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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
混沌という未知の可能性を切り拓き
個人の自立性と社会の公共性が
生き生きと協和する確かな時代を築くために
率先して行動することを宣言する

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 development opportunities that 
empower young people to create positive 
change.
よりよい変化をもたらす力を青年に与えるために
発展・成長の機会を提供すること

To be the leading global network of young 
active citizens.
若き能動的市民の主導的なグローバルネットワー
クになること

JCI綱領

JCI Mission

JCI Vision

JC宣言

綱領

東北JC宣言
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　私たちはVUCAと呼ばれる時代に生きています。政治、経済、国際情勢に加
え、急激な気候変動やSNSを通した個からの強い発信など、多くの要素、要因が
絡み合い、変動性（Volatility）と不確実性（Uncertainty）に翻弄され、複雑性
（Complexity）と曖昧性（Ambiguity）によって予測不能な時代であると言われ
ています。そんな時代だからこそ、2019年は心安らかに成熟を享受しながら、急
速に変化する時代に希望を持ち革新を求める人々が、自分の人生を生きられる社会
の実現を目指しました。

　日本国内全ての青年会議所がSDGs（Sustainable	Development	Goals=持続
可能な開発目標）の達成に向けて具体的な行動をとった2019年は、我々にとっ
て”SDGs元年”と言える年でした。すべての事業をSDGsに紐づけ、より良い社会
の実現へ向けた行動の実体験と貢献する実感を会員が備えることにより、青年会議
所運動の意義を見出す機会を創出できたと自負しております。また、協働して頂い
た自治体、団体、学生、市民の皆様には、理想のまちの具現化に向け主体的役割を
担って頂く中で、個別の目標を達成しながら、コレクティブインパクトで理想のま
ちを実現していこうとする機運を高められました。

　SDGsの根本精神は「誰一人取り残さない	-	No	one	will	be	left	behind」であり、
Goal17「パートナーシップで目標を達成しよう。」と合わせ、自分以外の存在を
大切に思い、他者との協働の大切さを伝えてくれます。ひとは生きるだけであれば
一人でも可能ですが、自分以外の誰かがいなければ真に豊かな人生を送ることはで
きません。私たち盛岡青年会議所は、一人では達成できないことを実現するために、
ひとの輪を紡ぎ、協働し、困難を乗り越え互いに成長を促し、共に喜び、その縁を
未来につないできました。2019年の運動を経て、地域に根差す市民意識変革運動
を推進する団体としての青年会議所が、SDGsの達成に向けたアクションを取り続
けることで新たなインパクトと多様なひとのつながりをもりおかに提供することが
できるという確信を得ることができました。
　
　VUCA時代の事象に呼応するように、毎日のように多様な分野で理想が掲げら
れ、それを実現するための理論が生み出されています。そして、その理論を具現
化するために開発された技術が創り出す新たなサービスや製品は、世界中の人々
の選択と行動に多大な影響を及ぼしている中、時代の潮流とも言えるSociety5.0
には触れなければいけません。SDGsは人類と地球のあるべき姿を明示しています
が、Society5.0はもうすぐ訪れる未来の生活を具体的に明示しています。SDGsと
Society5.0が示す我々人類が目指す方向は、その具現化のための手法と可能性が
無限であることを意味し、その点で青年会議所運動との親和性が非常に高く、引き
続き取り組んでいく必要性をこれまで以上に強く感じています。

　成熟社会における革新の意義を知ることは、これからの社会を生き抜くために
SDGsとSociety5.0に関する造詣を深め、未来に向けて行動できる人を増やすこと
を意味します。
　もりおかの象徴に新たな価値を提供し、まちの革新を実現することは、他者のた
めに行動し、誰一人取り残さないまち、もりおかを実現することを意味します。
課題設定力を身につけ、コレクティブインパクトで成果を上げる組織を目指すこと
は、社会課題を解決するために必要なパートナーシップを尊重できる組織の実現を
意味します。
　人間性とは何かを追求し、	次世代の育成を通してまちの発展に寄与することは、
将来世代のために資源を保つ責任を知り、世代間で学び合うまちの教育の実現を意
味します。
　国際社会の現状を研究し、恒久的世界平和を実現する未来へ向けた行動起こすこ
とは、視野を広げ個人の意識変革が起点となることを実体験によって学ぶことを意
味します。
　市民意識変革運動を実現する組織ブランディグに挑戦することは、青年会議所が
自己成長と社会課題の解決の役割を担う組織としての地位を確立することを意味し
ます。

一
般
社
団
法
人 

盛
岡
青
年
会
議
所　
２
０
１
９
年
度
を
振
り
返
っ
て

一般社団法人盛岡青年会議所
2019年度　第67代理事長

伊藤　淳之介
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　以上、6つのテーマに取り組んできた2019年度は、各種メディアからの取材、事
業参加者数、事業後アンケート、他団体からの協力依頼数などから紐解くと、“明
るい豊かな社会”の実現“にまた一歩近づいたとの検証結果を得るに至りました。

　郷土の偉人である宮沢賢治先輩は「銀河鉄道の夜」の中で、
『何がしあわせかわからないです。本当にどんなに辛いことでも、それが正しい道
を進む中の出来事なら峠の上りも下りもみんな本当の幸せに近づく一足づつですか
ら。』
という台詞を残しました。

　また、「農民芸術概論綱要」では、
『世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない』
とも書かれています。

幸せとは何か。

　その問いへの答えを得ようとする努力は、人類至高の学問です。そして、私たち
青年会議所メンバーはその問いへの答えを得ようとする努力を、明るい豊かな社会
の実現へ向けた運動で表現することができます。自らのまちは自らが創るという決
意をもって、より良い選択をするために必要なものを学び、行動を通して成長を求
める人間であり続けたい。私たちは成熟と革新が融合する社会を実現し、そして、
自分自身がもりおかに住み暮らす人々の笑顔の理由となりたい。それらの欲求は、
人を磨き、まちを輝かせ、幸せとは何かを追求することができる根本であると信じ
ています。

世界に誇れる、もりおかの清らかさ。

　澄み渡る青空の下、雪解けとともに草木が芽吹き新緑の山々にこだまするように
太鼓の音が聞こえる。黄金色の田園に実りを感じ、無限と思えるほどに降り積もる
雪が白銀に光輝く。

　このもりおかでは、川のせせらぎのようにゆっくりと時間が流れ、心安らかな生
活を送ることができます。そして、この環境によって育まれる人々の穏やかさが、
まちを優しく包み込み、その優しさが次の世代へ受け継がれていくまち、もりおか。
そのまちに住むことができることは、市民の幸福を支えています。先人たちは時代
と真剣に向き合い行動することでより良い社会を実現してきました。私たちはその
結果である今このもりおかに生きていることに感謝し、より良い未来を次世代に残
す責務を果たし続けなければいけません。

　ただひたすらに変化を求めるのではなく、後世に残すべきものを真剣に考えそれ
を守るために必要な変化を選ぶことは、持続可能なまちを実現するために避けるこ
とはできません。だからこそ、まず私たち青年経済人が急速な時代変化に取り残さ
れる人々とならないよう、過去を重んじ成熟によってもたらされた後世につなぐべ
きものを見極め、より良いもりおかのための革新という成長を求める人間でなけれ
ばなりません。
　
　2020年度は宮野祐樹君を理事長とし「HERO~笑顔溢れる希望に満ちた未来を
~」をスローガンに掲げ、明るい豊かな社会の実現のための力強い新たな一歩を踏
み出します。盛岡青年会議所とメンバーが、持続可能なまちの実現のために絶え間
ない自己研鑽に励み、多くの人々と協働することで自己実現を重ねていくことを
期待しております。そして、2019年のみならず、盛岡青年会議所の歴史において、
多くの方々から多大なお力添えを頂いております。理解を示し、賛同し、協働して
下さる全ての皆様へ感謝申し上げます。そして、2020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12日（土）盛岡グランドホテルにおいて、1月通常総
会ならびに新年交賀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、理事追加選任に関して、会員から承認を得る為に開催し、
議長である津田徳明君の適切な議事進行のもと、全案件は満
場一致を持って承認可決された。一般社団法人盛岡青年会議
所2019年度のスタートを気持ちよく切る事が出来ました。
　その後行われたセレモニーの部では、第62代から第66代
まで5名の歴代理事長により、2019年度理事長の伊藤淳之
介君へプレジデンシャルリースの伝達が成されました。
　リース伝達式の後、伊藤淳之介理事長より挨拶を頂き、セ
レモニーの部は閉会致しました。

　9月27日（金）ホテルメトロポリタンNEW　WINGにお
いて、9月通常総会が開催されました。
　この度は2020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し、議長である内山宏太郎君の適切
な議事進行のもと全案件は満場一致をもって審議可決され
ました。
　選任された理事予定者ならびに監事予定者、またそれを
承認した会員一同ともに、緊張感を持って進められた総会
でした。

　2月27日（水）盛岡グランドホテルにおいて、2月通常総
会が開催されました。通常総会は年3回（1月・2月・9月）行
われる全体会議であり、2月総会では2018年度各事業の報告
と収支決算、そして2019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、議長である髙橋数馬君の適切
な議事進行のもと、全案件は満場一致を持って審議可決され
ました。

1月通常総会

9月通常総会

2月通常総会



2019年度［各種事業報告］
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一般社団法人 盛岡青年会議所　2019年度年間スケジュール
1月 2月 3月 4月 5月 6月

盛
岡

常任理事会 16日（木） 8日（金） 6日（水） 3日（水） 8日（水） 5日（水）

理事会 30日（水） 20日（水） 20日（水） 24日（水） 22日（水） 26日（水）

社会研究委員会
12日（土）
1月例会
新年交賀会

15日（水）
第1回

社会研究セミナー

地域開発委員会
26日（日）
まちの未来
提言事業Ⅰ

7日（火）　14日（金）
21日（金）　25日（火）
さんさ練習会

組織開発委員会
19日（火）
3月例会

組織開発事業

6日（木）
第1回仮会員

オリエンテーション

次世代育成
委員会

もりおかまちラン
11月まで毎月実施

21日（日）
4月例会

第4回JCカップ
U-11サッカー

盛岡フェスティバル

16日（日）
わんぱく相撲
盛岡場所

国際社会
研究委員会

21日（火）
5月例会

国際感覚養成事業
24日（月）

オープン委員会

JCブランディング	
委員会

12日（土）
アニュアルレポート
広報誌特別号
オフィシャル　　　

ウェブサイト（通年）

公式インスタグラム
開設

常任・事務局 13日（土）
通常総会

27日（水）
通常総会
2月例会

異業種交流会

その他

岩
手
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会

正副会長会議

役員会議 10日（木） 13日（水） 13日（水） 10日（水） 14日（水） 12日（水）

会員会議所会議 26日（土）
【水沢】

2日（土）【花巻】
30日（土）【カシオペア】

27日（土）
【江刺】

1日（土）【陸前高田】
30日（土）【江刺】

ブロック行事
3日（日）

新春のつどい
【久慈】

23日（火）
会頭公式訪問
【一関】

2日（日）
野球大会
【陸前高田】
29日（土）
ブロック大会
【江刺】

いわて
JAYCEE
アカデミー

3日（日）
開校式
【久慈】

17日（土）~18日（日）
第1講座
【盛岡】

18日（土）~19日（日）
第2講座
【大船渡】

各LOM事業

東
北
地
区
協
議
会

正副会長会議 7日（月）
【八戸】

正副拡大会議 25日（金）
【仙台】

20日（水）
【岩手】

18日（月）
【泉】

17日（木）
【三沢】

16日（木）
【南陽】

12日（水）
【能代】

役員会議 15日（火）
【八戸】

12日（火）
【石巻】

9日（土）
【久慈】

5日（金）
【能代】

7日（火）
【福島】

3日（月）
【青森】

会員会議所会議 19日（金）
【京都】

地区行事
9日（土）

ゼミナール開校式
【仙台】

16日（土）~17日（日）
第1講座
【福島】

13日（土）~14日（日）
第2講座
【岩手】

8日（土）~9日（日）
第3講座
【山形】

日
本
青
年
会
議
所

正副会頭会議 10日（木）
31日（木）

14日（木）
28日（木） 6日（水）

4日（木）
18日（木）
25日（木）

2日（木）
23日（木）
30日（木）

13日（木）
30日（日）

常任理事会 11日（金） 15日（金） 7日（木） 19日（金） 24日（金） 14日（金）

理事会 18日（金）
【京都】 16日（土） 8日（金） 20日（土） 25日（土） 15日（土）

ブロック会長会議 18日（金）
【京都】 16日（土） 8日（金） 20日（土） 25日（土） 15日（土）

総会 19日（土）
【京都】

23日（土）
【東京】

JCI諸会議
JCI常任理事会/	

理事会
（JCI	JEM/JBM）
7日（月）~11日（日）

アフリカ・中東	
地域会議

1日（水）~4日（土）
アメリカ地域会議
8日（水）~11日（土）
ヨーロッパ地域		会議　												
15日（水）~18日（土）

アジア・太平洋	
地域会議

17日（月）~20日（木）
【韓国チェジュ】

NOM主要事業
京都会議	
【京都】

17日（木）~20日（日）
金沢会議

22日（金）~24日（日）
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一般社団法人 盛岡青年会議所　2019年度年間スケジュール
7月 8月 9月 10月 11月 12月

盛
岡

常任理事会 10日（水） 7日（水） 11日（水） 9日（水） 13日（水） 11日（水）

理事会 24日（水） 21日（水） 26日（木） 23日（水） 20日（水） 20日（金）

社会研究委員会
23日（金）
第2回

社会研究セミナー

28日（月）
10月例会　第3回
社会研究セミナー

地域開発委員会
2日（火）　9日（火）
16日（火）　26日（金）
さんさ練習会

1日（木）~4日（日）
8月例会

盛岡さんさ踊り

20日（金）
まちの未来
提言事業Ⅱ

組織開発委員会
18日（水）
第2回仮会員

オリエンテーション

7日（土）
12月例会
卒業式

次世代育成
委員会

3日（土）~4日（日）
わんぱく相撲全国大会

（男子）
24日（土）~25日（日）
わんぱく相撲全国大会

（女子）

23日（月）
9月例会

次世代育成事業

国際社会
研究委員会

7月30日（火）
~8月3日（土）
羅東國際青年商會
との姉妹JC交流

3日（土）~7日（水）
KAKEHASHI

（台湾中学生受け入れ事
業）

JCブランディング	
委員会

4日（木）
7月例会

ブランディング確立事業
広報誌（WEB配信）

常任・事務局
27日（金）
通常総会
9月例会

出向者連絡会議

15日（金）
11月例会
活動報告例会

15日（日）
クリスマス会

その他
17日（土）
盛岡市長選挙
公開討論会

岩
手
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会

正副会長会議

役員会議 11日（木） 8日（木） 12日（木） 8日（火） 1日（金） 16日（月）

会員会議所会議 27日（土）
【大船渡】

24日（土）
【陸中宮古】

28日（土）
【北上】

20日（日）
【一関】

16日（土）
【久慈】

21日（土）
【盛岡】

ブロック行事
16日（土）
謝恩会
【久慈】

いわて
JAYCEE
アカデミー

6日（土）~7日（日）
第3講座
【北上】

14日（土）~15日（日）
第4講座
【花巻】

19日（土）
第5講座・閉校式
【一関】

各LOM事業 釜石JC周年式典 江刺JC周年式典

東
北
地
区
協
議
会

正副会長会議 16日（火）
【北上】

10日（土）
【横手】

17日（火）
【郡山】

15日（火）
【大曲】

12日（火）
【鶴岡】

正副拡大会議

役員会議 3日（水）
【高畠】

30日（金）
【能代】

4日（金）
【山形】

1日（金）
【石巻】

11月30日（土）
【八戸】

会員会議所会議 1日（日）
【八戸】

地区行事
13日（土）~14日（日）

第4講座
【宮城】

18日（土）~19日（日）
第5講座
【青森】

8月31日（土）
~9月1日（日）

東北青年フォーラム
ゼミナール閉校式

【能代】

日
本
青
年
会
議
所

正副会頭会議 17日（水） 5日（木）
19日（木）

3日（木）
24日（木）
31日（木）

21日（木） 5日（木）
12日（木）

常任理事会 18日（木） 20日（金） 25日（金） 22日（金） 13日（金）

理事会 19日（金） 21日（土）
10日（木）
【富山】
26日（土）

23日（土） 14日（土）

ブロック会長会議 19日（金） 21日（土） 10日（木）
【富山】 23日（土） 14日（土）

総会 11日（金）
【富山】

JCI諸会議

JCI中間常任理事会	
（JCI	MYE）

25日（木）~27日（土）
グローバルパートナー	
シップサミット（GPS）

JCI世界会議
4日（月）~8日（金）
【エストニア】

NOM主要事業

国際アカデミー	
【軽井沢】

4日（木）~13日（土）
サマーコンファレンス	

（横浜）
20日（土）~21日（日）

全国大会
【富山】

10日（木）~13日（日）
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第1回社会研究セミナー『平成の技術革新』第1回社会研究セミナー『平成の技術革新』

第2回社会研究セミナー『Innovation ！』第2回社会研究セミナー『Innovation ！』

社会研究セミナー社会研究セミナー

・第1回セミナー『平成の技術革新』
平成元年から現在までの技術の進化・社会の変化を再確認し、
平成元年の生活に比べ、現在の生活が技術革新によって成り
立っていることを認識する事業として企画しました。また、
進化・変化のスピードを感じることで、未来が劇的に変化し
ていくことを認識し、興味をもつ契機としました。

・第2回セミナー『Innovation ！』
盛岡に本拠地を置いて革新的な製品・サービスを開発してい
る企業を紹介します。海外や東京などではなく、岩手・盛岡

から発信される技術革新について知ることで、より身近な出
来事として捉える機会として企画しました。また、時代に合
わせて進化を続ける必要性について考える契機としました。

・第3回セミナー『Society5.0』（10月例会）
未来においてもたらされるであろう社会の変化について、よ
り良い選択ができるよう備える契機となるよう企画しまし
た。内閣府職員による講演により、技術革新と社会の変化が
止めることのできないものであることを認識し、より良い未
来のために自分ができる事を考える機会としました。

■事業目的
〈対内目的〉
・技術革新と社会の変化の関係を理解すること
・技術革新によって社会が変化する未来へ興味を持つこと

〈対外目的〉
・技術革新と社会の変化の関係を理解すること
・技術革新によって社会が変化する未来へ興味を持つこと

■日時・場所
2019年5月15日（水）
盛岡八幡宮

■事業報告
　革新技術が社会や生活環境と密接に関わりあっていること
を知り、さらなる革新技術によってもたらされる未来の社会
に興味を持ってもらうための事業として設営しました。
　第1部では、平成元年から現在まで進化を続けている身近
な製品・サービスとして、携帯電話を例に技術の進化と社会
の変化について振り返る機会としました。第2部のグループ
ワークでは、グループごとに「音楽の聴きかた」「テレビの
観かた」がどのように変化したか、参加者の実体験や思い出
を引き出すことで変化の大きさを実感していただき、未来に
おいてどのように進化を続けるのかを予想していただきま
した。

■事業目的
〈対内目的〉
・地域企業の取組みから技術革新を身近に感じるよう、意識
改革を図ること
・技術革新によってもたらされる社会の変化へ興味を持つこと

〈対外目的〉
・地域企業の取組みから技術革新を身近に感じるよう、意識
改革を図ること
・技術革新によってもたらされる社会の変化へ興味を持つこと

■日時・場所
2019年8月23日（金）
盛岡八幡宮

■事業報告
　新規開発された製品・サービスがどこで生み出されている
のか？どこか遠く、外国で開発されたものなのか？私たちは
その開発に関わる事は出来ないのか？これらの疑問につい
て、革新技術が身近な場所から生みだされていることを知り、
自分たちが無関心ではいけないと認識してもらうための事業
として設営しました。
　盛岡から世界へ向けて革新的な製品・サービスを開発・提供
している企業を知ることで、革新技術の開発が身近なもので
あることを知り、自らも積極的に革新技術を取り入れて、変
わっていく必要性を感じていただく内容としました。

