200 565,800
　　　　　　　　例会・事業活動等 300,000 450,000 -150,000 常任理事会・事務局設営事業
　　　　　　　　まちの未来創造委員会 1,282,000 1,042,000 240,000 比較：2022地域開発委員会
　　　　　　　　国際社会研究委員会 793,000 736,000 57,000 比較：2022国際社会創造委員会
　　　　　　　　次世代育成委員会 526,000 260,000 266,000 比較：2022次世代育成委員会
　　　　　　　　会員開発委員会 744,000 701,000 43,000 比較：2022会員開発委員会
　　　　　　　　JCブランディング委員会 1,118,000 925,000 193,000 比較：2022広報戦略委員会
　　　　　　　　組織拡大特別委員会 0 3,200 -3,200 比較：2022組織拡大特別委員会
　　　　　　　　公開討論会プロジェクトチーム 250,000 0 250,000 参考：2019公開討論会プロジェクトチーム　310,000円

0 330,000 -330,000 比較：2022創立70周年特別委員会
　　　　　　委員会運営費支出 0 0 0
　　　　　　事業予備費支出 240,000 200,000 40,000
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科　　　目 2023年度予算額 2022年度予算額 増　減 摘　　　要

　　　　②管理費支出 7,894,527 7,516,558 377,969
　　　　　　会議費支出 110,000 110,000 0
　　　　　　　　総会費 100,000 100,000 0 総会費用
　　　　　　　　各種会議費 10,000 10,000 0 各種会議費
　　　　　　給与手当支出 2,500,000 2,500,000 0 給与＋一時金

　　　　　　福利厚生費支出 500,000 500,000 0 事務局員厚生年金・雇用保険健康保険・中退金・事務局健康診断
　　　　　　旅費交通費支出 200,000 200,000 0
　　　　　　通信・発送費支出 300,000 300,000 0
　　　　　　消耗品費支出 200,000 200,000 0
　　　　　　会員支給品費支出 690,000 640,000 50,000
　　　　　　　　会員名簿作成費 550,000 500,000 50,000
　　　　　　　　バッジ・ネームプレート購入費 140,000 140,000 0 バッチ￥1,800　プレート￥1,700　40名
　　　　　　リース料支出 0 0 0
　　　　　　修繕費支出 80,000 80,000 0
　　　　　　光熱水道費支出 424,000 424,000 0
　　　　　　賃借料支出 1,320,000 1,320,000 0 事務所賃貸料￥110,000×12 ヶ月
　　　　　　業務委託料支出 300,000 300,000 0

　　　　　　インフォメーション関係費 366,000 366,000 0 ホームページ制作・運営費(基本料金・ドメイン・レンタルサーバー）,ZOOM
　　　　　　租税公課支出 72,000 72,000 0
　　　　　　渉外費支出 660,000 320,000 340,000
　　　　　　　　各種大会登録料 250,000 10,000 240,000 東北青年フォーラム登録77名分など
　　　　　　　　他団体会費 50,000 50,000 0
　　　　　　　　他団体交流関係費 300,000 200,000 100,000
　　　　　　　　冠婚葬祭関係支出 60,000 60,000 0 お酒、慶弔、お祝い金など
　　　　　　　　復興支援対応費 0 0 0
　　　　　　　　ブース出展費 0 0 0 各種大会
　　　　　　　　バス代 0 0 0 各種大会
　　　　　　雑支出 50,000 50,000 0
　　　　　　管理・運営予備費 122,527 134,558 -12,031
　　　　③負担金支出 1,965,673 1,915,442 50,231
　　　　　　ＪＣＩ負担金 180,648 186,992 -6,344
　　　　　　日本ＪＣ負担金 545,000 500,000 45,000 基本額および付加金
　　　　　　地区協議会負担金 120,500 119,000 1,500
　　　　　　ブロック協議会負担金 475,000 470,000 5,000
　　　　　　国際協力資金 213,525 211,700 1,825
　　　　　　日本ＪＣ出向者負担金 120,000 140,000 -20,000
　　　　　　We	Believe購読料 281,000 267,750 13,250
　　　　　　東北地区出向者負担金 30,000 20,000 10,000
　　　　④他会計へ繰越金支出 980,000 980,000 0
　　　　　　特別会計への繰入金支出 980,000 980,000 0 積立金管理特別会計へ
　　　　事業活動支出計 16,093,200 15,059,200 1,034,000
　　　　　　事業活動収支差額 0 0 0
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科　　　目 2023年度予算額 2022年度予算額 増　減 摘　　　要

