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2 0 2 0 年は「100 年に一度の危機」新型コロナウイル
スが世界中で猛威を振るい、今でも終息の糸口が見え
ない状況が続いています。これまでの価値観が大きく
変わり、私たちは新しい働き方・暮らし方を模索し続
けていくことになります。
本年は 23 名の卒業生がご卒業されます。これからの
“もりおか”のみらいを創造し行動し続けていくリーダー
として、盛岡青年会議所を羽ばたかれます。

一般社団法人

盛岡青年会議所
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JCI綱領
The Creed of Junior Chamber International
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

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」

work of life.

JCI Mission
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

JC宣言
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

JCI Vision
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

綱領
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。

東北JC宣言
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

2

卒業生の皆様へ贈る言葉

〜みらいを創る〜

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

一般社団法人盛岡青年会議所 2020 年度卒業生の皆様、ご卒業おめでとうございます。
20 歳から 40 歳までの人生で最も輝かしい時間に、盛岡青年会議所を選択し、気高い志のもと市民意
識変革運動にご尽力をなされました皆様に心からの敬意と感謝を申し上げます。
ひとは誕生と同時に死に向かって歩んでいます。限られた時間において、生きるために必要な何か
を必死に追い求め、その道程で出会った仲間と共に磨き上げた大切なものを、次世代が生きる未来へ
とつなぎ引き渡していくという様を考えると、青年会議所で積み重ねる時間がひとの生涯を映し出し
ているかのように思え、卒業生皆様の尊い時間を共有できたことに私たち現役会員は何事にも代えが
たい機会を頂いたと感じております。
地球に生命が誕生して以来、今日まで絶え間なく生と死を繰り返す歴史において、俯瞰的に見れば
生命の役割は種の繁殖のように感じられます。ですが、卒業生の皆様はひとの生きる意味がそれだけ
ではないことを「修練・奉仕・友情」の三信条を体現することによって答えを示されてきたのではな
いでしょうか。
政治哲学者でもあったジャン＝ジャック・ルソーは著書において、
『人間は二度生まれる。一度はこの世に生を受けて。もう一度は人間となるために。』
という一節を残しています。
一度目は、肉体としての誕生であり、この世に存在するに過ぎない。
二度目は、この世に生まれた意味、使命を見出し、自分自身として生き始めること。
生きることへの希求、自分であることへの渇望、底知れぬ好奇心と可能性への欲動。
この時代この地に生まれ今を生きるという宿命の中で、時に自分の弱さを認めながらも現実に向き
合い、愛するまちもりおかと運命を共にしながら、自らの選択した道が正しくあるために、周りの力
を借りひとりでは成し得られないことに真剣に取り組み、愛するひとの未来を創らんと使命に情熱を
懸け、不断に自己を変革し、果敢に挑戦し続ける。
皆様の姿は私たちの憧れであり HERO そのものでありました。
2020 年 12 月現在、未だ世界は混沌としています。皆様が培った絶え間ない「修練・奉仕・友情」の日々
が、このような時代にこそ力強く「みらいを創る」希望であると信じています。正解の無い世界の中、
築かれた唯一無二の哲学と世界観のもと、全てのひとが笑顔溢れる希望に満ちた社会の起点として更
なる飛躍を遂げられることを心より願っております。さもすればこの世は醜い世界に見えます。ですが、
ひととの出会いが、仲間と共に汗を流し共に涙した時間が、人生を美しく彩っていきます。皆様との
奇跡的な出会いと皆様と共に歩んだ軌跡に現役一同、心より感謝を申し上げます。最後に、卒業生皆
様の明日が煌々たる輝かしい希望の未来であると同時に、その光が皆様を支えてこられた方々に絶え
間ない笑顔をもたらす安寧の明かりであり続けることをご祈念申し上げます。
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卒業生感謝の言葉
髙