【社会研究事業全体の構成】
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「私たちが地域の担い手」「私たちが地域の担い手」～ひろげよう！！さんさの輪～～ひろげよう！！さんさの輪～

持続可能な地域づくりとは!?持続可能な地域づくりとは!? ～行動が未来につながる～～行動が未来につながる～

■事業目的
〈対内目的〉
・盛岡さんさ踊りの歴史を学び現状を認識すること。
・盛岡さんさ踊りを支える担い手としての当事者意識を再認
識すること。

〈対外目的〉
・盛岡さんさ踊りの歴史を学び現状を認識すること。
・盛岡さんさ踊りを支える担い手としての当事者意識を持つ
契機とすること。
・今後の盛岡さんさ踊りに主体的に参加する契機とすること。

■日時・場所
2019年5月26日（日）
岩手県公会堂

■事業報告
　去る5月26日（日）岩手県公会堂にて5月まちの未来提言
事業「私たちが地域の担い手」～ひろげよう！！さんさの輪
～を開催しました。
　5月事業では、岩手大学・県立大学・盛岡大学の方々を始め、
障がい者施設の方や施設利用者の方々、盛岡広域圏住民の皆
様と青年会議所メンバーも含め64名の多様な方々にご参加
いただき、盛岡を代表するさんさ踊りについて学ぶ貴重な機
会としました。

　グループワークにてさんさ踊りの魅力と新たな一面を認識
し、さんさ踊りの歴史を学ぶプレゼンテーションを行い、先
人達が築いてこられた伝統の素晴らしさを認識し、伝統とし
ての重要性を学ぶ機会としました。さらには、世界の優れた
お祭りを題材にクイズ形式を用いて新たな視点について学
び、再びグループワークを行い、盛岡さんさ踊りの未来を描
き、共有することで当事者意識を持つ契機としました。また、
盛岡さんさ踊りをリー
ドする３大学が今回初
めて集い、今後も連携
していく繋がりを本事
業で作れたことで盛岡
さんさ踊りの更なる発
展に寄与することがで
きました。

■事業目的
〈対内目的〉
・持続可能な地域づくりについて理解を深める契機とすること
・持続可能な地域づくりにむけて行政・民間が連携する契機
とすること

〈対外目的〉
・持続可能な地域づくりについて行政と民間が考える契機と
すること
・持続可能な地域づくりを自身の活動に活かす契機とすること

■日時・場所 
2019年9月20日（金）
プラザおでって　３Fおでってホール

■事業報告
　去る9月20日（金）プラザおでってにてまちの未来提言事
業Ⅱ持続可能な地域づくりとは！？～行動が未来につながる
～を開催しました。
　9月事業では、もりおか広域圏の官公署の観光関係の部署を
中心に、観光協会をはじめSDGsを推進している企業の方々、
学生や障がい者施設の方々、盛岡広域圏住民の皆様と青年会
議所メンバーを含め91名の多様な方々にご参加いただき、国
連が推奨するSDGsを学び、持続可能な地域づくりを学びまし
た。また盛岡さんさ踊りを通じて当委員会が1年間を通じて行っ

てきたバリアフリーさんさを通じての街づくりについて提言を
する機会としました。①SDGsセミナーでは日本青年会議所
SDGｓ推進会議の高橋副議長より基調講演をいたただき、②
SDGsシンポジウム～SDGs導入と成功の鍵～をパネラーに高
橋副議長、釜石市役所オープンシティ推進室室長の石井重成
氏、株式会社ヘラルボニー副社長松田文登氏を迎え、シンポ
ジストを当会議所の伊藤理事長がつとめSDGsが実際どのよう
に活用されているのか、青年会議所の事業、官公署、民間会
社のそれぞれの実例や考え方を学ぶ機会としました。③ワー
クショップ～持続可能な観光産業とSDGs～では実際に自分が
住む街の観光資源を題に参加者それぞれが持続可能な地域づ
くりについて具体的に考える機会としました。④最後に今年の
盛岡青年会議所地域開発委員会がまちの未来創造事業Ⅰで市
民と共に考え、さんさ練習会や、盛岡さんさ踊り本番で具体
化した持続可能なまちを実現するための試みをPPTで解説し、
行政関係者を含めたご来場いただいている方々にSDGsやサス
ティナブルツーリズムの考え方をベースに取り組んでいかなけ
ればならないことを提言しました。
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盛岡さんさ踊り練習会盛岡さんさ踊り練習会

第42回盛岡さんさ踊りの企画・運営第42回盛岡さんさ踊りの企画・運営　　障がい者施設さんさPR会障がい者施設さんさPR会

■事業目的
〈対内目的〉
・盛岡さんさ踊りの担い手としての当事者意識を待つこと。
・技術の習得と向上を図ること。
・より多くの一般参加者を受け入れる意識を持つこと。

〈対外目的〉
・盛岡さんさ踊りの担い手としての当事者意識を待つこと。
・技術の習得と向上を図ること。
・実体験を通して楽しむとともに盛岡さんさ踊りに関心を持つこと。

■日時・場所
【メンバー向け練習会】
　2019年6月7日（金）
【一般参加者との合同練習会】
　2019年6月14日（金）、6月21日（金）、6月25日（火）、7月2日
（火）、	7月9日（火）、7月16日（火）、7月26日（金）
　盛岡八幡宮
　
■事業報告
　去る6月7日（金）～ 7月26日（金）の約2か月間、全8回
に亘り盛岡さんさ踊り練習会を開催いたしました。練習会に
参加いただきました多くの青年会議所メンバー、一般参加者
の方々、踊りのご指導をしていただきました、ミスさんさ踊
りの皆様に厚く御礼申し上げます。
　今年度は、一般参加者の約4割が初参加ということもあり、

さんさ踊りの担い手を増やすことに貢献が出来たと感じてお
ります。練習会の内容も協議を重ね、経験者から初心者の方
まで決して取り残すこと無く、練習会を重ねることが出来た
と感じております。
　計8回の練習を通してミスさんさ踊りの方々にご協力をいただ
き、参加者の皆様にとって貴重な経験と技術の向上ができる
練習会となり、一般参加者の方々からも喜びのお言葉をいただ
くことができたことは、何よりも嬉しいことでありました。
　今回は新入会員、卒業生に限らず大太鼓の担い手を育成す
ることを目標としました。多くのメンバーに大太鼓の練習に
参加して,本番でも活躍していただき大変嬉しく思います。
　しかしながら一方では、例年の課題でもありますメンバー
内の技術指導者の育成には到達に至らない結果となってし
まったことに対し、悔いが残るところでございます
　盛岡さんさ踊り練習会は、青年会議所メンバーの主催団体
としての意識や参加意識の向上が必要不可欠となります。さ
らには、一般参加者の方々と共に創り上げる一体感を大切に
し、また来たいと思える盛岡さんさ踊りを披露するために、
今後も様々な試みを模索し続けて頂きたいと願います

■事業目的
〈対内目的〉
・主催団体としての当事者意識を持ち盛岡さんさ踊りの魅力
を発信すること
・盛岡さんさ踊りがより多様性を持った祭りになることに寄
与すること

〈対外目的〉
・盛岡さんさ踊りに参加し魅力を感じること
・盛岡さんさ踊りに関心をもち、魅力を伝える人を創る機会
とすること
・盛岡さんさ踊りを通じ多様な人たちを受け入れる機会とす
ること

■日時・場所
2019年7月11日（木）7月25日（木）
NPO法人のびっこ療育センター
2019年7月8日（月）　7月22日（月）
夢つむぎ城南
　
■事業報告
　地域開発委員会は持続可能な地域づくりをテーマにしまし
た。そして盛岡の伝統文化の代表格である盛岡さんさ踊りが
100年後も今のような盛況であるためには,今までさんさ踊
りを踊りたくても踊れなかった人たちも、さんさ踊りの一体

感を感じ楽しんでもらうことが必要だと考えました。今回は
2つの障がい者施設に伺い盛岡さんさ踊りを踊りやすくした
「enjoyさんさ」を施設の方々と一緒に踊りその楽しさを共
感しました。障がい者の子供達はとても感受性が高く,私た
ちやボランティアで来てくれた学生のみなさんと、踊りが終
わるたびにハイタッチしたり声を掛け合ったりしました。計
4回の練習でしたが施設の皆様から青年会議所への感謝の言
葉をいただき恐縮でした。そして第42回盛岡さんさ踊り本
番には体調面やメンタル面も考慮し大変暑い中ではありまし
たが施設の方も最後まで踊りきる事ができました。そして控
室となった岩手県公会堂ではみんなで抱き合ったり喜びを分
かち合うことが出来ました。後日、施設の方から呼ばれ、委
員会メンバーで向かいましたら感謝状とたくさんの絵をいた
だきました。そして盛岡さんさ踊りが終わってからも施設で
みんなで輪になってさんさ踊りを踊っていること、また来年
も出るために考えていることを伝えられました。ボランティ
アも含めたくさんの方々に支えられ実現出来たPR会でした。
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羅東國際青年商會との姉妹ＪＣ交流羅東國際青年商會との姉妹ＪＣ交流

KAKEHASHIKAKEHASHI（台湾中学生受け入れ事業）（台湾中学生受け入れ事業）

■事業目的
〈対内目的〉
・これまで培ってきた交流の意義を再認識し、相互理解と信
頼を深めること。
・国境を越えた友情を更に深め、本質的な国際交流を行う契
機とすること。

〈対外目的〉
・盛岡青年会議所との相互理解と信頼を深めていただく。
・国境を越えた友情を更に深め、永続できる国際交流の契機
としていただく。

■日時・場所
2019年7月30日（火）～ 8月3日（土）
盛岡市内各所

■事業報告
　盛岡青年会議所と台湾の羅東國際青年商會は、青年の英知
と勇気と情熱を結集し、相互理解と信頼のもと、両国の明る
い豊かな社会の実現に向けて続けてきた姉妹JC交流も、本
年で51年目を迎えました。
　本年は、2015年以来の盛岡さんさ踊り開催時期の交流事
業となり、近年で最も多い64名の受け入れとなりました。
　また、5日間という長期間の事業において、迎える人員等に
も不安を抱えておりましたが、特別会員の皆様や多くのメンバー

のご協力を頂き、盛大な交流事業を行う事が出来ました。
　また、設える側としての重責を担いながらも、特別会員の
皆様の交流を大切にする姿を目の当たりにし、51年の重み
と思いの深さを知る機会にもなりました。
　盛岡青年会議所が長きに亘り繋ぎ続けて来たこの事業を、
今後益々より良い状態で
継続していく為に、一人
でも多くのメンバーが国
際交流の楽しさを知り、
伝えていけるかが重要で
あると感じた事業となり
ました。

■事業目的
〈対内目的〉
・子供たちの成長を通じて、国際交流の価値を認識する機会
とすること。

〈対外目的〉
・地域の国際交流を牽引する人材となる機会としていただく。
・言語や文化の違いを受け入れ、多様な価値観を享受する契
機としていただく。
・子供たちが主体性をもって国境を越えた友情を繋いでいく
契機としていただく。

■日時・場所
2019年8月3日（土）～ 8月7日（水）
盛岡市内各所

■事業報告
　国際交流は、明るい豊かな社会を実現する上で重要な手法
であると考えます。
　昨年、羅東國際青年商會との姉妹締結50周年記念事業と
して行ったKAKEHASHI事業は、今年受け入れる側での事
業となりました。
　5日間という事業期間で、深い友情や心の繋がりを構築す
る為には、バディ制を取り入れることが効果的であると考え
ました。羅東より9名の中高生の参加表明を受け、盛岡のバ

ディは昨年渡航者の9名の中高生に引き受けて頂きました。
　盛岡の子供たちは、今回の事業を行うにあたり、エスコー
ト役としての担いであることを伝え、各々が前回の経験や反
省をいかした目標を掲げ、事業に臨んで頂いたものと感じて
います。
　事業内容は、盛岡さんさ踊りのパレード参加や、カーリン
グ体験・プロバスケットボール選手とのスポーツ交流など、
盛岡ならではの設えを致しました。
　事業の最後には、別
れの惜しさに涙を流す
場面もあり、その姿を
見た大人も国際交流の
尊さと子供たちの可能
性を感じた事業となり
ました。
　 こ のKAKEHASHI
事業が、今回参加して
くれた子供たちにとっ
て、それぞれの地域で、
将来国際交流を牽引す
る人材となる為の貴重
な経験になったものと
確信しております。
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第35回わんぱく相撲全国大会第35回わんぱく相撲全国大会

第1回わんぱく相撲女子全国大会第1回わんぱく相撲女子全国大会

■事業目的
〈対内目的〉
・子供たちが目標に向かい挑戦する姿から、青少年育成事業
の意義を再認識すること。

〈対外目的〉
・子供たちが目標に向かって挑戦し、自身の課題を見つけ、
努力する契機とすること。
・子供たちが礼節を学び、ひとを思い、感謝の心を育む機会
とすること。
・大人たちが子供たちの成長を感じることにより、青少年育
成の意義を再認識すること。

■日時・場所
2019年8月3日（土）～ 4日(日)
墨田区総合体育館

■事業報告
　例年国技館で開催されている全国大会ですが、本年度は墨
田区総合体育館にて「第35回わんぱく相撲全国大会」が開
催され、岩手県代表として盛岡場所で横綱となった4～ 6年
生の3名が出場してきました。
　それぞれが夢や目標に向かい、日々稽古に励んできた成果
を全国大会の土俵で精一杯発揮してくれました。
　時津風部屋に宿泊させて頂くなど、全国大会の大きな舞台

でしか経験できない貴重な体験をこれからの人生の糧にして
くれると信じています。

〈大会結果〉
4年生　小野寺汐音君（九戸村立長興寺小）4回戦敗退(ベスト16)
5年生　岩崎想矢君（八幡平市立大更小）1回戦敗退
6年生　工藤琉誠君（八幡平市立大更小）2回戦敗退

■事業目的
〈対内目的〉
・子供たちが目標に向かい挑戦する姿から、青少年育成事業
の意義を再認識すること。

〈対外目的〉
・子供たちが目標に向かって挑戦し、自身の課題を見つけ、
努力する契機とすること。
・子供たちが礼節を学び、ひとを思い、感謝の心を育む機会
とすること。
・大人たちが子供たちの成長を感じることにより、青少年育
成の意義を再認識すること。

■日時・場所
2019年8月24日（土）～ 25日(日)
帝釈天題経寺／葛飾区奥戸総合スポーツセンターエイトホール

■事業報告
　本年、記念すべき「第1回わんぱく相撲女子全国大会」が
開催され、岩手県代表として、盛岡場所で横綱となった4～
6年生の3名が出場してきました。
　歴史ある柴又帝釈天題経寺での開会式に始まり、出場した
女の子力士が真剣勝負の白熱した取組と、成長する姿を見せ
てくれました。
　第1回大会という思い出となる大会での経験は、子供たち

にとって一生の宝物になったに違いありません。
〈大会結果〉
4年生　姉帯翠さん（二戸市立浄法寺小）3回戦敗退(ベスト16)
5年生　石引羚菜さん（八幡平市立田頭小）1回戦敗退
6年生　木村穂乃花さん（二戸市立中央小学）4回戦敗退（ベスト8）
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もりおか　まちラン2019もりおか　まちラン2019

OB交流会OB交流会

■日時・場所
2019年2月～ 11月
盛岡市内各所

■事業報告
　「もりおかの街を走って、まちの魅力を発見する」という
コンセプトの下、2016年から続いている「もりおかまちラン」
ですが、本年度は「もりおかシティマラソン」開催という大
きな節目の年での活動となりました。
　毎月一回、盛岡のまち中でのコースを設定し、盛岡青年会
議所メンバーだけではなく、Facebookページを活用して、
開催をPRし一般市民の皆様にもご参加頂きました。今年は
ランコースとウォークコースの2コースを設定し、小さなお
子様と一緒にご家族も参加できる工夫をして実施致しまし
た。
　8月には懇親BBQ大会、10月には「もりおかシティマラ
ソン」への協力参加としてGOAL地点での三大麺お振舞の
お手伝いも致しました。
　たくさんの方々と、もりおかのまち中を走り、新しいもり
おかの魅力を一緒に見つけることができました。JCメンバー
だけでなく、ご家族や多くの一般の方々にもご参加頂き、委
員会メンバーみんなで毎月楽しみながら設営することができ
ました。
　ご参加、ご協力頂いた皆様一年間ありがとうございました。

■事業目的
〈対内目的〉
◦特別会員との交流を深めること。
◦盛岡青年会議所の歴史と伝統を再認識し、今後の運動及び
活動に繋げること

〈対外目的〉
◦現役会員との交流を深めること。
◦盛岡青年会議所の運動及び活動に対し、理解を深めること。

■日時・場所
2019年10月18日（金）
アートホテル盛岡

■事業報告
　67年の長きに渡り、盛岡青年会議所の歴史と伝統を築いてこ
られた特別会員の皆様への感謝をお伝えするべく、「特別会員と
現役会員との大交流会」を開催致しました。当日は、多くの特
別会員の皆様にご参加を賜り、誠にありがとうございました。
　近年、JC活動歴の短い会員も増えてきたことから、特別
会員の皆様と直接交流をもてる貴重な機会とするべく、懇親
に重点をおいた設えと致しました。当日は、会話の共通テー
マとしていただくため、2019年度に開催した各事業につい
て、資料を用いてご紹介させていただきました。会の終わり
には、「若い我ら」の大きな輪がうまれ、盛大な交流会とす

ることができました。
　盛岡青年会議所の、これまでの歴史を紡いでこられた特別
会員の皆様との世代を越えた交流は、私たちが今後展開して
いく運動を更に発展させていくために、大変重要であると改
めて確信する機会となりました。
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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

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

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〉
・正会員と仮会員が共に学び、JC活動を前向きに取り組む
契機とすること。
・正会員と仮会員が、もりおかでさらに活躍できる人材とな
るべく、自己成長の機会とすること。
・正会員と仮会員が、まちのリーダーとなり得る可能性を高
める機会にすること。

〈対外目的〉
・なし

■日時・場所
・第１回仮会員オリエンテーション
　2019年6月6日（木）クイーンズフォンテ
・第２回仮会員オリエンテーション
　2019年9月18日（水）ベルヴィ　ロヴィナテラス

■事業報告
　3月例会	組織開発型仮会員オリエンテーションに引き続
き、2回目となる仮会員オリエンテーションでは、『「もりお
かで活躍できる人材へ！」～発想転換の実践～』と題して、
3月例会でも取り上げた「課題設定力」を高めること、また「コ
レクティブインパクト」の重要性と手法を理解することの2
点を軸に事業構築しました。
　「課題設定力」に関わる知識を深め、トレーニングを繰り
返すことで身につけられるよう、3月例会の振り返りをした
後、「課題設定力」に必要な要素である「視方（視座・視野・
視点）」や「視方の変え方（シックスハット法やオズボーン
チェックリスト）」の活用法、そして「コレクティブインパ
クト」の意味や効果および具体例について学びました。クイ
ズ形式の演習も盛り込みながら、会員一人ひとりが課題設定
力の定着を図る為に、能力開発をし続けることの重要性を認
識できたのではないかと考えます。
　3月例会に出席した仮会員にはプレゼンターを務めていた
だき、組織に属し、自己成長に繋げる機会と致しました。

■事業報告
　『「もりおかで活躍できる人材へ！」～課題設定力でチャン
スを掴め～』と題して、3月・6月と開催した仮会員オリエン
テーションの集大成となる3回目の事業を開催しました。
　これまでの仮会員オリエンテーションの振り返り、「視方」
の延長・応用である「システム思考」を学習し、「コレクティ
ブインパクト」の実現を「SDGs」の推進と捉えて、「SDGs」
の事例を踏まえながら、「水平思考」と「システム思考」を
活用して私たちに何ができるか、グループワークを通じて掘
り下げました。
　「課題設定力を身につけ、コレクティブインパクトで成果
を上げる組織」となるべく、「課題設定力」と「コレクティ
ブインパクト」の考えを活用し、「SDGs」の担い手として
社会で活躍できる人材へ成長する契機と致しました。
　6月の仮会員オリエンテーションに出席した仮会員にはプ
レゼンターを務めていただき、新入会員が実体験を通して、
事業構築を学ぶ機会と致しました。
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盛岡市長選挙　公開討論会盛岡市長選挙　公開討論会