Ⅱ投資活動収支の部
　　1.投資活動収入
　　　　①特定資産取崩し収入 0 0 0
　　　　　　災害積立資産取崩収入 0 0 0
　　　　　　〇〇事業積立資産取崩収入 0 0 0
　　　　②固定資産売却収入 0 0 0
　　　　　　土地売却収入 0 0 0
　　　　　　建物売却収入 0 0 0
　　　　　　構築物売却収入 0 0 0
　　　　　　車輌運搬具売却収入 0 0 0
　　　　　　什器備品売却収入 0 0 0
　　　　③固定資産取崩収入 0 0 0
　　　　　　減価償却積立資産取崩収入 0 0 0
　　　　④敷金・保証金戻り収入 0 0 0
　　　　　　敷金戻り収入 0 0 0
　　　　投資活動収入計 0 0 0
　　2.投資活動支出
　　　　①特定資産取得支出 0 0 0
　　　　　　災害積立資産取得支出 0 0 0
　　　　　　〇〇事業積立資産取得支出 0 0 0
　　　　②固定資産取得支出 0 0 0
　　　　　　土地購入支出 0 0 0
　　　　　　建物取得支出 0 0 0
　　　　　　構築物取得支出 0 0 0
　　　　　　車輌運搬具取得支出 0 0 0
　　　　　　什器備品取得支出 0 0 0
　　　　　　減価償却積立資産取得支出 0 0 0
　　　　③敷金・保証金支出 0 0 0
　　　　　　敷金支出 0 0 0
　　　　投資活動支出計 0 0 0
　　　　　　投資活動収支差額 0 0 0
Ⅲ財務活動収支の部
　　1.財務活動収入
　　　　①借入金収入 0 0 0
　　　　　　投資活動収入計 0 0 0
　　2.財務活動支出
　　　　①借入金返済支出 0 0 0
　　　　財務活動支出計 0 0 0
　　　　　　財務活動収支差額 0 0 0
Ⅳ予備費支出
　　当期収支差額 0 0 0
　　前期繰越収支差額 0 0 0
　　次期繰越収支差額 0 0 0
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2023年度　公益目的支出計画管理特別会計　収支予算書
2023年1月1日から2023年12月31日まで

2023年度　特別事業支出積立金管理特別会計　収支予算書
2023年1月1日から2023年12月31日まで

（単位：円）

（単位：円）
科　　　目 当年度予算額 摘　　　要

Ⅰ事業活動収支の部
　　1.事業活動収入
　　　　⑤補助金等収入 400,000
　　　　　　国庫補助金収入 0
　　　　　　地方公共団体補助金収入 0
　　　　　　民間補助金収入 400,000 盛岡さんさ踊り実行委員会より
　　　　　　国庫助成金収入 0
　　　　　　地方公共団体助成金収入 0
　　　　　　民間助成金収入 0
　　　　⑦雑収入 0
　　　　　　受取利息収入 0
　　　　　　その他雑収入 0
　　　　⑧他会計からの繰入金収入 0
　　　　　　本会計からの繰入金収入 0
　　　　　　他の特別会計からの繰入金収入 0
　　　　　　委員会事業会計からの繰入金収入 0
　　　　事業活動収入計 400,000
　　2.事業活動支出
　　　　①事業費支出 2,085,000
　　　　　　わんぱく相撲プロジェクトチーム 1,073,000 わんぱく盛岡830,000円、わんぱく男子全国135,000円、わんぱく女子全国108,000円
　　　　　　盛岡さんさ踊りプロジェクトチーム 1,012,000 さんさ踊り練習会62,000円、盛岡さんさ踊り（8月例会）950,000円
　　　　④他会計へ繰越金支出 0
　　　　　　特別会計への繰入金支出 0
　　　　事業活動支出計 2,085,000
　　　　当期収支差額 -1,685,000
　　　　前期繰越収支差額 27,554,974
　　　　次期繰越収支差額 25,869,974