2020 年度

橋

数

卒業生

馬

岩手山も雪化粧を纏い日に日に寒さを感じられる本日、1 9 8 0 年生まれの私たち 23 名は盛岡青年会
議所を卒業します。
振り返れば、私たちは戦後の高度経済成長期より安定経済成長期に突入した時代に生を受けました。
まさしく 1 9 80 年代は日本社会全体が高揚感と多幸感で溢れ、今後ずっと続くかのように感じられた社
会でありました。しかしながら、バブル崩壊を経験し、日本経済も停滞が続く混沌とした時代へと突
入しました。1 9 7 0 年より盛んであった電気機器から電子機器への大転換が歴史的うねりとなって進行
し、ファミコンやゲームボーイで誰もが遊び、高校生あたりにはポケベルや PHS の流行。電子機器の
発展と同じように私たちも歩みを進めてきました。
そして各々理由は違えど盛岡青年会議所に入会。明るい豊かな社会の実現とは何か？恒久的世界平
和の実現とは何か？時にぶつかり合い時に互いを支えあい活動してきた日々。
事業では思い描いた通りにできなかったこと、多くの動員を図れなかったこと、仲間から責められ
たこと、孤独を感じたことなど。。。今思えば失敗ではなく、行動を起こしたことに価値があるのだと
強く実感しています。
青年会議所は多くの人々と繋がり、他者の行動や自分の行動から多くの学びを得て、自己成長を繰
り返し、地域社会で運動を展開する運動体であります。行動することに恐れることなく、一歩踏み出
す勇気を持つことが真のリーダーとなるのです。より良い未来を創るために魅力溢れるビジョンを描
きながら、リーダーとしての自覚と気概を持つこと。そして個性豊かな仲間たちがいるからこそ多く
の気づきや学びが得られるのです。仕事や家庭を抱えながら限られた時間の中で、社会課題の解決に
向けて様々な事業を展開していく。
これからの未来は無限の可能性を秘めています。盛岡青年会議所という学び舎で得た多くの経験を
生かし、各々のフィールドでより良い未来に向けて行動していきます。
『精神一到何事か成らざらん』
明るい豊かな社会の実現に向け、固い決意を持ちこれからの未来が希望溢れる社会となるよう、ど
んなことでも成し遂げる気概を持って生きていく。それは、私たちが愛してやまない郷土もりおかの
発展はもとより、我が国日本、そして世界を少しでもより良くするために。
卒業生しても生涯一 JAYCEE であり続けることをここにお誓い申し上げ、感謝の言葉とさせていた
だきます。
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JCプロフィール
‘06

佐
会 社 名
生年月日
血 液 型

藤

研

吾

いわてローンサービス（株）
1980 年 12 月 11 日
O型

JC 活動を通しての想い、得た学びや経験
在籍だけは 15 年と長いですが、総活動量としては頑張ってる方の
1 か月分にも相当していないと思います。毎年の委員会幹部の方々に
は出席率を下げ、ただただ申し訳なく思います。めげずに声を掛けて

‘07

JAYCEE 拡大委員会
会員開発委員会
岩手ブロック協議会  いわて JAYCEE アカデミー委員会  塾生

‘08

指導力開発委員会

‘09

地域発信交流委員会

‘10

情報戦略実践委員会

‘11

LOM 活性化委員会

‘12

ひとのつながり創造委員会

‘13

未来の担い手育成委員会

‘14

次代の担い手育成委員会

‘15

総務広報渉外委員会

‘16

心の醸成委員会

‘17

国際交流委員会

‘18

組織の力拡大委員会

‘19

地域開発委員会

‘20

JC ブランディング委員会

いただいた歴代の幹事の方はじめ皆様には感謝とともにお詫び申し上
げます。
この有様ですので、何も書けることがありません。どうやって文字
数を埋めるか思案していたところ、私が映っている写真を見つけたと