出向者連絡会議出向者連絡会議

■事業目的
〈対内目的〉
・継続的な公開討論会実施の必要性を理解すること
・行政やまちへの関心を高めること

〈対外目的〉
・有権者に対し適切な判断と選択する場を提供すること。
・若年層が政治に対し当事者であることを自覚すること。
・盛岡青年会議所の運動を広く認知すること

■日時・場所
2019年8月17日（土）
盛岡市民文化ホール　中ホール

■事業報告
　去る8月17日（土）盛岡市民文化ホールにて「盛岡市長選
挙公開討論会」を開催しました。本年は、公平中立を大前提に、
市民に対し適切な判断と選択の場を提供しました。また、平
成27年の公職選挙法改正により選挙権が18歳以上に引き下
げられ、若年層を含め全体的な投票率向上が課題でした。そ
こで、本年は、学生達との協働による公開討論会の実施に踏
み切りました。さらに、成熟と革新の融合を目指すべく、今
までにない設営システムを導入し技術面で新たな可能性を見
出しました。
　立候補者3名におかれましては、青年会議所の開催趣旨を
深くご理解して頂き有権者に対し、盛岡市の明るい未来の提
言をして頂いたと思います。また、コーディネーターを務め

て頂きました岩手県立大学高橋聡教授には、事前準備の段階
から適切なアドバイスを頂き、本番においてもオーディエン
スがより理解深まるよう総括頂いたと思います。
　この事業を通じて、参加、参画されましたすべての人々が、
まちの当事者であること、当事者として盛岡の未来発展に寄
与して頂けることを祈念致します。

■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
2019年9月27日（金）　
ホテルメトロポリタン盛岡　NEW　WING　

■事業報告
　本年度は総勢35名の盛岡JCメンバーが各地に出向されま
した。本事業を通じて出向先で得られた学びや経験を惜しみ
なく披露して頂きました。アンケートの結果を見る限り、設
定した目的を概ね達成できたものと考えます。出向への興味・
関心や価値を見出す契機となりました。出向者の皆様が出向
先で積まれた多くの経験を通じて得た価値は、LOMにとっ
て有益且つ貴重な財産であります。次年度以降も出向先での
経験を通じて得た価値を共有することで、更なる力強い運動
発信に繋げて頂けると考えます。





2019年度［例会報告］
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新年交賀会新年交賀会

異業種交流会 異業種交流会 ～もりおかから未来へつなぐ価値の創造～～もりおかから未来へつなぐ価値の創造～

1月例会

2月例会

■事業目的
〈対内目的〉
◦2018年度の運動へご支援・ご協力いただいたことに対し、
ご出席いただいた皆さまに謝意を表す機会とすること
◦会員一人ひとりが理事長所信への理解を深め、2019年度
の運動に対し意識を高めること

〈対外目的〉
◦盛岡JCの運動や会員を知っていただく機会とすること
◦2019年度の運動にご理解を深めていただき、益々のご支
援・ご協力をいただく機会とすること

■日時・場所
2019年1月12日（土）
盛岡グランドホテル

■事業報告
　ご来賓、来訪JC、特別会員の多くの皆さまにご参加いた
だき、2019年度最初の事業として新年交賀会を開催いたし
ました。
　式典の部において、2019年度理事長である第67代理事長
伊藤淳之介君より所信表明が行われ、「Be	the	Reason	for	
that	Smile　～成熟と革新が融合する社会へ～」をスローガ
ンに掲げ、新体制のもと活動をスタートいたしました。
　成熟と革新が融合する社会の実現に向け、そして、もりお

かに住み暮らす人々の笑顔の理由となるため、市民意識変革
運動を力強く発信する決意を新たにしました。

■事業目的
〈対内目的〉
◦同年代の青年経済人と共に社会課題の解決を図るべく、継
続的なコミュニケーションの契機とすること。
◦他団体の活動内容を知り、新たな価値を創造する契機とすること。
◦市民意識変革運動を共に展開していくことのできる、新た
な会員の拡大に寄与すること。

〈対外目的〉
◦盛岡JCにはどのような青年経済人が在籍しているのか理
解すること。
◦盛岡JCの活動について理解すること。
◦盛岡JCの活動へ興味を持つこと。
◦同年代の青年経済人と共に社会課題の解決を図るべく、継
続的なコミュニケーションの契機とすること。

■日時・場所
2019年2月27日（水）
盛岡グランドホテル

■事業報告
　「明るい豊かな社会」の実現に向け、私たちが活動する「も
りおか」には沢山の魅力あふれる「企業」「団体」「ひと」が
存在します。盛岡広域圏で活動をされている他団体や企業の
方々と交流を図り、今後の「まちづくり」「ビジネス」に新

たな価値を創出すべく異業種交流会を開催し、120名を超す
皆様にご参加いただきました。
　当日は盛岡青年会議所がどのような活動をしている組織で
あるかご理解いただきました。またご参加いただいた皆様を
代表し、5つの団体の活動について発表をしていただくこと
で、私たちも他団体の活動を知り、今後互いの強みを活かし
たまちづくりやビジネスに繋げていく契機となりました。
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■事業目的
〈対内目的〉
◦正会員および仮会員が、盛岡青年会議所の目指す姿と現状
を認識すること。
◦正会員および仮会員が、資質向上の必要性を知ることで今
後のJC活動や運動発信に繋げる契機とすること。

〈対外目的〉
◦なし

■日時・場所
2019年3月19日（火）
プラザおでって　

■事業報告
　『もりおかで活躍できる人材へ！』というテーマのもと、
会員の資質向上と組織のプレゼンス向上を図り、まちの発展
に寄与できる人材へと成長していけるよう、全3回の仮会員
オリエンテーションの初回となる事業を開催しました。
　3月例会では、今一度、2019年度の盛岡青年会議所のス
ローガンや基本方針を再確認し、私たちが目指す方向（あり
たい姿）と現状を認識した上で、会員の資質向上がなぜ必要
であるのか、共通認識を深めました。
　そして、資質向上のひとつである「課題設定力」に焦点を
当て、JC活動や仕事で活用できるスキルを学びました。「課

題」と「問題」の違い、「問題の捉え方」や「水平思考の考え方」
などをインプットし、自分に置き換えた場合、「課題設定力」
をどのように活かせるか、個人ワークを通してアウトプット
することで学びを深めました。
　また、5名の仮会員には、課題設定をテーマにした寸劇に
も挑戦いただき、今後のJC活動や運動発信に繋げる契機と
致しました。

組織開発型事業組織開発型事業「もりおかで活躍できる人材へ！」「もりおかで活躍できる人材へ！」

第4回JCカップU-11少年少女サッカー盛岡フェスティバル第4回JCカップU-11少年少女サッカー盛岡フェスティバル

3月例会

4月例会

■事業目的
〈対内目的〉
◦子供たちの成長を思い、子供たちに豊かな人間性を育む機
会を提供できるようになること。
◦子供たちから学び、子供たちの更なる成長へ繋げること。

〈対外目的〉
◦選手の子供たちが、夢や目標に対し、自身の課題設定をし、
行動を喚起すること。
◦選手の子供たちが、仲間を思いやる心を育むこと。
◦保護者の方々が、子供の夢や目標に共感し、子供の成長の
ために自身ができることを考えること。
◦大人たちが、次世代を担う子供たちの育成に関心を持つこ
と。
◦子供たちが、社会や自身の将来に関心を持つ契機とすること。

■日時・場所
2019年4月21日（日）
盛岡市立つなぎ多目的運動場

■事業報告
　例年2日間の開催だったＪＣカップが本年は1日での開催
となりましたが、当日は晴天にも恵まれ、子供たちはたくさ
んの白熱した試合とプレーを見せてくれました。
　チームの目標に向かい、一人ひとりが役割や仲間を思いや

る心を育み、その中から自身自分の夢や自らの課題を見つけ
成長の機会となる大会となりました。
　当日は消防はしご車展示やSDGｓに関連するクイズなど
様々な体験ブースも設置し、サッカー大会出場の選手だけで
なく、子供から大人まで来場された皆様すべてが楽しんでい
ただける大会設営を目指しました。
またＪＣメンバーには「1
日サポーター」として担
当チームに1日帯同し応
援することにより、事業
への参画意識向上と子供
たちとより近くで触れ合
う機会となりました。



22 ANNUAL REPORT 2020

■事業目的
〈対内目的〉
◦国際社会への関心を高め、自らが主体的に行動するきっか
けとする。
◦相手を自分の事として考えることが出来る感覚を養成する。

〈対外目的〉
◦国際社会に対して関心を持つきっかけとする。
◦相手を自分の事として考えることが出来る感覚を養成する。

■日時・場所
2019年5月21日（火）
岩手県公会堂

■事業報告
　国際感覚養成事業を5月例会『磨く国際感覚～石も磨けば
ダイヤモンド～』と題し開催致しました。
　本事業は、近年加速するグローバル化やナショナリズムの
動向を受けて、これからの時代に我々には何が必要であるの
かを考え、国際社会の動向への関心を高く持ち、垣根を越え
て相手を自分の事として考えることが出来る感覚を養う契機
とすることを目的と致しました。当委員会では、国際交流は
恒久的世界平和の実現に繋がる重要な手段と考えました。国
際交流に対し関心がある人と無い人が存在する中で、まずは
身近にその機会が存在している事を学び、国際交流に繋がる

一歩を歩む重要性を発信しました。
　そして、目指すべき市民像を『カンカクマン』と位置づけ、
多くの方に国際感覚を持つ事に対して興味関心を持たせる設
えを致しました。
　事業の一般参加者は高校生から社会人まで幅広く、青年会
議所メンバー以上に高い関心をお持ちの方もいる事を感じま
した。多くの市民が国際
交流に向けた一歩を踏み
出す事ができれば、やが
てこの盛岡が国際感覚に
溢れたまちに発展してい
くと確信致しました。

■事業目的
〈対内目的〉
◦子供たちの豊かな人間性の成長に必要な学びを考える契機
とすること。
◦子供たちの成長の場を作る地域社会の一員であることを自
覚する機会とすること。

〈対外目的〉
◦子供たちが、夢や目標に向かい、自身の課題を見つけ、努
力する契機とすること。
◦子供たちが、礼節を学び、感謝と他者を思いやる心を育む
機会とすること。
◦大人たちが、青少年育成事業の大切さを再認識すること。

■日時・場所
2019年6月16日（日）
岩手県営武道館　相撲場

■事業報告
　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下、「わ
んぱく相撲盛岡場所」を開催し本年で32回目となります。
　当日はあいにくのお天気でしたが、岩手県内の1年生から
6年生の男女計80名が出場し、3度の水入りの取組があるな
ど、子供たちの熱い戦いや喜ぶ表情、悔し涙を流す姿から子

供たちの成長を感じることができました。
　また今年は地元出身の錦木関による相撲教室が行われ、憧
れの大相撲力士に全力で向かっていき、質問コーナーでは錦
木関に直接子供たちの素朴な疑問にお答えいただくなど子供
たちには貴重な体験とかけがえのない思い出となりました。
　今年は「第1回わんぱ
く相撲女子全国大会」が
開催されることとなり、
例年の男子だけでなく4・
5・6年生男女の横綱（優
勝者）6名が8月に行われ
る全国大会への切符を手
にしました。

国際感覚養成事業 国際感覚養成事業 磨く国際感覚～石も磨けばダイヤモンド～磨く国際感覚～石も磨けばダイヤモンド～

第32回わんぱく相撲盛岡場所第32回わんぱく相撲盛岡場所

5月例会

6月例会
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■事業目的
〈対内目的〉
◦活動地域における存在価値を認識する。
◦盛岡JCの強みを明確にして運動の発信に繋げる。

■日時・場所
2019年7月4日（木）　
アートホテル　盛岡

■事業報告
　盛岡青年会議所が地域にとってどのような存在なのか。盛
岡青年会議所の価値とは何なのか。をブランドマーケティン
グの手法を使い、メンバーに共通認識と運動の発信を目的と
して、ブランディング確立事業としてブランディングロード
～アイコンみっけ～を開催しました。
　ブランディングについて学び、ブランディングに成功した
企業を例にとって、ブランディングの重要性を学びました。
メンバーが盛岡青年会議所のイメージや価値の共有をしなけ
れば、ブランディングは確立しないと考え、２つのフレーム
ワークを使い、盛岡青年会議所の位置付けを行い、盛岡青年
会議所の強みや価値をメンバー同士が共通認識をすること
で、ブランディングの向上に繋げることが出来ました。

■事業目的
〈対内目的〉
◦主催団体としての当事者意識を持ち盛岡さんさ踊りの魅力
を発信すること
◦盛岡さんさ踊りがより多様性を持った祭りになることに寄
与すること

〈対外目的〉
◦盛岡さんさ踊りに参加し魅力を感じること
◦盛岡さんさ踊りに関心をもち、魅力を伝える人を創る機会
とすること
◦盛岡さんさ踊りを通じ多様な人たちを受け入れる機会とす
ること

■日時・場所
2019年8月1日（木）～ 8月4日（日）
盛岡市中央通　盛岡さんさ踊り開催会場

■事業報告
　今年の盛岡さんさ踊り本番は、通常の盛岡さんさ踊り本番
の運営に加え、今まで様々な理由で盛岡さんさ踊りでパレー
ドに参加し踊れなかった人たちと一体感を得ることで、この
盛岡のかけがえのない伝統を持続可能なものにしていくため
の第一歩として、様々な方たちを受け入れました。1日目は
羅東國際商會の皆様にエンジョイさんさを伝え、ただパレー

ドに出るだけでは味わえない盛岡さんさ踊りの良さを感じ
ていただきました。3日目は同じ盛岡に住みながら障がいを
持っていることでさんさ踊りに参加出来なかった方々にも出
張さんさ練習会という形でさんさに触れ、本番に参加してい
ただきました。4日目は国際交流事業「KAKEHASHI」の学
生のみなさんと共演しました。多くの方々との共演の運営は
盛岡さんさ踊りの楽しさを2倍3倍にしてくれました。今年
はメディアにも多く取り上げていただき、今後の盛岡さんさ
踊りをより良いものにするための運動として価値のあるもの
になったのではないかと
考えます。そして私たち
自身盛岡さんさ踊りの素
晴らしさをこれからも引
き継いでいきたいと強く
思いました。

ブランディング確立事業ブランディング確立事業

第42回盛岡さんさ踊り第42回盛岡さんさ踊り

7月例会

8月例会
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■事業目的
〈対内目的〉
◦これからの社会に求められる人材や能力を知ること。
◦自身が働く動機を再認識すること。

〈対外目的〉
◦これからの社会で求められる人材や能力を知ること。
◦青少年たちが、実現したい理想の社会に信念を持つこと。

■日時・場所
2019年9月23日（月・祝）
盛岡市立大宮中学校

■事業報告
　昨年の職業観育成事業から、今年度はさらに次世代育成事
業として盛岡市立大宮中学校にてこれからの社会で求められ
る人材と能力を知り、ひとり一人が理想とする社会を描くこ
とで将来の職業や生きる動機を考える機会の提供をして参り
ました。
　事業では委員会メンバーによるプレゼンテーションにてこ
れからの社会に必要とされる人材とは、そして盛岡ＪＣメン
バー出席者全員が職業観講演から多種多様な職業を知っても
らいました。さらにグループワークでは、生徒同士が友達の
理想とする社会とその実現に向けた取り組みを共有すること
ができました。

　JCメンバーも職業観講演をすることにより自身の職業や
働く動機と向き合う機会となり、当日出席された保護者の
方々と共に私たち大人も中学生の考える理想とする社会から
多くの刺激を受けることができました。
　この事業を通し、生
徒の皆さんがこれから
歩んでいく人生におけ
る働く動機、生きる理
由を見つけるきっかけ
となり、新しい一歩を
踏み出してくれること
を願っております。

次世代育成事業「What do you work for?」次世代育成事業「What do you work for?」

第3回社会研究セミナー『Society5.0』第3回社会研究セミナー『Society5.0』

9月例会

10月例会

■事業目的
〈対内目的〉
◦技術革新によって経済的発展と社会的課題解決が可能にな
ることを知ること
◦技術革新によってもたらされる社会を具体的に知り、実現
に向けて行動する動機付けにすること

〈対外目的〉
◦技術革新によって経済的発展と社会的課題解決が可能にな
ることを知ること
◦技術革新によってもたらされる社会を具体的に知り、未来
の社会へ希望を持つこと

■日時・場所
2019年10月28日（月）
盛岡八幡宮

■事業報告
　政府の掲げる近未来社会のビジョン「Society5.0」を中
心に、革新技術は身の回りの課題を解決することができる新
たなツールであることを認識いただく事業としました。
　第1部において内閣府政策統括官(科学技術・イノベーション
担当)付総括参事官	坂本修一氏に講話いただき、近未来にお
いて日本が抱えるであろう課題と、政府の目指す解決策であ
る「Society5.0」について学びました。第2部グループワー

クでは、グループごとに業種を設定し、各業界が抱えている
課題を解決するために必要な革新技術を考えてもらいました。
　事業を通して、革新技術が課題解決のための新たな道具で
あること。そして、その道具を選び、使いこなすのは私たち
自身であることを学び、より良い未来社会の実現へ向けて行
動を起こす契機となっていれば幸いです。
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■事業目的
【対内目的】
◦成熟と革新が融合した社会を実現するために展開した運動
及び活動が、どのようにして周囲の人々に対し前向きな変
化を促したかを会員全体で共有すること。

■日時・場所
2019年11月15日（金）
盛岡グランドホテル

■事業報告
　11月活動報告例会は常任理事が設営し、運営規定第8条
に則り、各委員会の一年間の報告及び褒賞を行う例会であ
ります。2019年度のスローガン「Be	the	Reason	for	that	
Smile」のもと、成熟と革新が融合した社会を実現するべく、
本年度展開された運動及び活動が、周囲の人々に対しどのよ
うな変化を促したのかを会員全体で共有するべく「2019年
度活動報告例会」を開催致しました。
　第一部「活動報告スピーチ」では、各委員会の1年間の活
動についてテーマを設けて委員長に発表していただきまし
た。第2部「活動報告パフォーマンス」では一年間を通じて
育んできた委員会の絆と、各委員会の特色のあるパフォーマ
ンスをご披露いただきました。
　本例会で一年間の活動や運動を振り返り、共有したことで、

次年度以降も盛岡青年会議所を力強く発信していくための貴
重な機会となりました。

2019年度活動報告例会2019年度活動報告例会

卒業式卒業式

11月例会

12月例会

■事業目的
〈対内目的〉
◦卒業生がJC生活を通して得た学びや経験、想いを現役会
員に継承すること。
◦現役会員が卒業生の門出を祝福し、敬意と感謝を表すこと。
◦現役会員がこれまで以上にJAYCEEとして自信を持って歩
む契機とすること。
◦新入会員が同期の結束力を高めると共に、JC活動に前向
きに取り組む契機とすること。

■日時・場所
2019年12月7日（土）
ホテル　メトロポリタン盛岡

■事業報告
　去る12月7日(土)、12月例会卒業式を開催し、20名の仲間
がご卒業されました。卒業式のテーマを『飛躍』と掲げ、卒
業生、新入会員、現役会員が、本事業を通じて得た価値を礎
に、住み暮らすまちに笑顔を生み出す存在へと私たち一人ひ
とりが飛躍を遂げる機会と致しました。
　式典の部では、卒業生によるスピーチを通じて、青年会議
所で培った学びや経験、想いをお伝えいただきました。懇親
会の部では、卒業生によるバンド演奏をご披露いただき、会
場の一体感を味わえる楽しい時間となりました。また、記念

誌においては、卒業生の皆様からJC生活を通して得たこと、
卒業後のビジョン、会員へのメッセージを文にしたためてい
ただきました。
　12月例会卒業式を通して、卒業生、新入会員、現役会員
がそれぞれの視座と役割から多くを学び、JAYCEEとしての
意識と覚悟に変化が生まれ、次の世代の革新へとつなげるこ
とができたと考えます。