科　　　目 当年度予算額 摘　　　要
Ⅰ事業活動収支の部
　　1.事業活動収入
　　　　④事業収入 0
　　　　　　事業費繰入収入 0
　　　　　　登録料収入 0
　　　　　　販売収入 0
　　　　　　業務受託収入 0
　　　　　　家賃・会議室料収入 0
　　　　　　雑収入 0
　　　　⑦雑収入 0
　　　　　　受取利息収入 0
　　　　　　その他雑収入 0
　　　　⑧他会計からの繰入金収入 980,000
　　　　　　本会計からの繰入金収入 980,000
　　　　　　他の特別会計からの繰入金収入 0
　　　　　　委員会事業会計からの繰入金収入 0
　　　　事業活動収入計 980,000
　　2.事業活動支出
　　　　①事業費支出 0
　　　　　　委員会 0
　　　　②管理費支出 0
　　　　　　修繕費支出 0
　　　　　　渉外費支出 0
　　　　　　　　国際交流促進費 0
　　　　　　管理・運営予備費 0
　　　　④他会計へ繰越金支出 0
　　　　　　本会計への繰入金支出 0
　　　　　　特別会計への繰入金支出 0
　　　　　　委員会事業会計への繰入金支出 0
　　　　事業活動支出計 0
　　　　当期収支差額 980,000
　　　　前期繰越収支差額 8,440,530
　　　　次期繰越収支差額 9,420,530
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2023年度　収益事業管理特別会計　収支予算書
2023年1月1日から2023年12月31日まで

（単位：円）
科　　　目 2023年度予算額 2022年度予算額 増　減 摘　　　要

Ⅰ事業活動収支の部

　　1.事業活動収入

　　　　①事業収入 40,000 40,000 0

　　　　　　事業費繰入収入 0 0 0

　　　　　　登録料収入 0 0 0

　　　　　　販売収入 0 0 0

　　　　　　販売手数料収入 40,000 40,000 0 自動販売機販売　売上×20％

　　　　　　業務受託収入 0 0 0

　　　　　　家賃・会議室料収入 0 0 0

　　　　　　雑収入 0 0 0

　　　　②雑収入 0 0 0

　　　　　　受取利息収入 0 0 0

　　　　　　その他雑収入 0 0 0

　　　　③他会計からの繰入金収入 0 0 0

　　　　　　本会計からの繰入金収入 0 0 0

　　　　　　他の特別会計からの繰入金収入 0 0 0

　　　　　　委員会事業会計からの繰入金収入 0 0 0

　　　　事業活動収入計 40,000 40,000 0

　　2.事業活動支出

　　　　①事業費支出 0 0 0

　　　　　　委員会 0 0 0

　　　　②管理費支出 0 0 0

　　　　　　修繕費支出 0 0 0

　　　　　　渉外費支出 0 0 0

　　　　　　管理・運営予備費 0 0 0

　　　　③他会計へ繰越金支出 0 0 0

　　　　　　本会計への繰入金支出 0 0 0

　　　　　　特別会計への繰入金支出 0 0 0

　　　　　　委員会事業会計への繰入金支出 0 0 0

　　　　事業活動支出計 0 0 0

　　　　当期収支差額 40,000 40,000 0

　　　　前期繰越収支差額 284,200 244,200 40,000

　　　　次期繰越収支差額 324,200 284,200 40,000
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一般社団法人 盛岡青年会議所　2023年度　役員・役職名簿