新入会員・会員へのメッセージ
JC は単年度事業のためスリープ気味の方でもリセットできるのが

一報が入りました。5 年に 1 回出るかどうかというレベルなのに…。

いいところだと思います。私は入会後まもなく冬眠に入り、ついぞ目

一生懸命写真を探してくださった方、心より御礼申し上げます。おか

を覚ますことなく終わりましたが、リスタートするきっかけはいくら

げでスカスカにならず済みそうです。

でもあります。起こしてくれようとする人がいます。こんな私にも毎

最後までご迷惑をおかけし申し訳ありません。

年 1 回は声をかけてくださっていました。数年ぶりに参加し浦島太郎
状態であっても、暖かく迎えてくれます。盛岡 JC には仕事、家庭、

みらいを創る～卒業後のビジョン～
私の経営する会社では住宅ローンの取次業務を行っております。お
かげさまで大変忙しく、お客様にも満足できるサービス品質を提供で
きているとは言えません。従業員を長時間残業させるわけにもいかず、
ここ 5,6 年は朝 7 時半から 25 時前後まで週 6 日以上働いておりま
す。最近は身体的にもかなりしんどくなってきており、子育ても妻に
任せっきり、家族とも向き合えていません。今後も企業として、どれ
だけ社会に価値を提供し、結果として利益を上げ、より多く納税し地
域に貢献していくかを追求していくことは当然ですが、身体を休ませ、
子供や家庭と向き合う時間を生み出すための業務改善、セルフイノ
ベーションをしていきたいと思います。
仕事一辺倒の中でも嬉しかったことがあります。2 年前、懇意にし
ていた取引先の営業担当者が当社に入りたいとオファーしてくれた
ことです。自分がしている仕事が少なからず魅力的に映っていたとい
うことですから、こんなに嬉しいことはありません。入社した彼は期
待以上に努力し、高い実績を上げ、既存の社員にも良い刺激を与えて
くれています。取引先を見ていても、質の高い営業担当者はやはり良
いお客さんを掴んでいますし、逆も然りです。JC 活動に参加される
皆さんもそうだと思いますが、やはりポジティブな空気を持っている
人の周りにはポジティブな空気を持っている人が集まるのだと思いま
す。会社経営においても、そのような観点で組織力を高めていきたい
と思います。
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地域活動を両立されているすばらしい方が多く、何かしら繋がってお
くことは大事だと感じます。このような人になりたい、と思えるよう
な人がきっといます。参加していない身で言うのもおこがましいです
が、たくさん学べることがあると思います。

JCプロフィール

津

田

徳

会 社 名 （株）白ゆり
生年月日 1980 年 4 月 27 日
血 液 型 B型

明

‘07
‘08
‘09
‘10
‘11
‘12
‘13
‘14
‘15

JC 活動を通しての想い、得た学びや経験
盛岡青年会議所に入会して 14 年。この間、 様々な人たちと出逢い、
触れ合う中で、 刺激を受けてきたことが今の自分の生き方に繋がってい
ると思う。 最初は右も左も分からず、 仕事との両立の中で、 少しでも自
分の成長になればと委員会や事業に参加し、 ただただ周りの先輩たちの
能力の高さ、 志に圧倒され続けていたのを覚えている。
入会したての頃、 生まれ故郷である盛岡が少しでも元気になれるよう
なことに寄与できればと、まちづくり事業に興味を抱いていた。 幸いな
ことに、 希望する委員会に配属され、 委員会活動に参加する中で事業
構築をするプロセスや難しさ、 達成感を垣間見ることができ、 それがメ
ンバー同士の絆に繋がっていき青年会議所という組織が続いているとい
うことを学んだ。 時には、 先輩たちにイジられながらも、 何かを任せら
れることで自分自身の殻を破っていく、 私の場合入会してから数年徐々
にその経験をさせてもらったことが幸せであった。
そして、 やはり一番のターニングポイントは 2013 年に委員長を受け
たことだ。「頼まれごとは試されごと」 その一心で、 理不尽を感じるこ
ともありながらあの１年を経験できたことが今でも自分のかけがえのない
財産になっている。

‘16
‘17
‘18
‘19
‘20

会員開発委員会
まちの魅力探求委員会
岩手ブロック協議会いわて  JAYCEE アカデミー委員会  塾生
総務委員会
情報戦略実践委員会
東北地区協議会 東北青年フォーラム運営委員会
グローカル実践委員会
会員開発委員会 副委員長
未来の担い手育成委員会 委員長
総務広報委員会
岩手ブロック協議会 総務広報委員会
まちの魅力発信委員会
岩手ブロック 事務局次長
ひとの繋がり創造室 室長
未来の担い手育成室  室長  未来構想特別委員会
羅東 JC 姉妹締結 50 周年記念委員会
組織進化特別委員会 委員長
副理事長
監事
東北地区協議会  東北ゼミナール委員会  副委員長