2019年度［各種大会報告］
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京都会議

第69回JCI　ASPAC韓国・済州大会

■日時・場所
2019年1月17日（木）~20日（日）
国立京都国際会館

■事業報告
　去る1月17日から21日にかけて国立京都国際会館にて「京
都会議」が開催されました。
　本年度、盛岡青年会議所（以下、盛岡JC）から16名のメ
ンバーが参加して参りました。
　新年式典では、公益社団法人日本青年会議所第68代会頭、
鎌田長明君が所信演説され、2019年度の基本理念となって
いる「誰もが挑戦できる	幸せな国	日本の創造」に込められ
ている意味と想いを熱くお話しいただきました。また、3つ
の発想の転換を提案していただきました。
①	社会を発展させることで経済を発展させよう
②	JCでビジネスの機会を得よう
③	多子社会を創造しよう
　この3つの発想は、私たちのビジネスやJC活動において、正
解が無くなっている。正解をいくら探しても意味はなく、自ら
が作り出すものであるという想いを伝えていただきました。
　京都会議に参加をいたしました盛岡JCメンバー一人ひとり
が、同じ時間と経験を共有したことで、これから始まる一年間
の運動発信に対しての強い決意へと繋がって参りました。

■日時・場所
2019年6月17日（月）～ 6月20日（木）
韓国　済州

■事業報告
　「アジア太平洋エリア会議（通称ASPAC）」が韓国の済州
の地で開催されました。
　恒久的正解平和を目指す国際青年会議所は、世界4つのエ
リア（アメリカ・ヨーロッパ・アフリカ・アジア地域）にわけ、
エリアごとに毎年開催地を変えてエリア会議を行っておりま
す。日本青年会議所が所属するアジア・太平洋エリアで行わ
れる会議をJCI	Asia	Pacific	Conference（アジアパシフィッ
クエリアコンファレンス）と言い、略称ASPAC（アスパック）
と呼んでいます。
　今回は「韓国のハワイ」とも呼ばれ、日本から一番近いリ
ゾート地とも言われている済州島で開催されました。各日
様々なファンクションが開かれ、JCの三信条の一つであり
ます、「国際との友情」を育む機会となりました。この国際
に触れる機会が提供されることも、青年会議所運動の醍醐味
と言えます。
　2020年度はカンボジア・シェムリアップの地で、2021年
度は台湾の台中の地で開催されます。貴重な経験ができる機
会です。ぜひご参加頂きます様お願い致します。
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■日時・場所
2019年7月20日（土）～ 21日（日）
①	パシフィコ横浜
②	横浜開港記念館

■事業報告
　26回目の開催となるサマーコンファレンスの今年のテー
マは「World	SDGs	Summit」となっていました。
　多くの団体・企業とのパートナーシップを基に、SDGsを
全面的に取り入れた各種セミナー・アトラクションが用意さ
れており、持続可能な社会の実現へ向けて多くの学びを得る
ことができました。
　また、盛岡青年会議所から日本青年会議所へ出向している
メンバーの活躍を感じることができる大会となっていました。

■日時・場所
2019年6月29日（土）
歴史公園えさし藤原の郷

■事業報告
　去る6月29日（土）、第49回岩手ブロック大会inえさし「い
わてワクワクフェスタ2019」が開催されました。
　フォーラム第1部「未来へ向けてACTIONを起こせ！よ
しもとお笑いライブ」では、吉本興業のジョイマン	、田畑
藤本の2組によるSDGsを盛り込んだネタが披露され、後半
には2組の芸人を交えて、SDGs推進企業による「企業活動
とSDGsについて考える」トークセッションが行われました。
第2部「多子社会の実現に向けた国民討議会	岩手大会」では、
子供が多く生まれ、育てやすい多子社会の実現に向けて、高
齢者の保育参加や減税措置などの子育てを取り巻く課題につ
いて一般参加者も交えながら意見交換が行われました。また、
多くの出展企業、団体と参加者がマッチングを図るビジネス
マッチの機会や、主管青年会議所の公益社団法人江刺青年会
議所による地元小学生による合唱披露やキッズダンスコンテ
スト、ミニ動物園や工作、縁日などを楽しめる「ワクワクキッ
ズパーク」に加え、「えさし美味いもん広場・えさしお土産広
場」が設営されておりました。
　雨交じりの不安定な天候の中での開催でしたが、可能性溢
れる地域の未来を感じる大会となりました。

岩手ブロック大会 in えさし

サマーコンファレンス2019
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東北青年フォーラム in 能代

第68回全国大会　富山大会

■日時・場所
2019年9月7日(土) ～ 8日(日)
①能代市文化会館　②能代市総合体育館

■事業報告
　秋田県能代の地で「奮い立て！～まちに寄り添い　より能
く東北を代え　心躍る未来を創ろう～」をスローガンに掲げ
て開催されました。
　東北地区協議会の本年度基本理念である「誰もが挑戦でき
る結いの精神溢れる東北の実現」に向け、開催地である能代
の地が織りなす「より能く代える」精神と文化を体感できる
機会となりました。
　また、東北地区協議会へ出向しているメンバーの活躍や、
東北ゼミナール委員会、輝く東北AWARDS授賞式など、各
所で盛岡青年会議所の存在を発信することもできました。
　2020年度は山形県南陽の地で開催されます。

■日時・場所
2019年10月10日(木) ～ 13日(日)
富山県富山市各所

■事業報告
　去る10月の10日～ 13日の4日間にかけて「第68回　全国
大会富山大会」が富山の地で開催されました。
　日本青年会議所の2019年度の運動の集大成である全国大
会、本年は「新陳代謝」が大会テーマのもと、全国から青年
会議所メンバーが富山の地に一堂に会し、行われました。
　大会期間中は台風19号の影響で12日と13日の多くのファ
ンクションが中止や延期となってしましたが、主管LOMで
ある公益社団法人富山青年会議所及び大会運営関係者の皆様
のご尽力のおかげで、13日に「大会式典・卒業式並びにＣｌ
ｏｓｉｎｇ」を開催することができ、今年度ご卒業される皆
様のお祝いをすることができ、これまでの活動や卒業に対す
る思いを伝えることが出来る貴重な機会となりました。
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第74回JCI世界会議エストニア大会
■日時・場所
2019年11月4日（月）～ 11月8日（金）
エストニア　タリン

■事業報告
　世界会議とは毎年原則的に11月第1週に、開催地を変えて
開かれる、JCIにとって最も重要な会議です。会議期間には
NOM会頭会議、常任理事会、理事会、総会といった組織運
営に関する会議、世界会議スローガンに基づくセミナー、会
員の資質向上を目的とした各種セミナー、分科会が開催され
同時に「個人」、「地域社会」、「マネージメント」、「国際性」
といった、JCI理念広める為の褒章（アワード）、TOYPプ
ログラムも開かれました。そして閉校式、各種セレモニーが
世界会議に花を添え、会頭招待バンケット、ガーラ、ジャパ
ンナイトを初めとする各NOMナイトがあり、参加会員の友
情を深め友好の輪が広がりました。
　また、2020年度JCI世界会議は日本の横浜で開催をされま
す。今大会期間中に行われた横浜ナイトでも来年度の開催に
向けた参加誘致が発表されました。
　尚、2021年度は南アフリカのヨハネスブルクの地で開催
されます。





2019年度［各委員会及び出向者報告］
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　地域開発委員会の１年のミッション
の始まりは１月に行われた京都会議の
渉外事業でした。スタッフを中心に京
都での動きを先導し、LOMナイトで

は１年間の遠征の良いスタートとするべく委員会で考えた催
し物を実施しました。京都会議では鎌田会頭の所信を参加メ
ンバー全員で聞き、1年間のJC運動の主軸をつくることが出
来ました。
　また当委員会は５月事業、さんさ踊り練習会、障がい者施
設へのさんさPR会、第42回盛岡さんさ踊り本番、９月事業
と１年を通じて「さんさ三昧」の1年となりました。
　5月事業まちの未来提言事業Ⅰ「私たちが地域の担い手～ひ
ろげよう！！さんさの輪～」では大学生や障がい者施設の方な
ど幅広い世代の方にお集まりいただき、盛岡さんさ踊りの歴史
を学びながら、盛岡さんさ踊りのより良い未来を参加者全員で
描きました。またその中から誰でも参加でき、持続可能な盛岡
さんさ踊りを実現することを今年の目標としました。
　毎年恒例のさんさ踊り練習会を６月7月と毎週開催し、盛
岡JCの夏の風物詩を演出しました。近年大太鼓の叩き手が
減少していることがあり今年は大太鼓の叩き手の育成に力を
いれました。毎年恒例の一般参加者からの参加に加え、観光
客の受け入れも行い持続可能な盛岡さんさ踊りの一助となり
ました。また平行して障がい者の方々に委員会で「enjoyさ
んさ」を考案し、障がい者施設の方々と一緒に盛岡さんさ踊

り本番のパレード参加に向けて出張練習会を開催しました。
その運動の中では真正面から私たちに向き合ってくれる障が
い者の方々との友情が芽生えました。
　第42回盛岡さんさ踊りは今年も４日間開催されました。
１日目は羅東國際青年商會の方々と一緒に今回考案した
「enjoyさんさ」を伝授しパレードで一緒に踊り、盛岡さん
さ踊りの一夜をenjoyしました。３日目は障がい者施設の
方々と一緒に踊り、最後まで力の限り声をだし踊り続ける彼
らから多くを学ぶことが出来ました。４日目は台湾との国際
交流事業「KAKEHASHI」の学生と一緒にパレードに参加
することが出来ました。今年の盛岡青年会議所のさんさは、
パレードの中で参加者が一体感を感じ一人ひとりが盛岡さん
さ踊りを楽しむことが出来たと感じています。
　９月事業まちの未来提言事業Ⅱ「持続可能な地域づくりと
は！？～行動が未来につながる～」では、１年を通じて行っ
てきた運動を国連が推奨するSDGｓを軸に地域資源をいか
に活用していくか、行政に提言をするかたちで今年1年の私
たちの運動をまとめました。
　ここまで導いてくれた津田副理事長、松本室長、3人４脚
頑張ってきた山口副委員長、宮野幹事、最後の最後まで行動
で委員会の原動力となってくれた委員会メンバーの皆様あり
がとうございました。また関係各所様々な団体の方からお力
をいただきました。委員会を代表して御礼申し上げます。あ
りがとうございました。

　当委員会は、1月例会「新年交賀会」
の設営からスタートいたしました。式
典において伊藤理事長の所信をお聞
きいただき、2019年度の盛岡青年会

議所が目指している処をお伝えいたしました。懇親会では、
来場された来賓・来訪JC・シニアクラブの皆さまと賀詞交換
を行いました。現役メンバーが積極的に交流したことで、
2018年度活動へのご協力をいただいたことに謝意を伝え、
2019年度の活動へさらなるご理解・ご協力をお願いする機会
となりました。
　伊藤理事長の掲げる「Be	the	Reason	for	that	Smile　
～成熟と革新が融合する社会へ～」のスローガンのもと、主
にテクノロジーの面、革新技術が社会や生活に与える影響に
ついて紐解いていく事業を展開してまいりました。革新技術
と聞くと「ワクワクする」「難しそう」など、人によってさ
まざまな反応が返ってきます。準備段階で一番気を付けたの
が、「難しそう」と感じる人に興味を持ってもらえる内容と、
「ワクワクする」人が満足できる内容を両立させる事でした。
そこで、革新技術が「身近な存在である」ことを認識いただ
くことで、より興味を持ってワクワクしてもらえると考えて

運動を展開することとしました。
　第1回セミナー「平成の技術革新」では、平成元年から現
在までの携帯電話の進化と生活や仕事の変化を振り返る事
で、技術によって社会が変化することを認識することができ
ました。第2回セミナー「Innovation ！」では、盛岡で革
新的な製品・サービスを開発して世界へ向けて展開している
企業を紹介し、革新技術の開発がどこか遠く「関係ない所」
で進んでいるのではなく、身近な場所でも着実に行われてい
ることを知る機会としました。第3回セミナー「Society5.0」
では、政府が目指す近未来のビジョン「Society5.0」を知る
事で未来の社会が実際にどのように変化するのか認識し、そ
のために私たちが行動する必要がある事をお伝えしました。
　明るい豊かな未来の社会の実現のためには、革新技術がも
たらす影響を知り、正しく使うことが重要です。革新技術と
聞いて「ワクワクする」人が増えることが、未来のもりおか
のために革新技術を用いて積極的に行動する人が増えると信
じています。
　最後に、当委員会事業に参加いただきました皆様、ご協力
いただきました皆様に深く感謝いたします。一年間本当にあ
りがとうございました。

地域開発委員会地域開発委員会

社会研究委員会社会研究委員会

委員長　委員長　浅沼　智之浅沼　智之

委員長　委員長　吉田　将太吉田　将太
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　「課題設定力を身につけ、コレクティ
ブインパクトで成果を上げる組織を目指
す」という基本方針のもと、当委員会

では会員開発を軸に、会員拡大の役割を担ってまいりました。
　青年会議所に所属するからには会員一人ひとりが、これま
で以上に『もりおかで活躍できる人材へ』と成長していただ
きたいという考えのもと、メンバーにはJCで学んだことを
職場に持ち帰っていただき、これまで以上に仕事で活躍いた
だくことが、まちの発展に繋がると共に、会員拡大にも波及
できると信じ、個人と組織の強化を図るべく活動致しました。
　全3回の仮会員オリエンテーションを通して、多様な視座
と視点から問題を考え、的確に課題設定する力を身につけら
れるよう、繰り返し、繰り返し学びの機会を提供しました。
そして一人ではなし得ないことも多種多様なメンバーの力を
融合し、複雑な社会問題を解決できる組織へと発展すること
を目指して事業展開しました。課題設定力の習得には、まだ
まだ至らない部分もありますが、継続学習の重要性をメン
バー皆に認識いただけたと考えます。仮会員には準備段階か
ら関わっていただき、事業当日はプレゼンターを務めたり、

寸劇に挑戦したりと、自らが経験を積むことで、事業構築を
学びながら自己成長の機会に繋げることができました。
　また今年度は、新入会員が青年会議所のことを少しでも早
く理解し、積極的に活動を進められるよう、新入会員開発マ
ニュアル『もりおかJCガイド』を作成しました。次年度以
降も修正を加えながら、会員の質の向上に向けて活用できる
ツールに仕上がりました。
　12月例会卒業式では、『飛躍』をテーマに、次のステージ
へと進まれる卒業生の門出を祝福し、敬意と感謝の念を抱き
ながら、卒業生・新入会員・現役会員がそれぞれの視座と役割
から多くを学び、住み暮らすまちに笑顔を生み出す存在へと
飛躍を遂げる機会と致しました。
　最後に、15名の新入会員には、JCだからこそ得られる物
を手にしていただき、まちの未来を創造する組織の一員とし
て、笑顔の理由となるJAYCEEへと成長していただくことを
切に願っています。そして、当委員会の活動にご協力いただ
いた皆様、委員会運営を支えていただいた委員会スタッフと
メンバーに感謝を申し上げます。1年間、誠にありがとうご
ざいました。

　当委員会の活動は、伊藤理事長が掲
げる「Be	the	reason	for	that	smile.
～成熟と革新が融合する社会」のス
ローガンの下、一年間活動をして参り

ました。そして、「人間性とは何かを追求し、次世代の育成
を通してまちの発展に寄与する」という、伊藤理事長の基本
方針の中にあります「人間性」を、ひとを思う心と自ら考え
行動することとし、未来のまちを作っていく子供たちへ、人
間性を培い、成長する機会を提供して参りました。
　設営させて頂きました3つの例会、4月JCカップ・6月わん
ぱく相撲・9月次世代育成事業、そして8月わんぱく相撲男女
全国大会、毎月のまちランと一年間ノンストップで活動を
行って参りました。
　時にはスポーツ、そして時には大人たちとの交流の中で未
来を担う子供たちは、ひとを思う心と、自らの目標、理想と
する社会と向き合い、考え行動し成長する姿をたくさん見せ
てくれました。たくさんの笑顔、必死に戦う表情、悔し涙、
自分と向き合い一生懸命に考える姿、様々に成長する姿を見
ることができました。これらすべて子供たち自らが体験し、
成長する場となったことが本当に嬉しく思います。

　「成熟と革新が融合する社会」として当委員会の活動を振
り返ると、成熟が私たち大人、未来を作っていく子供たちが
革新であったと感じています。そして、すべての事業におい
て、委員会メンバーだけではなく、盛岡JCメンバー全員が
事業の趣旨を理解し、取り組んでくれたこと、指導者や保護
者が子供たちと一つになり大会や事業に向き合って下さった
ことで、まさに成熟と革新が融合した事業になったのではな
いかと思っております。
　子供たちの人間性の成長の機会を提供することを考え一年
間活動を行ってきましたが、子供たちの成長する姿を通し
て盛岡JCメンバー一人ひとり、そして保護者の皆様も含め、
私たち大人も人間性の成長として、他者を思う心に少しでも
変化や成長があったならば、リバースエデュケーションの起
因となれたのではないかと思います。
　一年間の事業にご支援、ご協力頂きました各関係団体、企
業様、当委員会スタッフ、メンバーに感謝すると共に、当委
員会の事業に参加してくれた子供たちが未来のまちの発展に
寄与してくれることを心から願っております。
一年間本当にありがとうございました。

組織開発委員会組織開発委員会

次世代育成委員会次世代育成委員会

委員長　委員長　池野　利彦池野　利彦

委員長　委員長　谷藤　大樹谷藤　大樹
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　世界には多種多様な国と地域が存在
し、絶えず様々な出来事が起き、目ま
ぐるしく変化しています。本年、国際
社会研究委員会では、その国際状況の
中で、青年会議所が追い求める恒久的

世界平和の実現に向け、一人ひとりが国際社会の動向を敏感
に捉え、自分たちも世界の一員であることを理解する必要が
あると考え、一年間事業を展開して参りました。
　当委員会は国際感覚養成事業として、5月例会『磨く国際
感覚～石も磨けばダイヤモンド』と題し、開催を致しました。
今の時代になぜ国際感覚を磨く必要があるのか、また、これ
からの時代に我々には何が必要なのか、その必要性を考え発
信を致しました。
　対外事業として多くの市民にもご参加を頂きましたが、青
年会議所メンバーへの国際事業に対する興味関心を高める為
に、外部講師を招くのでなく委員会メンバーが学び、プレゼ
ンターを務める事でLOM全体の資質向上にも繋がる設えと
致しました。
　7月30日～ 8月3日にかけて姉妹JCである羅東國際青年商
會の来盛がありました。
　昨年、姉妹締結50周年を迎えた羅東國際青年商會との交
流を次の50年に向け継続していく為に、5月例会で学んだ国
際交流への関心と重要性に加え、5日間という長い事業日数
と多数の設営人数が必要である為、6月にオープン委員会を
開催し、LOM全体での意思統一と、各委員会に対しての依
頼事項を伝えました。
　特別会員の皆様方にも多大なるご協力とご支援を頂き、大

きなトラブルもなく51回目の交流事業を無事に終える事が
出来ました。
　そして、特に特別会員の皆様の羅東交流に対する想いの深
さを知る事ができ、長きに亘り繋いできた事業の重要性を感
じる機会となりました。
　また、本年の委員会としては、国際交流とは相互が平和に
なる為の必要不可欠な手段だと捉え、この事業に取り組みま
した。
　8月3日～ 8月7日では、この羅東との国際交流を個人や団
体から地域間の交流へと発展させ、新たな一歩を踏み出す為
に、KAKEHASHI事業を行いました。
　我々大人が設えた事業行程はありながら、子供達が自然発
生的にコミュニケーションを深めていったこの5日間は、一
つの奇跡を見ているようでした。
　大人の想像を超えた出来事が起こるとき、感動を覚え、提
供している側の我々メンバーが成長の種を頂いた気持ちとな
る事業となりました。
　6月にASPAC、11月に世界会議と、JCIとして重要である
「国際との友情」を体感する機会もあり、大人から子供まで
多種多様な国際交流の形がある事を知った一年であります。
　最期に、この一年を支えてくれた多くのメンバーに心から
の感謝を致します。
　JCでなければ成し得ない事、JCのメンバーでなければ乗
り越えられなかった事、そして「鋭い国際感覚」の必要性を
信じて邁進できた事に敬意を表し、一年の報告とさせて頂き
ます。