■役員
理事長 小野寺　数　馬
副理事長 池　野　利　彦
副理事長 山　口　雄　司
副理事長 髙　橋　　　潤
専務理事 松　浦　直　人
室　長 三　浦　　　崇
室　長 山　内　圭　介
室　長 中　嶋　政　裕
室　長 下河原　　　伸
常務理事 伊　藤　英　佑
理　事 鈴　木　　　亮
理　事 鷲　見　保　博
理　事 宮　野　洵　弥
理　事 北　條　　　宏
理　事 髙　橋　　　凌
出向理事 照　井　淳　史
出向理事 晴　山　敬　俊
事務局長 木津川　隼　己
事務局次長 赤　坂　俊　介
事務局次長 内　沢　達　也
事務局次長 小田島　賢太郎

監　事 小　倉　征　也
監　事 川　村　芳　仁
監　事 照　井　和　弘

■直前理事長
直前理事長 大和田　祐　輔
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一般社団法人 盛岡青年会議所　2023年度　出向者名簿
■公益社団法人日本青年会議所（６名）
　　国家グループ　主権者意識向上委員会 副委員長 川村　芳仁

小 幹 事 髙見　謙輔
委　　員 大和田祐輔
委　　員 加藤　巧寛
委　　員 田口　　輝
委　　員 伏見　　武

■公益社団法人日本青年会議所　東北地区協議会（２名）
　　 会務担当副会長大和田祐輔

事務局次長 中嶋　政裕

■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（39 名）
副 会 長 小倉　征也

　　総務広報委員会 委 員 長 照井　敦史
幹　　事 細川　翔太
委　　員 内山佳奈子
委　　員 髙橋　康介
委　　員 中村　沙綾
委　　員 鳥居さゆみ

　　連携推進委員会 委 員 長 晴山　敬俊
委　　員 小野寺　竜
委　　員 菅原　直紀
委　　員 福田　和晃

　　事務局 事務局次長 村上　千尋

　　いわて	JAYCEE	アカデミー委員会 委　　員 赤坂　俊介
委　　員 伊藤　英佑
委　　員 内沢　達也
委　　員 小田島賢太郎
委　　員 加藤　巧寛
委　　員 小岩　泰武
委　　員 越場　慎文
委　　員 齊藤　大輝
委　　員 作山　智彦
委　　員 佐々木天晃
委　　員 佐々木宏和
委　　員 佐々木文也
委　　員 重泉　　愛
委　　員 鷲見　保博
委　　員 髙梨　光昭
委　　員 髙見　謙輔
委　　員 田中　洋希
委　　員 田端　　結
委　　員 田村　光宏
委　　員 波紫　聖矢
委　　員 橋本　　敏
委　　員 羽田　流星
委　　員 伏見　　武
委　　員 藤村　慶太
委　　員 三浦　滉大
委　　員 宮川　雅好
委　　員 宮澤　貴明
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一般社団法人 盛岡青年会議所　2023年度　組織図
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2023年度　年間スケジュール
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

岩
手
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会

正副会長会議

岩
手
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会

正副会長会議

役員会議 12日(木) 9日(木) 2日(木) 13日(木) 11日(木) 1日(木) 役員会議 10日(木) 14日(木) 12日(木) 1日(水)
30日(木)

会員会議所会議 28日(土)
【遠野】

25日(土)
【北上】

18日(土)
【陸中宮古】

29日（土）
【一関】

27日（土）
【久慈】

17日（土）
【大船渡】 会員会議所会議 26日(土)

【釜石】
30日（土）
【江刺】

28日（土）
【水沢】

11日（木）
【花巻】

9日(土)
【盛岡】

ブロック行事
4日(土)