　JCブランディング委員会は伊藤理事
長が掲げるスローガンを実現するため
に、我々と地域市民が共通認識を持て
る、運動の発信を行い、盛岡青年会議

所の組織ブランディングの構築と地域における存在価値を高
める運動を展開してまいりました。
　1月に発行した広報誌「Values」は盛岡青年会議所の運動
をより深く知って頂く目的で認知層をターゲットに発行いた
しました。また7月の広報誌では、WEB広報誌とSNS広告
という手法で配信を行い、我々の運動を知らない多くの市民
に向けて、運動の発信を行いました。ターゲットを選定する
ことで、その人に何を伝えたいか。どのような想いや行動に
移してもらいたいかなど、自分自身が考える機会となりまし
た。
　7月に実施したブランディング確立事業ではメンバーがブ
ランディングを学び、それぞれが抱く盛岡青年会議所の価値
をメンバー同士共有を行うことで、共通認識が生まれ、運動
の発信に繋げることが出来ました。地域市民に伝えたい盛岡
青年会議所の価値を最新の手法で伝えることで、ブランディ
ングは確立されていくと確信しました。

　毎月行われた委員会では年間事業計画を元に、対外事業の
発信や告知方法など事業開催日3ヵ月前から協議を行い、ど
のような手法で発信、告知を行えば、地域市民に伝わるか委
員会メンバーで考え、その協議内容を担当委員会に報告や理
事会で提案を行いました。
　ブランディングの向上を目的の一つとして、1年間活動を
行ってきましたが、なぜブランディングや存在価値を高める
必要があるかと考えるとやはり盛岡青年会議所の運動が市民
意識変革運動だからと考えます。私達の運動を通じて市民
が地域に対して「やらなければいけない」「やりたい」と行
動に移させるためには、盛岡青年会議所という団体のブラン
ディングがとても重要になるからです。一年間の活動を通じ
て、私達の発信力と影響力は確実に向上し、盛岡青年会議所
の存在価値は高まったと思います。
　最後に、一年間支えてくれた委員会スタッフと委員会メン
バー、私の考えを分かりやすく具現化してくださった専務理
事、常務理事、メンバーを支えてくれた皆様のご家族に深く
感謝を申し上げます。そして可能性を見出してくださった伊
藤理事長にも重ねて感謝を申し上げます。1年間ありがとう
ございました。

国際社会研究委員会国際社会研究委員会

JCブランディング委員会JCブランディング委員会

委員長　委員長　緑川　貴洋緑川　貴洋

委員長　委員長　鳥居　誠鳥居　誠
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　本年度、特別委員会枠「公開討論会

プロジェクトチーム」では、盛岡市長

選挙公開討論会に取り組んでまいりま

した。近年、通信技術の発達により候補者の声はより身近に

感じられる一方で、選挙への投票率は依然低い水準を保っ

たままです。さらに選挙権が18歳以上に引き下げられた今、

若年層を含め全体的な投票率向上が求められています。そし

て有権者が適切な選択をする上で、政治的に公平中立な第三

者が候補者の政策信念を平等に伝える場を設ける必要があ

り、それを達成できる唯一の組織が青年会議所です。

　本年、プロジェクトチームでは成熟と革新を基軸に公平中

立な運営を目指しました。また、若年層への政治参画意識向

上の為、学生チーム協働事業として公開討論会を実施しまし

た。

　事業を通して痛感したことは、本事業の本質は投票率向上

運動だということです。このまちに住み暮す当事者として全

市民が意志を示すことが重要です。また、本事業にかかわら

ず、市民意識変革運動を行う団体として青年会議所が行って

いる全ての公益事業に投票率向上の可能性がふくまれている

と思います。

　今回学生達と共に会運営する事で若者に対する希望や期待

がより高まりました。彼らは実体験として直接体験・体感す

ることでポジティブチェンジします。今後も若い世代と協働

することでもりおかに貢献できる人づくりに寄与してくださ

い。そして公開討論会が継続的に運営されることを期待しま

す。

　本年度、盛岡青年会議所革新特別委
員会では、東北青年フォーラム、全国
大会、ASPAC、世界会議の各種大会
及び会議で開催されるAWARDSに褒

賞申請を行って参りました。エントリー内容は２つです。1
つ目は、Friendship	unites	the	Worldと題し、羅東国際
青年商會との長きに亘る民間外交の成果を、2つ目はOver	
and	Beyond	-the	bridge	we	strengthenと題し、昨年度
行われた羅東国際青年商會との姉妹締結50周年記念事業
KAKEHASHIの事業成果をエントリー致しました。結果は、
ASPAC、世界会議では残念ながらノミネートされませんで
したが、東北青年フォーラムでは、KEKEHASHIが会長特
別賞を受賞、全国大会では2つともノミネートされるという
快挙でした。全国大会でのAWARDS　JAPANは台風の影
響により、グランプリの発表がなされていない状況であり、
延期されている最終結果を心待ちにしている所であります。
　エントリー作成においては、多くの学びがありました。こ
の事業がどのようにJCI	VISION、JCI	MISSIONを推進し
ているか、アクティブシチズンフレームワークを活用にどの
ように事業構築を行ったか、2019-2023JCI	Strategic	Plan
にある5つの戦略（IMPACT［影響力］・MOTIVATE［意欲］・
COLLABORATE［協力］・INVEST［投資］・CONNECT

［つながり］）をどのように推進したかなど、今までの盛岡青
年会議所における事業構築の視点とは違うことを求められま
した。全ての項目について、非常に重要な要素であることを
認識することができ、この経験はLOM内で共有しなければ
ならない使命をまた頂きました。
　本来、私たちが行う事業の評価者は市民の方々であること
に間違いありません。しかし、実際、市民の方々にどのよう
に評価されているのかは知り難いものであり、評価が目に見
えないことが会員のモチベーションの低下につながる懸念も
否めません。AWARDS申請によって対内的に評価を受ける
ことは、会員の自己肯定感の高揚に寄与し、会員のモチベー
ション向上につながるものと考えます。今回、AWARDS　
JAPANの最終結果を本年度中に知ることができない状況で
はありますが、私たちの行っている事業が一定の評価を得て
いることはLOMとして誇りあるものであります。今、私た
ちが行っている事業構築、事業成果を誇りとしながら、更に
JCIが求めるレベルまで進化させることが、市民の方々から
本当の評価を得ていく道へとつながると信じ、次年度以降の
事業構築へ繋げていかなければと決意を新たにしている所で
あります。2019年度に限らず、今後も褒賞申請を行いながら、
更に力強い盛岡青年会議所の運動へと繋げていきたいと考え
ております。

公開討論会プロジェクトチーム公開討論会プロジェクトチーム

革新特別委員会革新特別委員会

委員長　委員長　内山　宏太郎内山　宏太郎

委員長　委員長　宮野　祐樹宮野　祐樹
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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

　昨年の卒業生が野球部に多く所属していた為再編成が必要
であったのですが今年は人員確保ができずなんとか試合がで
きるだけということになりました。結果野球部の活動は岩手
ブロックの県大会のみとなってしまいました。
　県大会の結果は陸中宮古青年会議所に4対11で敗北いたし
ました。
　坂東、宮野が投手を務めるもののアウトを全然取れずラン
ナーはたまり試合が進まず伊藤理事長がリリーフしてなんと
か試合を終えることができました。
　今年の活動は以上になりますが私が卒業をしてしまうと野
球部にチャーターメンバーがいなくなるので歴史を紐とこう
と思います。盛岡JC野球部は通称MJCと呼ばれていて正式
には盛岡ジャニーズクラブと言います。2008年にMJCは誕
生しました。発足から何年間は決勝まで行っても決定戦で負
けていたと記憶しています。2011年に初めて県内で優勝し
東北大会に出場することができ東北大会で準優勝することが
できました。K-スタでの試合は雨で延期になり代替の休場
は福島の白沢球場というところで行いました。2013年も東
北大会に出場することができました。山形は上の山球場で東
北大会がありました。
　その年その年で多くの選手が活躍し代々繋がっていくいい
チームだったと思います。

　OB戦も何回か行っていてOBの先輩方と試合ができ野球
を通じて交流ができ非常にいい機会となりました。
　来年は発足から時間が経ち全ての選手が入れ替わること
になるので心機一転時代に合わせていいチームを作ってく
ださい。

　2019年10月19.20日に第35回全国JCサッカー大会選手権
大会が金沢の地で開催されました。
　新入会員の入部もあり、現役会員が増えチームの若返りに
成功して臨んだ今大会。中村学キャプテン（OB）をはじめ
とする15名で闘って参りました。　
　チームの団結力を高めるために、金沢まではカバーロ号で
移動。新会員の橋場君の爆走もあり予定より移動時間を短縮。
気合いを入れ金沢に乗り込みました。

【予選リーグ】
VS 新潟JC  4-0 ○
　今年は去年の采配ミスを踏まえて、エース北條を初戦から
起用。その北條が見事に起用に応える。北條のハットトリッ
クもあり危なげなく快勝し、最高の滑り出しができました。

VS 和歌山JC  1-1 △
　お互い初戦を勝利し、勝ったほうが大きく予選通過に近づ
く大事な一戦。台風直撃により、試合時間が短縮になり先制
点が試合のカギを握るとミーティングでしっかり確認をしま
した。しかし、監督（菊地寛孝先輩）のニアサイドは今年も
空いておりました。ハーフラインから放たれたシュートは綺
麗な弧を描きニアサイドに突き破りました。今年もダメかと
思った試合終了間際に、新入会員橋場君の値千金のゴールで
何とか同点で試合終了。勝ち点1を分け合った形となりまし
た。

VS 刈谷JC 2-0 ○
　決勝トーナメント進出がかかる一戦。大雨による最悪な
ピッチコンディションの中ではありましたが、中村学キャプ
テンのゴールもあり見事決勝トーナメントに駒を進めること
ができました。

【決勝トーナメント1回戦】
VS 名古屋JC  0-2 ●
　前年度王者の名古屋JCとの初戦でした。前日の疲れもあ
り、人数の多い名古屋JCの運動量、フィジカル共に圧倒さ
れ完敗。力の差を見せつけられ悔しい一戦となりました。

　来年は、第36回大会
が大阪の吹田の地で開
催されます。一緒に全
国制覇しましょう。サッ
カー部は新たな力をお
待ちしております。



39ANNUAL REPORT 2020

2019年度　卒業生名簿

2019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

佐々木　裕　一 (株)タカヤ 伊　藤　淳之介 内　山　宏太郎

高　橋　康　介 岩手県議会議員 伊　藤　淳之介 髙　橋　数　馬

小　倉　征　也 (株)平野組 池　野　利　彦 川　村　芳　仁

米　内　紘　正 岩手県議会議員 伊　藤　淳之介 内　山　宏太郎

染　井　佑　介 染井デンタルクリニック 川　村　卓　也 髙　橋　数　馬

成　瀬　敦　理 (株)成瀬機械 小谷地　麻　里 池　野　利　彦

沼　 田　　　 悟 シルバードック 池　野　利　彦 川　村　芳　仁

藤　原　良　行 (株)川村鮮魚店 髙　橋　　　潤 池　野　利　彦

瀬　 川　　　 瞬 (株)アプローチ 宮　野　祐　樹 吉　田　将　太

田　 口　　　 輝 (有)J.Jプランニング 中　野　美知子 伊　藤　淳之介

佐　藤　良　二 松栄商事(株) 髙　橋　数　馬　 日　影　直　人

橋　場　誠　林 医療法人　遠山病院 松　本　恭　史 北　條　　　宏

針　生　真　和 リヒテック(株) 池　野　利　彦 吉　田　将　太

・佐々木　航・鈴木　　良・吉田　　誠・長部　雄一・東　　倫之・山口　　穣

・橘　　友和・成瀬　　肇・栗谷川昌彦・浅沼　智之・安田　　勉・千田　祐司

・安部　茂樹・藤澤　達彦・内山宏太郎・箱崎　　渡・久慈　美幸・橋本正太郎

・坂東　　学・中野美知子
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一般社団法人 盛岡青年会議所　2019年度　出向者名簿

■公益社団法人日本青年会議所

　　社会グループSDGs推進会議 委 員 浅沼　智之

■公益社団法人日本青年会議所東北地区協議会

　　東北ゼミナール委員会 副委員長 坂東　　学

幹 事 齋藤慎太郎

委 員 日影　直人

委 員 髙橋　　潤

　　東北青年フォーラム運営委員会 委 員 服部　　達

■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 藤澤　達彦

　　総務広報委員会 委 員 長 大和田祐輔

幹 事 渡邉　貞幸

委 員 佐々木絵見

委 員 菊地佳小里

委 員 照井　和弘

　　いわてJAYCEEアカデミー委員会 塾 長 田屋舘真留久

塾 幹 事 立花　　唯

委 員 坂本　敏也

委 員 佐藤　史知

委 員 坂本雄太郎

委 員 沼袋　祐也

委 員 照井　竜馬

委 員 遠藤　忠寿

委 員 吉田　由佳



41ANNUAL REPORT 2020

委 員 向井　　誠

委 員 米谷　　猛

委 員 吉田　　誠

委 員 千葉　尚子

委 員 宮　　　慧

委 員 藤澤　知明

委 員 松浦　直人

委 員 續橋　志保

委 員 工藤　静香

委 員 　 長部　雄一

委 員 鈴木　　良

委 員 佐々木　航

委 員 谷藤　一徳

委 員 岩舘　　尚

委 員 今野　洋介

委 員 鈴木　七恵
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2019年度　出向者報告

　SDGｓ推進会議は2019年度日本青年会議所が一丁目一番
地に掲げ、青年会議所は日本で一番SDGsを推進している組
織になるために日夜活動をしています。持続可能な開発目標
（SDGs）とは，2001年に策定されたミレニアム開発目標
（MDGs）の後継として，2015年9月の国連サミットで採択

された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記
載された2016年から2030年までの国際目標です。SDGｓ
推進会議の活動としてはSDGsを広めるためのセミナーを全
国のLOM向けに開催すること。SDGｓアンバサダーの育
成。盛岡青年会議所でも伊藤淳之介理事長がアンバサダーと
して受講し現在活動を開始しております。そして京都会議、
金沢会議、サマコンでのSDGｓフォーラムの開催になりま
す。中でも盛岡青年会議所9月事業「持続可能な地域づくり
とは！？～行動が未来につながる～」ではSDGｓ推進会議
高橋副議長を招き基調講演とシンポジウム、ワークショップ
とご参加をいただき、一般市民とともに盛岡青年会議所メン
バーの学びの場としてさせていただきました。

　今年度東北地区協議会東北ゼミナール委員会にゼミ長とし
て出向いたしました。
　本年度、盛岡ＪＣからはゼミ幹事として齋藤慎太郎君、ゼ
ミ生として日影直人君、高橋潤君がゼミナール委員会に出向
しました。
　ＪＡＹＣＥＥとして地域を牽引する覚悟と胆識を兼ね備え
た圧倒的な人材の育成をするために東北各地で講座を開催い
たしました。
　以下詳細となります。
１． 開講式（テーマ：リーダーとしての自覚） 宮城県仙台市
２． 第一講座（テーマ：地方創生を考える） 宮城県仙台市

３． 第二講座（テーマ：基礎の習得） 岩手県盛岡市
４． 第三講座（テーマ：組織の成長） 福島県福島市
５． 第四講座（テーマ：地域を感じる） 山形県南陽市
６． 第五講座（テーマ：未来を描く） 青森県八戸市
７． 東北青年フォーラム　メインフォーラム 秋田県能代市
８． 閉講式（テーマ：未来への決意） 秋田県能代市
　例年と大きく違ったことはゼミナール委員会が東北青年
フォーラムでメインフォーラムを受け持ったことです。メイ
ンフォーラムは地元秋田県出身の元プロ野球選手・監督の落
合博満さんでした。自身の経験談をわかりやすくお話しいた
だきました。
　東北ゼミナール委員会は東北地区７７ＬＯＭから将来の各
ＬＯＭを担う人材が出向してまいります。そのゼミ生が切磋
琢磨し１年間色々な体験をするところです。東北地方は広く、
知らない地域もたくさんあることと思います。場所が変われ
ば風土も違い盛岡との違いもまた相似点にも気づくことにな
るのだと思います。１年間に出向できる人数は限られますの
で現役の皆さんは機会があれば出向することをお勧めいたし
ます。

　2019年度東北青年フォーラムin能代は、各地会員会議所
メンバーが、東北地区協議会の運動と開催地の魅力や価値観
から新たな気づきをもち帰り、それぞれの地域での積極的な
運動につなげるとともに、JC運動に対する当事者意識を高
める機会を目的として開催されました。
　本フォーラムでは、元中日ドラゴンズの落合博満氏を招い
てのメインフォーラム、防災・減災フォーラム、SDGsにつ
いて学び知ることのできるブース、輝く東北アワード2019、
東北ゼミナール委員会閉校式など、2日間にわたり様々な事

業が行われました。
　防災・減災フォーラムでは、体感型防災アトラクションと
して、震度6強を想定し、建物火災からの避難などについ
て謎解きミッション5つをクリアし、25分以内に建物から
の脱出を目指す、という内容でした。また、各地会員会議
所で行われているSDGsに関連する事業をパネル展示にて
紹介と、SDGsについて楽しく学ぶ手法としてカードゲー
ム「2030SDGs」を用い参加者にSDGsについて理解を深
めていただきました。輝く東北アワード2019では、最優秀
LOM　地域社会向上プログラムにて盛岡JCの事業でありま
す「KAKEHASHI」が受賞いたしました。
　次回の東北青年フォーラムは山形県南陽市にておこなわれ
ます。今後も、この大会開催を通して、各地会員会議所メン
バーが学びを持ち帰り、それぞれの地域により良い変革を促
す契機となることを祈念申し上げ出向者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社会グループ
SDGｓ推進会議

委員　浅沼　智之

公益社団法人日本青年会議所東北地区協議会
東北ゼミナール委員会

副委員長　坂東　学

公益社団法人日本青年会議所東北地区協議会
東北青年フォーラム運営委員会

委員　服部　達
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　2019年度岩手ブロック協議会は、繁名隆会長の下、基本
理念を「誰もが挑戦できる幸せな岩手の創造」、スローガン
には「Action! ～新時代の羅針盤となれ～」を掲げ、1年間
県内各地１３会員会議所と連携を図り、運動を展開してまい
りました。県内各地から出向してきた役員が、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を2月に
行い、それを皮切りにＪＡＹＣＥＥアカデミーでは各地のメ

ンバーが集まり、社会に新たな価値を生み出すイノベーター
の育成に努めて計5回の講座を行い、個人の自己成長に寄与
してまいりました。他にも岩手ブロック協議会には5つの委
員会があり、今年はラグビーワールドカップの一開催地でも
あったため、そこで岩手のブランド発信を行った岩手の未来
創造委員会、Ｕ－１１ＪＣカップ、日本本会から全国で行っ
た国民討議会を設営した、連携推進委員会、各ＬＯＭとの連
携を強固にする事業、会員拡大セミナーを行ったＬＯＭ支援
委員会、岩手ブロック協議会の情報の発信、各諸会議の設営
などを行った総務広報委員会、そして岩手ブロック協議会の
最大の発信の場である、ブロック大会inえさしを設営したブ
ロック大会運営委員会の構成となっております。本年度も各
地会員会議所の為に情報を運動を展開してまいりました。ぜ
ひ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。

　岩手ブロック協議会は2019年度、繁名隆会長が掲げる
「Action! ～新時代の羅針盤となれ～」のスローガンのもと
運動を展開して参りました。
　当委員会の役割は大きく分けて、「総務」と「広報」です。
総務活動としては、我々の運動を力強く展開していく為に岩
手ブロック協議会内で毎月開催される、各地会員会議所会議、
役員会議の設営、議事録作成や各事業の設営補助を事務局と
連携しながら行い、磐石で安定した組織運営を行えるよう努
めてまいりました。広報活動として、岩手ブロック協議会の

各事業を各LOMの総務広報委員会メンバーと協力しながら
活動写真を記録し、岩手ブロック協議会の運動発信のツール
として、ホームページやFacebookを活用して各地で活動し
ているメンバーとの情報共有を促進して参りました。また新
春のつどい・ブロック野球大会・謝恩会といった岩手ブロック
協議会内の方々が一堂に会する事業を設営する機会も頂きま
した。
　総務広報委員会は、委員会としての存在でありながら、岩
手ブロック協議会全体を見なければならない特性を持ってい
ます。岩手ブロック協議会がより良く、より強い運動を発信
できるように活動してきた１年は、新たな視点や考えを得る
ことが出来ました。	この１年で得たものをLOMのメンバー
に伝えながら、	盛岡青年会議所の更なる発展に尽力する所存
です。
　結びに、出向の機会をいただきましたこと、心より感謝申
し上げまして報告とさせていただきます。ありがとうござい
ました。

　いわてJAYCEEアカデミー委員会は、「社会に新たな価値
を生み出すイノベーターの育成」を目的として、開校式・全
5回の講座・閉校式において段階的に目標を設定し、各セミ
ナー及び講演を通じて、136名の人材を育成してきました。
これは、新たな価値を生み出すイノベーターを育成し、彼ら
が地域社会で活躍することにより岩手から日本をより良く変
えることができると考えたからです。また、本年の岩手ブロッ
ク協議会はSDGsを推進している団体として、塾生の誰ひと
り取り残さないことも求められました。
　アカデミーから得た学びや気づきに加え、時を同じくして

JCに入会した同期との繋がりや友情を育むことによって意
識変革がもたらされ、明るい豊かな社会の実現に向けて共に
行動するJAYCEEを輩出できたものと確信しております。
　最後に、いわてJAYCEEアカデミー委員会の背中を押して
くださったすべての皆様に御礼申し上げまして、出向者報告
とさせていただきます。1年間ありがとうございました。

目標設定
開 校 式：JAYCEEとして自己成長の覚悟をもつこと
第１講座：JCの基礎を学び、認識の統一を図ること
第２講座：事業背景・目的設定の重要性を理解すること
第３講座：社会にある問題・ニーズの本質を捉えること
第４講座：事業実施の実体験から行動することの重要性を認

識すること（第３講座までのセミナー・講演を通
じての学びを発揮）

第５講座：１年間の活動を振り返り、新たな目標を設定する
こと

閉 校 式：自身の新たな目標に向かって再始動すること

公益社団法人日本青年会議所東北地区協議会
岩手ブロック協議会

副会長　藤澤　達彦

公益社団法人日本青年会議所東北地区協議会
岩手ブロック協議会総務広報委員会

委員長　大和田　祐輔

公益社団法人日本青年会議所東北地区協議会
岩手ブロック協議会いわてJAYCEEアカデミー

塾長　田屋舘　真留久



44 ANNUAL REPORT 2020

　当アカデミーでは、岩手ブロック約150名の塾生が3塾に
分かれて岩手各地で活動を行いました。2月に久慈での「開
校式」よりをスタートした当アカデミーですが、開校式では
アカデミー生が初めて顔を合わせ、話をする場でもあり、青
木前会頭のお話を前に緊張の面持ちの中、開催されました。
3月には「第一講座」を盛岡の桜山神社で行い、盛岡青年会
議所の中野直前理事長よりVMVセミナーを受講しました。

5月には「第二講座」を大船渡の大船渡市魚市場で行い、栃
木の大阿久先輩よりVFセミナー、エイズ孤児支援ＮＧＯ理
事を歴任する一宮暢彦君よりイノベーターについての講演を
拝聴しました。7月には「第三講座」を北上のザ・ジャポナ
イズリサージュで行い、青森の工藤くんより「事業構築セミ
ナー」、北上市長より講演を拝聴しました。9月には「第4講
座」を花巻まつりの会場で行いました。いままで塾ごとに考
えた事業を行う場であり、いろいろな想いを持ち事業に率先
して参加し、検証を行いました。10月には「第五講座・閉校式」
として古川先輩の講演を拝聴し、その後、閉校式を行いまし
た。いわてJAYCEEアカデミーでは岩手県内各地のメンバー
との出会い、岩手のことを考える機会になりました。この経
験に感謝し、さらなる結束を創る機会に繋げて行きたいと思
います。

　当第32回国際アカデミー in軽井沢に参加させていただき
ました。「Work	Together（共に行動する）」のテーマのもと、
国外各NOMから77名、国内各LOMから86名、計163名の
デリゲイツが集い開催されました。
　国際アカデミーは、恒久的かつ永久の世界平和確立に貢献
するグローバルリーダーを育てることを目的としており、過
去31回の国際アカデミーが日本JC主催のもと日本全国で開
催され、世界各国の架け橋となるべく約4000名のグローバ
ルネットワーカー（国際アカデミー卒業者）を輩出していま
す。2007年には盛岡の地でも国際アカデミーが開催された
歴史があります。
　国際アカデミーの大きな特徴の一つとして、海外から参
加したデリゲイツとペアを組み、6日間寝食を共にする、バ
ディー制度というものがあります。プログラム中はもちろん
ですが、文字通り寝る時も食事の時も常に時間を共有し、行
動を共にします。私のバディーは、ネパールから来日したナ
イスガイでした。彼の生い立ちや家族のこと以外にも、ネパー
ルが抱える課題、それに対する取り組み、そして今後のビジョ
ン等、多くのことを共有することが出来ましたし、友情を育
むことが出来ました。
　言葉の壁、考え方や習慣の違いなど、それぞれ異なる特徴
を持った人たちが集い、その多様性を強烈に体感し、そして
受容することで得られる楽しさを肌身で体験することの出来
る素晴らしい機会でした。
　このような機会を与えて下さったことへの感謝を忘れず、
これからのJC活動にも邁進していきたいと思います。

　私は、公益社団法人日本青年会議所組織グループ日本アカ
デミー委員会が開催する第3回日本アカデミーに参加してま
いりました。2019年6月7日~9日までの3日間、東京都の日
本青年会議所会館にて行われた日本アカデミーは、「共に変
化を起こそう!」のテーマのもと、将来、各地青年会議所の
理事長を目指す受講生が、地域を牽引するために必要なスキ
ルとマインドを磨き、リーダーとしての資質向上を図るプロ
グラムとなっておりました。
　3日間を通じて、外部講師を中心とした講演が多数用意さ
れており、いずれも専門スキルを学び、メンバーと切磋琢磨
しながら個人やチームの課題に取り組む内容でした。SDGs
の基本や事業構築のコツ、対応力やスピーチ力、人間力や組
織マネンジメントなど様々なモジュールからリーダーになる
為の資質向上が図られ、また、最終日にはグループワークが
あり、3日間で得た知識を活かすことのできる発表の機会も
ありました。
　取り組みを通じて得た知識や考え方は、リーダーになるべ
く組まれた講座ではありましたが、誰にでも通ずるもので
あったとも感じました。変化を恐れることなく、自身が持つ
能力に自信を持ち、前進していく姿勢は、皆さんが地域を明
るく豊かにしていく上で必要なスキルとマインドであると考
えます。私は、今回の経験や学びを、今後のLOMでの活動
に活用し、力強い運動を行うことをお約束申し上げます。

公益社団法人日本青年会議所東北地区協議会
岩手ブロック協議会いわてJAYCEEアカデミー

塾生代表　今野　洋介

国際アカデミー参加者　三浦　崇 日本アカデミー参加者　松浦　直人

国際アカデミー及び日本アカデミー参加者【体験による報告】
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　2019年 度 の ス ロ ー ガ ン は『Be	the	
Reason	for	that	Smile~成熟と革新が融合
する社会へ~』これは今まさに時代に求め
られているものであり、所信の内容も素晴
らしいものであると思いました。しかしな
がら同時にこの想いを具現化していくのは

困難なものであるのではないかと当初感じました。『成熟と革新』こ
れをどのように考え、委員会で落とし込んでいくのか、個人的に不
安と楽しみが混在する2019年度のスタートであったと覚えておりま
す。1年を終えて振り返ってみると、良い意味で僕の予想を大きく裏
切り今年度の6委員会は理事長の想いをしっかりと受け止めて、所信
を紐解き各委員会へ各々の基本方針を作成し、そこを軸として各事
業や例会で見事に展開してくれました。
　在籍していた10年の中で様々な年がありましたけれども1年を通
して例会、事業のクオリティがここまで高い年は無かったのではな
いかと思います。このハイレベルな事業構築が出来るようになって
いくと、次のステップではその事業で得ることが出来た良質な情報
(学び)を一人でも多くの仲間に伝えていくことが質の高い事業をより
さらに良いものにしていくものであり必要なことであると思います。
人に伝える、多くのメンバーが参加してくれること。一般参加者も、
より多くの人たちに参加してもらえる、むしろ参加してみたいと思っ
てくれる事業にしていかなくてはいけないかと思います。
　単年度制であり不連続の連続というJCの組織の中で、どのように
つないでいくか。過去の築き上げてきたものをより成熟させ、次へ
とつなぐ。時代の変化に取り残されることの無いよう新しいものを
組み合わせていくことを是非とも意識していってほしいと思います。
情報の溢れるこの時代にどのような良質な情報を選ぶか、自らが選
択していかなければいけません。そしてより大事なことは行動する
ことが一番大事です。行動することで初めて色々なことが見えてき
ます。そして何より行動し続けることで一年を終わった時に周囲か
らどう言われたいか、そして自分自身にはどういった言葉をかける
ことが出来るでしょうか。周囲の仲間からは感謝の言葉をかけても
らい、何よりも自分自身が一年を振り返ってやり切ったと言い切れ
るJCライフになってもらえれば最高の一年になるかと思います。
　2019年の盛岡青年会議所が最高であったとしても、翌年、その次
の年と前年度を上回り続けることが盛岡青年会議所には求められる
かと思います。そして地域の発展の為にもこの盛岡の地に青年会議
所がもっともっと必要とされる存在でいることを祈念いたしまして
講評とさせていただきます。1年間本当にお疲れ様でございました。

　本年度の活動について筆をとらせていた
だきます。社会が大きく変化する中、進む
べき方向はSDGs等が示してくれているのだ
と思います。働き方改革、ジェンダーフリー
等そういった流れは盛岡青年会議所にも大
きく影響される事象になってきていると感

じています。昔ながらの方法も確かに必要でしょう。しかしながら
温故知新古い時代の事は良いところを踏襲し、未来に向かって変化
し続けることが非常に大切です。青年会議所のミッションはポジティ
ブチェンジです。それこそが我々がすべきことなのだと思います。
　各委員会は社会に必要な事業を行った1年でした。各事業について
はアニュアルレポートにある通りです。それぞれの事業は各会議で
議論し、最善を尽くしたものであると思うので講評できるようなこ
とではないと考えています。
　理事会、事業計画、決算について方法のお話をすると、考え方は色々
とあると思いますが、事業予算に対して決算での返金が多くまた多
額であったことは費用の面で事業の精度が高かったのかどうか疑い
を持ってしまうということになりました。確かに無駄にお金を使う
必要はなく費用対効果は高い方がいいのですがお金をかけることに
よって事業を大きくさらに良くできる可能性はあるはずです。その
予算も含めた議案を協議し審議するのが理事会であると思いますの

で予算と決算に差異があるのであればそれを明確にする必要性があ
ります。説明をすればいいのですが後に残すには書面にしておいた
方がよろしいでしょう。今後の参考にしていただければ幸いです。
　今年度は例会に事業を充てることが多かったように感じました。
多くのメンバーが事業に関わってほしいという思いからだと思いま
す。それも非常に大切なことであります。議案書には対象者を記載
する項目があります。対象者について議論をすることが少なかった
ように感じます。委員会と名が示すように各セクションについて
委ねられている者が事業を作り上げていきます。この事業は例会だ
からメンバー全員が参加する必要があるという理屈は私にはないと
思っています。そもそも青年会議所は自分が選択して入会した団体
であるので出席することは大切だと思いますが義務があるとは思い
ません。例会と事業のバランスは難しいと思いますが例会ありきで
はなく来年以降根本からの例会の存在理由と事業の必要性をもう少
し議論していただければと思います。
　多少厳しい事を書いたかもしれませんが、先に書いた事は全てよ
り良くしようとした結果であり、それに対し多くのメンバーが真摯
に取り組んでいることを1年間感じさせていただきました。盛岡青年
会議所が今後も盛岡に必要とされる団体である事を願って講評とさ
せていただきます。

　2019年度我々盛岡青年会議所は「Be　
the　Reason　for　that　Smile」~成 熟
と革新が融合する社会へ~のスローガンの
もと1年間活動してきました。先人たちが尊
い経験により残してきた文化や歴史を知り、
成熟した受け継ぐべき部分に我々青年だか

らこそ出来る革新的な要素をプラスし、変化が急速に進む現代社会
においても持続可能な事業を創出することが必要だと私は考えます。
　青年会議所は単年度で役割が変わる制度を採用しています。事業
を構築する際に重要なのは個人個人の成長も勿論ですが、その事業
を今後も続けていくために何が重要なのかを常に考えて頂きたいと
思います。
　そして如何に地域社会から共感を得られるか、参画してもらえる
のかを考え情報を発信していってほしいと思います。我々の運動が
地域社会の意識と乖離があっては運動は拡がらないです。まずはエ
ビデンス（根拠）をリアルタイムで把握し、それに基づいて行動し
ていきましょう。
　2019年度を振り返ってみると新しい取り組みが多々ありました。
何か新しいことを始めるのには多くの時間と労力を要するという事
は想像できますが、見えない所での苦労が沢山あったと思います。
その結果としてたくさんの新しい気付きを与えてくれた盛岡青年会
議所全メンバーへ敬意を表します。
　「平成」から「令和」に元号が変わり、改めて平成時代の技術革新
から今後の技術革新に必要な感覚や知識を学ぶ事業。盛岡の伝統的
な文化「さんさ踊り」の歴史を知り、今まで参加が難しかった方々
が参加しやすい環境を創った事業。急速に進むグローバル化へ対応
するために鋭い国際感覚を学ぶ事業。その他ここでは書ききれない
ほどの様々な取り組みを行ってきました。
　技術革新が進み、人工知能（AI）が人間にとって代わることが増
えてきて、今後それがさらに加速することが予想される現代で人間
はどうあるべきなのか。今まで想像もできなかった方向への成長が
必要なのかもしれません。その時代の流れに追い付いていくために
は人間としてのスキルアップが不可欠だと思います。
　そして2019年度はSDGsへの取り組みが加速した1年でもあったと
思います。企業活動においても商品や技術力に価値を見出す時代か
ら、企業が生み出す付加価値に注目が集まる時代へ変化していくの
ではないでしょうか。ですがSDGsの浸透率はまだまだ低いのが現状
です。青年会議所は市民意識変革団体ですので今後も当事者意識を
常に持ち率先して行動していただきたいと思います。
　最後に1年間監事という役割の中で今までとは違う視座から物事を
見させて頂き、改めて青年会議所運動は明るい豊かな社会の実現の
ためにいつの時代も必要だと感じましたし、未来へ引き継いでいく
べきものだと感じました。今後益々の盛岡青年会議所の発展を祈念
し、私からの監事講評とさせていただきます。

監事　箱崎　渡

監事　坂東　学

監事　成瀬　肇
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この笑顔を一秒でも長く見ていたい

君たちの笑顔を見る度、いつも心から思う

ぎゅっと握る小さな手を感じる度、君たちを守りたいと心から想う

君たちの成長を感じる度、未来を明るく照らすと心に誓う

　身近なひとの生と死は、私の人生に多大な影響を与えている。我が子の誕生はこ

の世界に何を創り引き渡すべきかを明確にし、仲間の死は命の儚さと限りあるこの

命をどう使うべきか教えてくれた。愛するひとを想うことで、心の底から強烈に湧

き上がる感情がある。この時代この地に生まれ、今を生きることが宿命であるのな

らば、運命は自らの意志で切り拓けると信じ、使命に情熱を懸けて今を生きたい。

子供たちの生きる未来が笑顔溢れる希望に満ちた世界であるために。

	

　日本は新たな時代に足を踏み入れている。政府は、環境、社会、経済における世

界的課題の解決に向けた持続可能な開発目標SDGsを推進するとともに、IoTやAI

などの最新テクノロジーを活用した、誰もが快適で活力に満ちた質の高い生活を送

ることのできる人間中心の社会Society5.0を未来の姿として、経済発展と社会的

課題の解決との両立を目指している。人類の繁栄には、全てのひとが尊厳と平等の

もとに力を発揮できる環境を創り、平和で豊かな生活を享受しながら自然と調和し

た持続可能な循環型社会を確立することが必要である。課題先進国といわれる日本

が、SDGsの達成とSociety5.0の実現を目指し、持続可能な経済及び社会を世界に

先駆け実証することで、日本の発展のみならず人類の繁栄に貢献できる。

　新たな時代の潮流に未来への希望を見ると同時に、現状を捉えようとすると悲し

みや怒りが込み上げる。物事の道理で論ずれば、政治は政局より政策によって民を

導き、経済は既得権益より正当な評価によって富を与え、教育は暴力や強制による

支配ではなく相互理解を通じた対話にある。技術はひとを傷つけるものではなく社

会を豊かにするものであり、情報発信は権力の監視より事実の提供が優先である。

主義主張は選挙権を行使した上で訴えられ、自由や多様性はひとへの思いやりの上

で尊重される。現代社会が未だ進むべき道を見誤るのは、ひとの弱き心に支配され

た思考や行動に影響を受けているからではないだろうか。今こそ弱き心の支配に終

止符を打ち、新たな時代とともに在るべき自分を追い求め行動していくことが「明

るい豊かな社会」の実現へと導いていく。

　私が信じる「明るい豊かな社会」とは、全てのひとが笑顔溢れる希望に満ちた社

会である。新たな時代の潮流はもりおかにも一定の豊かさや快適さを与えてくれる

２
０
２
０
年
度　
理
事
長
所
信

一般社団法人盛岡青年会議所
2020年度　第68代理事長

宮野　祐樹
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だろう。だが、もりおかに生きる一人ひとりの前向きな心無くして「明るい豊かな

社会」の実現はない。なぜなら、笑顔や希望は与えられるものではなく、自らの強

い意志と行動によって得るものだからだ。ひとは誰しも時として弱き心に負けそう

になる。その時こそ前向きな心を呼び起こし、自らが信じる在るべき自分を追い求

める。困難や苦境に立たされようとも自らを鼓舞し立ち向かい続ける屈強な心体、

ひとの痛みを理解し手を差し伸べる優しさ、率先し周囲のひとを巻き込んでいく活

力、変化にも柔軟に対応できる強靭な知性、誘惑に負けず何事にも真摯に取り組む

高潔さ。不断に自己を変革することが強い意志を生み、行動へと突き動かしていく。

そして、運命を切り拓いていく姿に、ひとはＨＥＲＯとして憧れを抱き、自らも在

るべき自分を求めていく。このまちを創るのは他の誰でもない自分自身である。私

たちが変われば未来も変えられる。それは世界をより良く変える力となる。つまり、

全てのひとが笑顔溢れる希望に満ちた社会の起点となるのだ。

　雄大にそびえ立つ岩手山、清く穏やかに流れる北上川、豊かな自然とともに生き、

活かされているもりおかのひとは、まるで父性と母性という両親の愛に包まれてい

るかのようである。そして盛岡青年会議所は私にとって父性、母性の愛を与え続け

てくれた存在である。時に厳しく道筋を示し、時にありのままの私を肯定してくれ

た。そして生きる力、即ち使命を私に与えてくれた。盛岡青年会議所は私にとって

憧れであり、ＨＥＲＯそのものである。盛岡青年会議所は67年間、先人たちが連

綿と紡いできた歴史が愛を育み、その時代に最適な決断を多くのひとへ伝えてきた。

今、私たちがやるべきは、新たな時代の潮流を捉え、ひとの共感を呼ぶことである。

本年度は、ソーシャルイノベーションを生み出す先導組織として、もりおかに必要

なものを見極めながら、新しい発想と行動力で新たな価値を創造し、社会に前向き

な変化を起こす。自らの可能性を信じ、未知なる世界へ果敢に挑戦し続けよう。未

来を創るのは私たちＨＥＲＯだ。

  【持続可能な地域経済の実現を目指し、豊かな生活が送れるまちもりおかを創る】
　地域経済の発展には、安定した雇用・魅力ある仕事・ひとの流入という３つの基盤

を確立することが必要である。新たな時代では経済システムの再構築が始まり、コ

スト競争から付加価値をつけ差別化を図ることが重要視される。また、企業の持続

的な成長を目指すには、環境（Environment）社会（Social）企業統治（Governance）

３つの視点が重要である。まずは、もりおかにおける産業の現状を把握するために、

システム思考を用い、様々な要素のつながりや相互作用を理解する。そして、地域

の特性や資源、新たな時代の潮流を利用したモデルを構築するため、ステークホル

ダーと協働し、各々の技術や経験を組み合わせ、新しいアイディアを生み出してい

く。更に、社会的、文化的要素を含めた経済的価値を多くのひとに提言する。様々

な産業が価値を高め合う経済システムをデザインし、持続可能な地域経済の実現を

目指すことで、豊かな生活が送れるまちもりおかを創る。

【地域、そして世界で活躍できる子供たちの育成に寄与し、子供を育てたいまちも
りおかを創る】
　子供は未来の力であり、地域の財産である。だからこそ、大人は子供の教育や未