新春のつどい
【花巻】

6日（木）
会頭公式訪問
【　　　】

ブロック行事
8日（土）

ブロック大会
【花巻】

11日(土)
謝恩会
【花巻】

ＪＡＹＣＥＥ
アカデミー

4日(土)
開校式
【花巻】

11日(土)
第1講座
【　　】

13日(土)
第2講座
【　　】

ＪＡＹＣＥＥ
アカデミー

6日(日)
第３講座
【　　】

日(　)
第４講座・閉校式
【　　】

各ＬＯＭ事業 各ＬＯＭ事業

東
北
地
区
協
議
会

正副会長
ミーティング

5日（木）
【ＷＥＢ】

8日（水）
【ＷＥＢ】

8日（水）
【ＷＥＢ】

4日（火）
【ＷＥＢ】

8日（月）
【ＷＥＢ】

7日（水）
【ＷＥＢ】

東
北
地
区
協
議
会

正副会長
ミーティング

正副会務会議 17日（火）
【WEB】

16日（木）
【WEB】

17日（金）
【八戸】

14日（金）
【盛岡】

17日（水）
【いわき】

16日（金）
【由利本荘】 正副会務会議 5日（水）

【泉】
8日（火）
【天童】

12日（火）
【米沢】

11日（水）
【江刺】

9日（木）
【もとみや】

財政規則
審査会議

24日（火）
【WEB】

21日（火）
【WEB】

22日（水）
【WEB】

19日（水）
【WEB】

23日（火）
【WEB】

21日（水）
【WEB】

財政規則
審査会議

19日（水）
【WEB】

16日（水）
【WEB】

20日（水）
【WEB】

19日（木）
【WEB】

22日（水）
【WEB】

役員会議 31日（火）
【WEB】

28日（火）
【仙台】

28日（火）
【仙台】

25日（火）
【青森】

30日（火）
【能代】

27日（火）
【花巻】 役員会議 26日（水）

【おおさき】
27日（金）
【白河】

27日（金）
【山形】

30日（木）
【湯沢】

会員会議所会議 20日（金）
【京都】 会員会議所会議 1日（金）

【湯沢】

地区行事 地区行事
9月2日〜 3日

東北青年フォーラム
【北上】

正副会頭会議
6日（金）
（JC会館）
13日(金)

1日（水）
（名古屋）
9日(木)
21日（火）
（帯広）

30日（木）
（沖縄）

28日（金）
（七尾）

9日（火）
（ジャカルタ）
30日（火）
（桑名）

14日（水）
（WEB）
30日（金）
（JC会館）

正副会頭会議 6日（木）
（WEB）

1日（金）
（山形蔵王）
21日（木）
（高松）
7日（木）
（JC会館）
28日（木）
（WEB）

19日（木）
（軽井沢）

30日（木）
（神戸）

常任理事会 14日（土）
（JC会館）

17日（金）
（JC会館）

9日(木)
（JC会館）

21日（金）
（JC会館）

19日（金）
（JC会館）

23日（金）
（JC会館） 常任理事会 20日(木)

（JC会館）
15日(金)
（JC会館）

5日(木)
（JC会館）

24日(金)
（JC会館）

15日(金)
（JC会館）

理事会 20日(金)
（京都）

18日(土)
（JC会館）

10日(金)
（JC会館）

22日(土)
（JC会館）

20日(土)
（JC会館）

24日(土)
（JC会館） 理事会 21日(金)

（横浜） 16日(土) 7日(土)
（東京） 25日(土) 16日(土)

総会 21日(土)
（京都）

25日(土)
（東京） 総会 7日(土)

（東京）

ＪＣＩ諸会議
JCI常任理事会/

理事会
( JCI	JEM/JBM )
10日(火) 〜 14日(土)

アメリカ地域会議
3日(水) 〜 6日(土)

アフリカ・中東地域会議
21日(水) 〜 24日(土) ＪＣＩ諸会議

JCI中間常任理事会
( JCI	MYE )

20日(木) 〜 22日(土)
JCI世界会議

14日(火) 〜 18日(土)
アジア・太平洋地域会議
10日(水) 〜 13日(土)
ヨーロッパ・地域会議
24日(水) 〜 27日(土)

ＮＯＭ主要事業
京都会議
(京都)

19日(木) 〜 22日(日)
ＮＯＭ主要事業

国際アカデミー（静岡）
10日(月) 〜 15日(土)
サマーコンファレンス

(横浜)
22日(土) 〜 23日(日)

全国大会
(東京)

5日(木) 〜 8日(日)

財政審査会議 9日（月）
10日（火）

11日（土）
12日（日）

4日（土）
5日（日）

15日（土）
16日（日）

13日（土）
14日（日）

17日（土）
18日（日） 財政審査会議 8日（土）

9日（日）
9日（土）
10日（日）
30日（土）

1日（日） 4日（土）
5日（日）

9日（土）
10日（日）

公益審査会議 9日（月） 11日（土） 4日（土） 15日（土） 13日（土） 17日（土） 公益審査会議 8日（土） 9日（土）
30日（土） 4日（土） 9日（土）

コンプライアンス審査会議 9日（月） 11日（土） 4日（土） 15日（土） 13日（土） 17日（土） コンプライアンス審査会議 8日（土） 9日（土）
30日（土） 4日（土） 9日（土）

その他
JCI諸会議・大会　開催地
【 JCI常任理事会/理事会】アメリカ（セントルイス）　【中間常任理事会】アメリカ（セントルイス）
【アメリカ地域会議】コロンビア（サンタ・マルタ）【アフリカ・中東地域会議】ジンバブエ（ハラレ）【ヨーロッパ地域会議】ルーマニア（ブカレスト）
【アジア・太平洋地域会議】インドネシア（ジャカルタ）【世界会議】スイス（チューリッヒ)

その他
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2023年度　年間スケジュール
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

岩
手
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会

正副会長会議

岩
手
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会

正副会長会議

役員会議 12日(木) 9日(木) 2日(木) 13日(木) 11日(木) 1日(木) 役員会議 10日(木) 14日(木) 12日(木) 1日(水)
30日(木)

会員会議所会議 28日(土)
【遠野】

25日(土)
【北上】

18日(土)
【陸中宮古】

29日（土）
【一関】

27日（土）
【久慈】

17日（土）
【大船渡】 会員会議所会議 26日(土)

【釜石】
30日（土）
【江刺】

28日（土）
【水沢】

11日（木）
【花巻】

9日(土)
【盛岡】

ブロック行事
4日(土)

新春のつどい
【花巻】

6日（木）
会頭公式訪問
【　　　】

ブロック行事
8日（土）

ブロック大会
【花巻】

11日(土)
謝恩会
【花巻】

ＪＡＹＣＥＥ
アカデミー

4日(土)
開校式
【花巻】

11日(土)
第1講座
【　　】

13日(土)
第2講座
【　　】

ＪＡＹＣＥＥ
アカデミー

6日(日)
第３講座
【　　】

日(　)
第４講座・閉校式
【　　】

各ＬＯＭ事業 各ＬＯＭ事業

東
北
地
区
協
議
会

正副会長
ミーティング

5日（木）
【ＷＥＢ】

8日（水）
【ＷＥＢ】

8日（水）
【ＷＥＢ】

4日（火）
【ＷＥＢ】

8日（月）
【ＷＥＢ】

7日（水）
【ＷＥＢ】

東
北
地
区
協
議
会

正副会長
ミーティング

正副会務会議 17日（火）
【WEB】

16日（木）
【WEB】

17日（金）
【八戸】

14日（金）
【盛岡】

17日（水）
【いわき】

16日（金）
【由利本荘】 正副会務会議 5日（水）

【泉】
8日（火）
【天童】

12日（火）
【米沢】

11日（水）
【江刺】

9日（木）
【もとみや】

財政規則
審査会議

24日（火）
【WEB】

21日（火）
【WEB】

22日（水）
【WEB】

19日（水）
【WEB】

23日（火）
【WEB】

21日（水）
【WEB】

財政規則
審査会議

19日（水）
【WEB】

16日（水）
【WEB】

20日（水）
【WEB】

19日（木）
【WEB】

22日（水）
【WEB】

役員会議 31日（火）
【WEB】

28日（火）
【仙台】

28日（火）
【仙台】

25日（火）
【青森】

30日（火）
【能代】

27日（火）
【花巻】 役員会議 26日（水）

【おおさき】
27日（金）
【白河】

27日（金）
【山形】

30日（木）
【湯沢】

会員会議所会議 20日（金）
【京都】 会員会議所会議 1日（金）

【湯沢】

地区行事 地区行事
9月2日〜 3日

東北青年フォーラム
【北上】

正副会頭会議
6日（金）
（JC会館）
13日(金)