来について真摯に向き合い、地域で協働しながら健全な育成を行う必要がある。人

生100年といわれる時代では、物事の優劣や目先の利益に捉われることなく、生涯



50 ANNUAL REPORT 2020

を通じて何を実現したいか明確なイメージを持ち、それを実現するために最後まで

やり抜く行動力を身に付けることが重要である。多様な仕事や暮らし方に触れる機

会を通じて、様々な視座からの考え方を知り、地域の現状と課題を認識する。そし

て、子供たちの自由な発想を喚起することで、自分自身がどのような地域にしてい

きたいかを描き、想像力を育む。また、新たな時代の思想やテクノロジーは、子供

たちの発想を具現化できる可能性に満ちている。豊かな想像力から自己肯定感を高

め、アントレプレナーシップを醸成し、自らの意志で行動を起こせる人材へと成長

を促す。地域、そして世界で活躍できる子供たちの育成に寄与し、子供を育てたい

まちもりおかを創る。

【誰ひとり取り残さない地域コミュニティのモデルを発信し、住み続けたいまちも
りおかを創る】
　地域コミュニティは行政と家庭の中間的存在として、子供の教育や防災を含めた

生活に対する相互扶助、伝統文化の維持、地域意見の調整など重要な機能を果たし、

多くのひとに地域の安全と安心を付与してきた。現在は、生活環境の多様化やテク

ノロジーの進歩により、コミュニティの在り方に変化が起きている。趣味や特定の

関心に特化した地縁に基づかないコミュニティに志向する傾向は強まっており、イ

ンターネット上に広がりを見せている。多様な選択肢がある現在において、価値観

や生活環境を理解し合いながら住み続けたいまちとは何かを考え、愛着や誇りを深

めていく必要がある。世代や地域など、各々の視座におけるコミュニティの課題と

需要の分析を行い、地域にとって何が必要であるのか本質を知り、仮説モデルを立

て実践することで、各地域への応用性を検証する。誰ひとり取り残さない地域コミュ

ニティのモデルを発信し、住み続けたいまちもりおかを創る。

【ボーダーレスな社会の実現を目指し、世界が憧れるまちもりおかを創る】
　世界規模で物事を考え、地域から行動を起こすことは恒久的世界平和につなが

る。近年、日本の各地域において、インバウンドや外国人労働者の増加により、グ

ローバル化がますます加速している傾向にある。もりおかでも同様に、人口減少に

伴う社会課題の解決方法として外国人労働者の受け入れを行う傾向にあり、社会全

体で差別無く平等に活躍できる環境を整えていかなければならない。私たちは、盛

岡青年会議所と羅東國際青年商會との長きに亘る民間外交で築いた信頼と友情を基

礎に、新たな時代に必要とされる国際感覚とは何かを明確にする。更に、もりおか

に住み暮らす外国人移住者との交流から、違いや共通点を知り、グローバルシチズ

ンシップのもと、地域を構成する当事者意識の醸成を図る。また、互いを尊重し生

きがいを感じられる社会に必要な要素を抽出することで、地域でどのように受け入

れることができるのか実践する。ボーダーレスな社会の実現を目指し、世界が憧れ

るまちもりおかを創る。

【青年経済人のネットワークを構築し、ひとがいきいきと活躍するまちもりおかを
創る】
　数は力を強くする重要な要素である。組織に新たな風を吹き込むことは、多様な

価値観をもたらし、柔軟性と創造性を高めると同時に、一人ひとりの活動がまちに

拡がりを生み、大きな運動へつながる。青年会議所は、個人開発・地域開発・国際・

ビジネスの機会を通じて自己成長を促し、まちの発展に寄与している。まずは会員

２
０
２
０
年
度　
理
事
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所
信
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一人ひとりが機会を提供することの重要性を理解し、組織全体で会員拡大を行い、

一人でも多くの仲間とつながりを深めていく。また、多様な価値観を持った個人の

集合体であるからこそ、組織の目的達成と個人の自己実現の両立について共通認識

を持たなければならない。一人ひとりがまちにインパクトを与える考え方を学ぶと

同時に、コンフォートゾーンからの脱却を目指し、好奇心や向上心を高めることで

相互成長を促す。青年経済人のネットワークを構築し、ひとがいきいきと活躍する

まちもりおかを創る。

【心を掴む価値を発信し、もりおかに生きるひとの憧れとなる組織を創る】
　現在は、いいモノを作れば支持されるという単純な時代ではない。それは、ひと

のニーズが多様化し、必要な情報や有益な情報だけを選択できる時代となったから

である。私たちの運動は市民意識変革運動である。故に、より多くのひとの心を掴

んでこそ価値が生まれる。ひとの共感を呼ぶためには、地域のニーズを見極めた的

確な情報発信手段を用いることやアウトプットの質を高めることが重要である。そ

して、繰り返される共感はブランドロイヤルティを高めることにつながり、より大

きな運動へと発展する。更に、ひとは無意識に表と裏、両面の姿を見ていることを

忘れてはならない。伝え方やデザイン、媒体などあらゆる可能性に挑戦し、より効

果的に発信していくと同時に、個人の規範意識向上に取り組み、盛岡青年会議所の

ブランドロイヤルティを高め、地域におけるプレゼンスの向上を図る。心を掴む価

値を発信し、もりおかに生きるひとの憧れとなる組織を創る。

〈未来戦略特別委員会〉
　新たな時代だからこそ、時代の大きな変化や潮流を読み、在るべき姿を志向する

ことが重要である。盛岡青年会議所が数年先においても力強い運動を続けるために

はどう在るべきかを考える必要がある。今後どのような運動を展開していくか、そ

れに伴った会員数や予算はどの程度必要かを議論し、会員拡大の短中期ビジョンと

戦略を立案する。また近年では、従来の自前主義に代わり、組織外の知識や技術を

積極的に取り込むオープンイノベーションが重要視され始めている。さまざまなス

テークホルダーとの協働から更に大きな運動へ展開する可能性について議論する。

“The	best	way	to	predict	the	future	is	to	invent	it.”

未来を予測する最良の方法は、未来を創ることだ。

―Alan	Curtis	Kay

人生とは、生と死との狭間にある壮大な物語である。

誰もがその偉大な物語の中を生きる。

新たな時代が、思いがけない展開を生むターニングポイントなのであれば、

自分自身で新たなストーリーに書き換えてみせる。

子供たちに誇れるストーリーに。
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一般社団法人 盛岡青年会議所　2020年度

スローガン

ＨＥＲＯ
～笑顔溢れる希望に満ちた未来を～

全てのひとが笑顔溢れる希望に満ちた社会を実現するために、不断
に自己を変革しながら、もりおかに新たな価値を創造し、社会に前
向きな変化を起こす。

持続可能な地域経済の実現を目指し、豊かな生活が送れるまちもりおかを創る。

地域、そして世界で活躍できる子供たちの育成に寄与し、子供を育てたいまちもりおか
を創る。

誰ひとり取り残さない地域コミュニティのモデルを発信し、住み続けたいまちもりおか
を創る。

ボーダーレスな社会の実現を目指し、世界が憧れるまちもりおかを創る。

青年経済人のネットワークを構築し、ひとがいきいきと活躍するまちもりおかを創る。

心を掴む価値を発信し、もりおかに生きるひとの憧れとなる組織を創る。

基 本 理 念

基 本 方 針
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一般社団法人 盛岡青年会議所　2020年度　事業計画

・ビジネス創造室 ・戦略広報室

・次世代育成室

・地域開発室

・国際社会創造室 ・常任理事

・会員拡大室

・専務理事

・特別委員会

【ビジネス創造委員会】
1. 新年交賀会の企画・運営
2. ビジネス創造事業の企画・運営
3. サマーコンファレンスの情報提供・参加啓発

【JCブランディング委員会】
1. ブランディング確立事業の企画・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
5. 規範意識向上に関する取り組み
6. 対外事業の宣伝告知管理・提案
7. 9月公益事業の統括
8. 岩手ブロック大会（陸前高田）の情報提供・参加啓発
9. 全国大会（北海道、札幌）の情報提供・参加啓発

【次世代育成委員会】
1. 次世代育成事業の企画・運営
2. 第33回わんぱく相撲盛岡場所の企画・運営
3. 第36回わんぱく相撲全国大会の引率・参加
4. 第2回わんぱく相撲女子全国大会の引率・参加

【地域開発委員会】
1. 地域コミュニティ創造事業の企画・運営
2. 盛岡さんさ踊り練習会の企画・運営
3. 第43回盛岡さんさ踊りの企画・運営
4. 京都会議の情報提供・参加啓発

【国際社会創造委員会】
1. 国際社会創造事業の企画・運営
2. 羅東國際青年商會との姉妹JC交流の企画・運営
3. ASPAC（カンボジア、アンコール）の情報提供・参加啓発
4. 世界会議（横浜）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

【会員拡大委員会】
1. 新しい会員の拡大
2. 異業種交流会の企画・運営
3. 仮会員オリエンテーションの企画・運営
4. 新入会員育成ツールの作成・活用
5. 卒業式の企画・運営
6. 東北青年フォーラム（山形、南陽）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. 通常総会及び臨時総会の設営
4. 総会及び理事会議事録の作成
5. 出向者連絡会議の企画・運営
6. 各種渉外受入

【未来戦略特別委員会】
1. 会員拡大中短期ビジョン・戦略の立案
2. オープンイノベーション実施の協議
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ビジネス創造委員会 	 副理事長	 佐藤　　透
	 室　長	 髙橋　　潤
	 委員長	 松本　恭史

１．基本方針
　経済発展と社会的課題解決のため、SDGsの達成とSociety5.0の実現を目指し、日本は新たな時代に足を踏み入れていま
す。「豊かな生活が送れるまちもりおか」はその新たな時代の潮流を捉え、活用するとともに、もりおかに生きる一人ひと
りの成長と前向きな心によって実現に近づきます。	
　そこでわたしたちは組織内外の知識や技術、多角的な視点を取り入れながら、新しい発想と協働の必要性を市民に訴えて
いきます。そしてひとのつながりを活かした新たな価値を創造し、もりおかが持続可能な経済活動をより前向きに行うひと
で溢れるまちとなるよう運動を展開していきます。

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 620,000円 1月例会

1.1	新年交賀会の企画・運営 620,000円

2.ビジネス創造事業の企画・運営 4月,6月,9月 470,000円
2.1	第1回ビジネス創造セミナーの企画・	
運営 19（3）（4） 4月 70,000円

2.2	第2回ビジネス創造セミナーの企画・
運営 19（3）（4） 6月 350,000円

2.3	ビジネス創造事業の企画・運営 19（3）（4） 9月 50,000円
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

合　計 1,090,000円

期間 2019 2020

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	第1回ビジネス創造セミナーの企画・運営 準備・・・・・・・・実施・・・・報告

2.2	第2回ビジネス創造セミナーの企画・運営 準備・・・・・・・・実施・・・・報告

2.3	ビジネス創造事業の企画・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
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次世代育成委員会 	 副理事長	 松本　陽吉
	 室　長	 吉田　将太
	 委員長	 立花　　唯

１．基本方針
　地域の財産であり未来の力である子供たちは、地域で協働し育成していくことが求められています。
　そして、これからの子供たちは利己的な思考にとらわれることなく、自身の思い描く未来に向かい自由な発想を実現する
ため、最後までやり抜く行動力を身につけることが重要となります。
　私たちは地域の人々と協働し、子供たちへ多様な価値観に触れる機会を提供します。そして、子供たちの発想を喚起しそ
の具現化を通して、地域や世界で活躍できるアントレプレナーシップをもった人材を育成します。

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 4月・9月 93,000円

1.1	次世代育成事業の企画・運営 7(19) 4月 88,000円 例会

1.2	次世代育成事業Ⅱの企画・運営 7(19) 9月 5,000円

2.第33回わんぱく相撲盛岡場所の企画・運営 6月 670,000円
2.1	第33回わんぱく相撲盛岡場所の企
画・運営 9(15) 6月 670,000円 例会

公益特会
3. 第36回わんぱく相撲全国大会の引率・参加 11月 60,000円
3.1	第36回わんぱく相撲全国大会の引
率・参加 9(15) 11月 60,000円 公益特会

4. 第2回わんぱく相撲女子全国大会の引率・参加 9月 160,000円
4.1	第2回わんぱく相撲女子全国大会の
引率・参加 9(15) 9月 160,000円 公益特会

合　計 93,000円 890,000円

期間 2019 2020

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33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36回わんぱく相撲全国大会の引率・参加 準備・・・・・・・・実施 報告

4.1	第2回わんぱく相撲女子全国大会の引率・参加 準備・・・・・・・・実施・・・・報告
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地域開発委員会 	 副理事長	 藤原　大修
	 室　長	 田屋舘真留久
	 委員長	 松浦　直人

１．基本方針
　地域コミュニティは、ひとと人、ひとと行政をつなぎ、住民が安心して暮らし続けられるまちを創る役割を担ってきまし
た。時代の変化に沿ったまちづくりは、住民のシビックプライドを育み、まちの発展を持続可能にします。これから先、持
続可能なまちを創るためには、住民の地域活動への積極的な参加が必要となります。
　私たちは、もりおかの魅力について理解し、住民と共に地域活動へ積極的に参加することによって、まちの発展へ寄与し
ます。そして、子供たちに住み続けたいまちだと思ってもらえるよう、まちづくりのリーダーとなって、運動を発信します。

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. 地域コミュニティ創造事業の企画・運営 59,000円

1.1	地域コミュニティ創造事業Ⅰの企画・運営 3月 26,000円 3月例会

1.2	地域コミュニティ創造事業Ⅱの企画・運営 19_(4) 9月 33,000円

2. 盛岡さんさ踊り練習会の企画・運営 60,000円

2.1	盛岡さんさ踊り練習会の運営・企画 19_(4) 6月～ 7月 60,000円（公益特会）

3. 第43回盛岡さんさ踊りの企画・運営 910,000円

3.1	第43回盛岡さんさ踊りの企画・運営 19_(4) 8月 910,000円 8月例会
（公益特会）

4. 京都会議の情報提供・参加啓発 0円

4.1	京都会議の情報提供・参加啓発 1月 0円

合　計 59,000円 970,000円

期間 2019 2020

事業名 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1	地域コミュニティ創造事業Ⅰの企画・運営 　 　 準備・・・・・・・・実施・・・・　報告 　 　 　 　 　 　 　

1.2	地域コミュニティ創造事業Ⅱの企画・運営 　 　 　 　 　 　 　 　 準備・・・・・・・・実施・・・・報告 　

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

3.1	第43回盛岡さんさ踊りの企画・運営 　 　 　 　 　 準備・・・・・・・・・・・・・・・・実施・・・・報告 　 　

4.1	京都会議の情報提供・参加啓発 　 準備・・・・実施・・・・報告 　 　 　 　 　 　 　 　 　
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国際社会創造委員会 	 副理事長	 豊岡　　淳
	 室　長	 照井　和弘
	 委員長	 向井　　誠

１．基本方針
　日本ではグローバル化が進んでおり、もりおかも例外ではありません。外国人はまちを構成する一員であり、共により良
いまちの発展を目指していかなければいけません。多様性を受容し地域の為に行動するひとをまちに増やしていくことが必
要です。
　私たちは羅東國際青年商會との半世紀を超える交流から培ったグローバルシチズンシップの大切さをもりおかの人々に発
信し、お互いの価値観や文化を尊重する機会を提供します。そして、お互いを思いやる心を持ち、まちを創る大切な仲間と
共に地域に笑顔を創り出すことの価値がもりおかの人々に広がる運動を展開します。

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. 国際社会創造事業の企画・運営 107,800円

1.1	国際社会創造事業の企画・運営 19_(4) 7月 97,500円 7月例会

1.2	国際社会創造事業の企画・運営 19_(4) 9月 10,300円
2.羅東青年国際商會との姉妹JC交流の企
　画・運営 41,000円
2.1	羅東青年国際商會との姉妹JC交流の
企画・運営 4月 41,000円

3.ASPAC（カンボジア、アンコール）の情
　報提供・参加啓発 0円
3.1	ASPAC（カンボジア、アンコール）
の情報提供・参加啓発 6月 0円

4.世界会議(横浜)の情報提供・参加啓発 0円

4.1	世界会議(横浜)の情報提供・参加啓発 11月 0円

合　計 148,800円 0円

期間 2019 2020

事業名 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1	国際社会創造事業の企画・運営 準備・・・・・・・・実施・・・・報告

1.2	国際社会創造事業の企画・運営 準備・・・・・・・・実施・・・・報告
2.1	羅東國際青年商會との姉妹JC交流の企画・
運営 準備・・・・・・・・実施・・・・報告

3.1	ASPAC(カンボジア、アンコール)の情報提
供・参加啓発 準備・・・・実施・・・・報告

4.1	世界会議（横浜）の情報提供・参加啓発 準備・・・・実施 報告
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会員拡大委員会 	 副理事長	 髙橋　数馬
	 室　長	 服部　　達
	 委員長	 三浦　　崇

１．基本方針
　盛岡青年会議所（以下、盛岡JC）は、時々の社会課題を的確に見極め、課題解決のために必要な知識を習得しながら市
民意識変革運動を展開してきました。
　この運動を更に力強いものにするためには、時代の潮流を捉えながら自己変革を行い、能動的に行動していくことが必要
不可欠です。そして自己変革した個々人が集い力を発揮することで大きな運動へと繋がっていきます。
　盛岡JCメンバー一人ひとりの在りたい姿を明確にし、自己変革を促しながら、能動的に行動していく人材へと成長する
機会を提供します。また、青年経済人とのネットワークを生かしながら、もりおかにインパクトを与えることが出来る組織
を創ります。

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. 新しい会員の拡大 0円
1.1	新しい会員の拡大 通年 0円
1.2	入会案内書の作成 通年 0円
1.3	アテンダンスカードの作成 通年 0円
1.4	理事長面接の企画・運営 通年 0円
1.5	定款説明の企画・運営 通年 0円

2．異業種交流会の企画・運営 53,000円 2月例会
2.1	異業種交流会の企画・運営 19_（3） 2月 53,000円

3．仮会員オリエンテーションの企画・運営 30,000円
3.1	第1回仮会員オリエンテーションの企画・運営 3月 10,000円
3.2	第2回仮会員オリエンテーションの企画・運営 6月 10,000円
3.3	第3回仮会員オリエンテーションの企画・運営 9月 10,000円