1日（水）
（名古屋）
9日(木)
21日（火）
（帯広）

30日（木）
（沖縄）

28日（金）
（七尾）

9日（火）
（ジャカルタ）
30日（火）
（桑名）

14日（水）
（WEB）
30日（金）
（JC会館）

正副会頭会議 6日（木）
（WEB）

1日（金）
（山形蔵王）
21日（木）
（高松）
7日（木）
（JC会館）
28日（木）
（WEB）

19日（木）
（軽井沢）

30日（木）
（神戸）

常任理事会 14日（土）
（JC会館）

17日（金）
（JC会館）

9日(木)
（JC会館）

21日（金）
（JC会館）

19日（金）
（JC会館）

23日（金）
（JC会館） 常任理事会 20日(木)

（JC会館）
15日(金)
（JC会館）

5日(木)
（JC会館）

24日(金)
（JC会館）

15日(金)
（JC会館）

理事会 20日(金)
（京都）

18日(土)
（JC会館）

10日(金)
（JC会館）

22日(土)
（JC会館）

20日(土)
（JC会館）

24日(土)
（JC会館） 理事会 21日(金)

（横浜） 16日(土) 7日(土)
（東京） 25日(土) 16日(土)

総会 21日(土)
（京都）

25日(土)
（東京） 総会 7日(土)

（東京）

ＪＣＩ諸会議
JCI常任理事会/

理事会
( JCI	JEM/JBM )
10日(火) 〜 14日(土)

アメリカ地域会議
3日(水) 〜 6日(土)

アフリカ・中東地域会議
21日(水) 〜 24日(土) ＪＣＩ諸会議

JCI中間常任理事会
( JCI	MYE )

20日(木) 〜 22日(土)
JCI世界会議

14日(火) 〜 18日(土)
アジア・太平洋地域会議
10日(水) 〜 13日(土)
ヨーロッパ・地域会議
24日(水) 〜 27日(土)

ＮＯＭ主要事業
京都会議
(京都)

19日(木) 〜 22日(日)
ＮＯＭ主要事業

国際アカデミー（静岡）
10日(月) 〜 15日(土)
サマーコンファレンス

(横浜)
22日(土) 〜 23日(日)

全国大会
(東京)

5日(木) 〜 8日(日)

財政審査会議 9日（月）
10日（火）

11日（土）
12日（日）

4日（土）
5日（日）

15日（土）
16日（日）

13日（土）
14日（日）

17日（土）
18日（日） 財政審査会議 8日（土）

9日（日）
9日（土）
10日（日）
30日（土）

1日（日） 4日（土）
5日（日）

9日（土）
10日（日）

公益審査会議 9日（月） 11日（土） 4日（土） 15日（土） 13日（土） 17日（土） 公益審査会議 8日（土） 9日（土）
30日（土） 4日（土） 9日（土）

コンプライアンス審査会議 9日（月） 11日（土） 4日（土） 15日（土） 13日（土） 17日（土） コンプライアンス審査会議 8日（土） 9日（土）
30日（土） 4日（土） 9日（土）

その他
JCI諸会議・大会　開催地
【 JCI常任理事会/理事会】アメリカ（セントルイス）　【中間常任理事会】アメリカ（セントルイス）
【アメリカ地域会議】コロンビア（サンタ・マルタ）【アフリカ・中東地域会議】ジンバブエ（ハラレ）【ヨーロッパ地域会議】ルーマニア（ブカレスト）
【アジア・太平洋地域会議】インドネシア（ジャカルタ）【世界会議】スイス（チューリッヒ)

その他
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