4．新入会員育成ツールの作成・活用 0円
4.1	新入会員育成ツールの作成・活用 随時 0円

5．卒業式の企画・運営 759,000円 12月例会
5.1	卒業式の企画・運営 12月 759,000円

6．東北青年フォーラム（山形、南陽）の情報
　提供・参加啓発 0円
6.1	東北青年フォーラム（山形、南陽）の
情報提供・参加啓発 9月 0円

合　計 842,000円

期間 2019 2020

事業名 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1	新たな会員の拡大 準備・・・・・・・・実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・報告
1.2	入会案内書の作成 準備・・・・・・・・実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・報告
1.3	アテンダンスカードの作成 準備・・・・・・・・実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・報告
1.4	理事長面接の企画・運営 準備・・・・・・・・実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・報告
1.5	定款説明の企画・運営 準備・・・・・・・・実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・報告
2.1	異業種交流会の企画・運営 準備・・・・・・・・実施・・・・報告
3.1	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
3.2	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
3.3	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
4.1	新入会員育成ツールの作成・活用 準備・・・・・・・・実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・報告

5.1	卒業式の企画・運営 準備・・・・・・・・実施報告
6.1	東北青年フォーラム（山形、南陽）の情報提
供・	参加啓発 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	 日影　直人
	 室　長	 佐藤　卓道
	 委員長	 山口　雄司

１．基本方針
　一般社団法人盛岡青年会議所（以下、盛岡JC）は明るい豊かな社会の実現に向け市民意識変革運動を展開し、広報活動
もその一翼を担ってきました。しかし、ひとのニーズや情報の多様化した現代において、盛岡JCのブランドロイヤルティ
を高める効果的な情報発信とは何かを考える必要があります。
　私たちは、住み暮らす地域のニーズを見極め、状況と目的に合わせた的確な媒体の活用と情報発信を行い、盛岡JCのプレゼ
ンス向上につなげます。また、メンバー一人ひとりの規範意識向上に取り組むことで、より精度の高い運動発信を生み出します。
　盛岡JCが住み暮らす地域から信頼や愛着を得る組織となるべく、ひとの心を掴むブランディングを目指してまいります。

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．ブランディング確立事業の企画・運営 5月 30,000円
1.1	ブランディング確立事業の企画・運営 5月 30,000円 5月例会

２．アニュアルレポートの作成・発行 1月 486,760円
2.1		アニュアルレポートの作成・発行 1月 486,760円

３．広報誌の作成・発行 1月・6月 332,000円
3.1	広報誌特別号の作成・発行 1月 282,000円
3.2	広報誌通常号の作成・発行 6月 50,000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 通年 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 通年 0円

５．規範意識向上に関する取り組み 通年 0円
5.1	規範意識向上に関する取り組み 通年 0円

６．対外事業の宣伝告知管理・提案 通年 0円
6.1	対外事業の宣伝告知管理・提案 通年 0円

７．9月公益事業の統括 9月 350,000円
7.1	9月公益事業の統括 9月 350,000円

８．岩手ブロック大会（陸前高田）の情報提
供・参加啓発 7月 0円
8.1	岩手ブロック大会（陸前高田）の情報
提供・参加啓発 7月 0円

９．全国大会（北海道・札幌）の情報提供・参
加啓発 9月 0円
9.1	全国大会(北海道・札幌)の情報提供・
参加啓発 9月 0円

合　計 1,198,760円

期間 2019 2020

事業名 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1	ブランディング確立事業の企画・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 準備・・・・通年・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・報告

5.1	規範意識向上に関する取組 準備 通年・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・報告
6.1	対外事業の宣伝告知管理・提案 準備 通年・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・報告
7.1	9月公益事業の統括 準備・・・・・・・・実施・・・・報告
8.1	岩手ブロック大会（陸前高田）の情報提供・
参加啓発 準備・・・・実施・・・・報告

9.1	全国大会（北海道・札幌）の情報提供・参加啓発 準備・・・・実施・・・・報告
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未来戦略特別委員会 	 委員長	 豊岡　　淳

１．基本方針
　新たな時代だからこそ、時代の大きな変化や潮流を読み、在るべき姿を志向することが重要です。盛岡青年会議所が数年
先においても力強い運動を続けるためにはどう在るべきかを考える必要があります。今後どのような運動を展開していくか、
それに伴った会員数や予算はどの程度必要かを議論し、会員拡大の短中期ビジョンと戦略を立案します。また近年では、従
来の自前主義に代わり、組織外の知識や技術を積極的に取り込むオープンイノベーションが重要視され始めております。さ
まざまなステークホルダーとの協働から更に大きな運動へ展開する可能性について議論します。

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. 会員拡大短中期ビジョン・戦略の立案 1月~9月 0円

1.1	会員拡大短中期ビジョン・戦略の立案 1月~9月 0円

2.オープンイノベーション実施の協議 1月~12月 300,000円

2.1	オープンイノベーション実施の協議 19（3）（4） 1~12月 0円
2.2	マリ共和国学校建設プロジェクトの
企画・運営 19（3）（4） 1~12月 50,000円

2.3	KAKEHASHI(台湾中学生受け入れ
事業)の企画・運営 19（3）（4） 8月 250,000円

合　計 300,000円

期間 2019 2020

事業名 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1	会員拡大短中期ビジョン・戦略の立案 準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・報告

2.1	オープンイノベーション実施の協議 準備 通年・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・報告
2.2	マリ共和国学校建設プロジェクトの企画・
運営 準備・・・・・・・・実施・・・・報告

2.3	KAKEHASHI(台湾中学生受け入れ事業)
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　2020年度　当初予算
2020年1月1日から2020年12月31日まで

科　　　目 2020年度予算額 2019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 1,200,000 900,000 300,000
　　　　　　入会金収入 1,200,000 900,000 300,000 30,000円×40名
　　　　③会費収入 15,280,000 16,290,000 -1,010,000
　　　　　　正会員会費収入 14,360,000 15,450,000 -1,090,000
　　　　　　　　正会員年会費 11,280,000 12,720,000 -1,440,000 120,000円×94名
　　　　　　　　正会員（休会者） 120,000 240,000 -120,000 60,000円×2名
　　　　　　　　新入会員 1,760,000 1,590,000 170,000 月割計算×40名
　　　　　　　　仮会員 1,200,000 900,000 300,000 3 ヶ月で入会（10,000y/m×40名）
　　　　　　特別会員会費収入 920,000 840,000 80,000 40,000円×20卒業生23名
　　　　　　賛助会員会費収入 0 0 0
　　　　④事業収入 1,291,000 1,238,200 52,800
　　　　　　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

　　　　　　業務受託収入 1,150,000 1,150,000 0 岩手B事務局委託費1,000,000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 141,000 106,000 35,000 会員名簿￥1,500×94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 17,871,700 18,648,900 -777,200
　　2.事業活動支出 0
　　　　①事業費支出 3,881,560 4,436,462 -554,902
　　　　　　事業費支出 3,881,560 4,352,500 -470,940
　　　　　　　　例会・事業活動等 150,000 150,000 0 常任理事会・事務局設営事業
　　　　　　　　会員拡大委員会 842,000 707,000 135,000 2019組織開発委員会
　　　　　　　　ビジネス創造委員会 1,090,000 920,000 170,000 2019社会研究委員会
　　　　　　　　地域開発委員会 59,000 127,000 -68,000 2019地域開発委員会
　　　　　　　　次世代育成委員会 93,000 622,000 -529,000 2019次世代育成委員会
　　　　　　　　国際社会創造委員会 148,800 726,000 -577,200 2019国際社会研究委員会
　　　　　　　　JCブランディング委員会 1,198,760 914,000 284,760 2019ＪＣブランディング委員会
　　　　　　　　未来戦略特別委員会 300,000 310,000 -10,000 2019公開討論会PT
　　　　　　委員会運営費支出 0 0 0
　　　　　　事業予備費支出 0 0 0

（単位：円）
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　　　　②管理費支出 10,501,832 10,433,850 67,982
　　　　　　会議費支出 90,000 90,000 0
　　　　　　　　総会費 80,000 80,000 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 5,300,000 5,300,000 0 給与＋一時金

　　　　　　福利厚生費支出　 1,000,000 1,000,000 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 260,000 260,000 0
　　　　　　通信・発送費支出 300,000 300,000 0
　　　　　　消耗品費支出 290,000 290,000 0
　　　　　　会員支給品費支出 628,000 596,000 32,000
　　　　　　　　会員名簿作成費 500,000 500,000 0
　　　　　　　　バッジ・ネームプレート購入費 128,000 96,000 32,000 バッジ￥1,600	プレート¥1,600	40名
　　　　　　リース料支出 0 0 0
　　　　　　修繕費支出 0 0 0
　　　　　　光熱水道費支出 424,000 424,000 0
　　　　　　賃借料支出 1,320,000 1,296,000 24,000 事務所賃貸料110,000円×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 40,000 40,000 0 ホームページ運営費(基本料金・ドメイン・レンタルサーバー）
　　　　　　租税公課支出 72,000 72,000 0
　　　　　　渉外費支出 410,000 410,000 0
　　　　　　　　各種大会登録料 0 0 0
　　　　　　　　他団体会費 50,000 50,000 0
　　　　　　　　他団体交流関係費 300,000 300,000 0
　　　　　　　　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 17,832 5,850 11,982
　　　　③負担金支出 2,508,308 2,656,850 -148,542
　　　　　　ＪＣＩ負担 216,008 236,600 -20,592
　　　　　　日本ＪＣ負担金 640,000 715,000 -75,000 基本額および付加金
　　　　　　地区協議会負担金 226,000 235,000 -9,000
　　　　　　ブロック協議会負担金 760,000 790,000 -30,000
　　　　　　国際協力資金 244,550 255,500 -10,950
　　　　　　日本ＪＣ出向者負担金 80,000 20,000 60,000
　　　　　　Ｗｅ　Ｂｅｌｉｅｖｅ購読料 321,750 369,750 -48,000
　　　　　　東北地区出向者負担金 20,000 20,000 0
　　　　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 17,871,700 18,648,900 -777,200
　　　　事業活動収支差額 0 0 0
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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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2020年度　公益目的支出計画管理特別会計　収支予算書
2020年1月1日から2020年12月31日まで

2020年度　特別事業支出積立金管理特別会計　収支予算書
2020年1月1日から2020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 1,860,000
　　　　　　次世代育成委員会 890,000 わんぱく盛岡670,000円、わんぱく男子全国60,000円、わんぱく女子全国160,000円
　　　　　　地域開発委員会 970,000 さんさ踊り練習会60,000円、盛岡さんさ踊り（8月例会）910,000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 1,805,000
　　　　当期収支差額 -1,460,000
　　　　前期繰越収支差額 30,948,475
　　　　次期繰越収支差額 29,488,475

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 4,520,530
　　　　次期繰越収支差額 5,500,530
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2020年度　収益事業管理特別会計　収支予算書
2020年1月1日から2020年12月31日まで

（単位：円）
科　　　目 2020年度予算額 2019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 60,000 60,000 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 60,000 60,000 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 60,000 60,000 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 60,000 60,000 0

　　　　前期繰越収支差額 124,200 0 124,200

　　　　次期繰越収支差額 184,200 124,200 60,000
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一般社団法人 盛岡青年会議所　2020年度　役員・役職名簿

■役員
　理事長 宮　野　祐　樹
　副理事長 佐　藤　　　透
　副理事長 松　本　陽　吉
　副理事長 藤　原　大　修
　副理事長 豊　岡　　　淳
　副理事長 髙　橋　数　馬
　専務理事 日　影　直　人
　室長 髙　橋　　潤⒁
　室長 吉　田　将　太
　室長 田屋舘　真留久
　室長 照　井　和　弘
　室長 服　部　　　達
　室長 佐　藤　卓　道
　常務理事 大和田　祐　輔
　理事 松　本　恭　史
　理事 立　花　　　唯
　理事 松　浦　直　人
　理事 向　井　　　誠
　理事 三　浦　　　崇
　理事 山　口　雄　司
　事務局長 鈴　木　美　穂
　事務局次長 小　倉　征　也
　事務局次長 田　向　康　人
　事務局次長 米　内　紘　正

　監事 小谷地　麻　里
　監事 田　貝　裕　之
　監事 津　田　徳　明

■直前理事長等
　直前理事長 伊　藤　淳之介
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一般社団法人 盛岡青年会議所　2020年度　出向者名簿

■公益社団法人日本青年会議所（３名）
　　国際グループ国際ビジネス推進会議 副 議 長 伊藤淳之介

委　　員 齋藤慎太郎
委　　員 鈴木俊太郎

■公益社団法人日本青年会議所東北地区協議会（４名）
　　東北ゼミナール委員会 副委員長 津田　徳明

幹　　事 鳥居　　誠
委　　員 池野　利彦
委　　員 村山　　出

■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（22 名）
副会長 田貝　裕之

　　総務広報委員会 委 員 長 北條　　宏
幹　　事 高橋久美子
委　　員 川村　芳仁
委　　員 菅原　一法
委　　員 長瀬　智也
委　　員 緑川　貴洋

　　いわて JAYCEEアカデミー委員会 塾　　長 本宮　貴浩
幹　　事 菅原　直紀
委　　員 小倉　征也
委　　員 佐々木裕一
委　　員 佐藤　良二
委　　員 瀬川　　瞬
委　　員 染井　佑介
委　　員 高橋　康介
委　　員 田口　　輝
委　　員 成瀬　敦理
委　　員 沼田　　悟
委　　員 橋場　誠林
委　　員 針生　真和
委　　員 藤原　良行
委　　員 米内　紘正
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一般社団法人 盛岡青年会議所　2020年度　組織図
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2020年度　年間スケジュール
1月 2月 3月 4月 5月 6月

盛
岡

常任理事会 8日（水） 5日（水） 4日（水） 8日（水） 8日（金） 3日（水）

理事会 21日（火） 19日（水） 18日（水） 22日（水） 20日（水） 24日（水）

岩
手
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会

正副会長会議

役員会議 8日（水） 13日（木） 10日（火） 16日（木） 11日（月） 16日（火）

会員会議所会議 25日（土）
【久慈】

29日（土）
【江刺】

21日（土）
【大船渡】

25日（土）
【花巻】

23日（土）
【陸前高田】

27日（土）
【陸中宮古】

ブロック行事
1日（土）

新春のつどい
【一関】

いわて
JAYCEE
アカデミー

1日（土）
開校式
【一関】

7日（土）～ 8日（日）
第1講座
【盛岡】

30日（土）～ 31日（日）
第2講座

【陸前高田】

各LOM事業 遠野JC周年式典

東
北
地
区
協
議
会

正副会長
拡大会議

7日（火）　23日（木）
【仙台】

18日（火）
【仙台】

19日（木）
【仙台】

15日（水）
【山形】

22日（金）
【仙台】

22日（月）
【仙台】

財政コンプラ
イアンス
審査会議

30日（木）
【仙台】

27日（木）
【仙台】

26日（木）
【仙台】

24日（金）
【仙台】

28日（木）
【仙台】

29日（月）
【仙台】

役員会議 15日（水）
【仙台】

7日（金）
【仙台】

10日（火）
【仙台】

3日（金）
【十和田】

12日（火）
【秋田】

5日（金）
【一関】

会員会議所会議 17日（金）
【京都】

地区行事
8日（土）

ゼミナール開校式
【仙台】

14日（土）～ 15日（日）
ゼミナール第1講座

【盛岡】

6月中適宜実施
ゼミナール第2講座
【東北各県】

正副会頭会議 9日（木）
30日（木）

6日（木）
27日（木） 5日（木）

2日（木）
9日（木）
28日（火）

7日（木）
4日（木）

18日（木）（沖縄）
30日（火）

常任理事会 10日（金） 14日（金） 12日（木） 17日（金） 15日（金） 19日（金）
（沖縄）

理事会 17日（金）
（京都） 15日（土） 13日（金） 18日（土） 16日（土） 20日（土）

（沖縄）

ブロック会長会議

総会 18日（土）
（京都）

28日（土）
（東京）

JCI諸会議
JCI常任理事会/	

理事会	
（JCI	JEM/JBM）
　日（　）～　日（　）

アフリカ地域会議
20日（水）～ 22日（金）
ヨーロッパ地域会議
27日（水）～ 30日（土）

アジア・太平洋
地域会議

11日（木）～ 14日（日）
アメリカ・中東
地域会議

17日（水）～ 20日（土）

NOM主要事業
京都会議	
（京都）

16日（木）～ 19日（日）
金沢会議

21日（金）～ 23日（日）

財政審査会議 7日（火）
8日（水）

8日（土）
9日（日）

7日（土）
8日（日）

11日（土）
12日（日）

9日（土）
10日（日）

6日（土）
7日（日）

公益審査会議 7日（火） 8日（土） 7日（土） 11日（土） 9日（土） 6日（土）

コンプライアンス
審査会議 7日（火） 8日（土） 7日（土） 11日（土） 9日（土） 6日（土）

ブランディング
ミーティング 7日（火） 8日（土） 7日（土） 11日（土） 9日（土） 6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】パナマ（パナマ）【アフリカ・中東地域会議】ブルキナ・ファソ（ワガドゥグー）【ヨーロッパ地域会議】アイルランド（ダブリン）	
【アジア・太平洋地域会議】カンボジア（アンコール）【世界会議】日本（横浜）
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2020年度　年間スケジュール
7月 8月 9月 10月 11月 12月

盛
岡

常任理事会 8日（水） 5日（水） 2日（水） 7日（水） 10日（火） 9日（水）

理事会 22日（水） 19日（水） 17日（木） 21日（水） 25日（水） 23日（水）

岩
手
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会

正副会長会議

役員会議 16日（木） 6日（木） 10日（木） 15日（木） 12日（木） 3日（木）

会員会議所会議 22日（土）
【カシオペア】

3日（土）
【水沢】

1日（日）　22日（日）
【北上】　　【一関】

12日（土）
【盛岡】

ブロック行事
4日（土）

ブロック大会
【陸前高田】

6日（火）
50周年式典
【盛岡】

22日（日）
謝恩会
【一関】

いわて
JAYCEE
アカデミー

11日（土）~12日（日）
第3講座
【花巻】

19日（土）~20日（日）
第4講座
【未定】

31日（土）
第5講座・閉校式
【北上】

各LOM事業

東
北
地
区
協
議
会

正副会長拡大
会議

20日（月）
【気仙沼】

17日（月）
【仙台】

14日（月）
【仙台】

13日（火）
【八戸】

13日（金）
【仙台】

財政コンプラ
イアンス審査
会議

28日（火）
【仙台】

21日（金）
【仙台】

23日（水）
【仙台】

22日（木）
【仙台】

20日（金）
【仙台】

役員会議 8日（水）
【とめ】

28日（金）
【南陽】

2日（金）　30日（金）
【天童】　【だて】

28日（土）
【仙台】

会員会議所会議 29日（日）
【仙台】

地区行事
25日（土）~26日（日）
ゼミナール第5講座

【南陽】

29日（土）~30日（日）
東北青年フォーラム	
ゼミナール閉校式
【南陽】

正副会頭会議 9日（木） 3日（木）
10日（木）

1日（木）
8日（木）
29日（木）

12日（木） 3日（木）
17日（木）

常任理事会 16日（木） 11日（金） 23日（金） 20日（金） 18日（金）

理事会 17日（金） 12日（土）
25日（金）（札幌） 24日（土） 21日（土） 19日（土）

ブロック会長会議

総会 25日（金）
（札幌）

JCI諸会議
JCI中間常任理事会	
（JCI	MYE）

23日（木）~24日（金）
JCI世界会議

3日（火）~7日（土）

NOM主要事業

国際アカデミー	
（福岡）

サマーコンファレンス	
（横浜）

18日（土）~19日（日）

全国大会	
（札幌）

24日（木）~27日（日）

財政審査会議 11日（土）
12日（日）

5日（土）
6日（日）

10日（土）
11日（日）

14日（土）
15日（日）

12日（土）
13日（日）

公益審査会議 11日（土） 5日（土） 10日（土） 14日（土） 12日（土）

コンプライアンス
審査会議 11日（土） 5日（土） 10日（土） 14日（土） 12日（土）

ブランディング
ミーティング 11日（土） 5日（土） 10日（土） 14日（土） 12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】パナマ（パナマ）【アフリカ・中東地域会議】ブルキナ・ファソ（ワガドゥグー）【ヨーロッパ地域会議】アイルランド（ダブリン）	
【アジア・太平洋地域会議】カンボジア（アンコール）【世界会議】日本（横浜）
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