新入会員・会員へのメッセージ
私は、 入会前に周囲との関係性から遅かれ早かれ入らなければならな
いんだったら、 今入っておこうかなとわりと軽い気持ちで入会したが、 や
はり 14 年はちょっぴり長かったような気がする。でも、その分学びもあっ
たし多くの人との出会いが刺激的で沢山の思い出もできた。 今、 JCI 盛
岡だけでなく、 JCI 日本全体の問題として入会歴が短い会員が多くなって
きていることが問題視されているが、もちろん組織として若い人たちにど
うしたら入りやすい組織になるかを議論し、 改革していくことは重要なこ
とだが、 そもそも会員である私たち一人一人が JC を通して得た様々な
経験や学びを、 人に伝えることができないとその 「価値」 は伝わらない
のだと思う。「役に徹して役を超えない」 という言葉がある。ちょっと古
臭いのかもしれないが、 私は、 JC はこの言葉がピッタリとあてはまる組
織ではないかと思う。JC での役職はそれぞれに役割があり、 その役割を
しっかりと認識して動くことで、 組織がフルの力を発揮できるのだと思う。
ですので、 会員の皆さんには仕事も家庭もあると思いますが、 40 歳まで
しか活動出来ないことを考え、出向も含めて様々な役職に挑戦してみてほ
しい。それが 「価値」を伝えるということに繋がると私は思う。
そして、「せっかく JC に入ったらせめて委員長は経験したほうがいい！」
とよく聞くが、 私も同感である。経験する前と経験した後の JC の景色の見
え方、 物事の考え方、 人との接し方など 180℃とは言わないまでも、 それ
くらいガラリと変わるくらいの貴重な経験になるので、 ぜひ経験してほしい。

みらいを創る～卒業後のビジョン～
3 代目として、 会社の代表を引き継いだのが昨年 6 月。 2016 年に２
つの会社を合併し、まだまだ道半ばではあるが、 JC で学んだ、自己表
現力を高めることや議論することの大切さ、 方針に沿った行動計画を立
てることなど会社で実践していることも多々ある。 そして、真のリーダー
シップとは何かを常に自問自答しながらも、これからも組織の動かし方に
ついても JC で学んだことを活かすべく組織作りをしていきたいと考え
ている。
新型コロナウィルスの影響で、 日本が抱える人口が減っていくという
構造的問題が本来より前倒しで押し迫ってきたのではないかと感じる。
特にも地方の中小企業が生き残っていくには、 価格競争ではない自社で
しかできない強みを生かした事業戦略が必要である。 言葉では簡単に言
えるが、 それを実行に移し、 挑戦していくのは並大抵の道のりではない
ことも分かっている。しかし、 それができなければ会社の将来はないと
いう危機意識を社員と共有し、 会社を導いていきたい。 そして、 価値観
の多様化に伴い、 会社としての大切な部分は残しつつ、 若い人や女性
が働きやすい職場作りを目指していきたい。
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JCプロフィール

田
会 社 名
生年月日
血 液 型

貝

裕

田貝石材
1980 年 7 月 14 日
B型

JC 活動を通しての想い、得た学びや経験
私は入会する前 JC という名前すら聞いたことがありませんでした。
入会の動機は明確にはありませんでしたが、今の生活の中だけは視野
が狭くなるから何かしら変化・刺激は欲しいと漠然と考えているタイ
ミングでした。そんな私が気づけば十数年活動し続け、無事卒業するこ

之

‘08
‘09
‘10
‘11
‘12
‘13
‘14
‘15
‘16
‘17
‘18
‘19
‘20

会員開発委員会
総務委員会 幹事
岩手ブロック協議会  いわて JAYCEE アカデミー委員会  塾生
事務局次長
未来の担い手育成委員会 副委員長
岩手ブロック協議会  いわて JAYCEE アカデミー委員会  幹事
未来創造委員会 委員長
会員拡大委員会 復興サポーター「絆」 隊長
グローバルネットワーク委員会
日本青年会議所  グローバルネットワーク推進会議  議員
交流創造室 室長
総務広報室 室長
副理事長
東北地区協議会 東北ゼミナール委員会 委員
副理事長
日本青年会議所 技術開発投資推進委員会
副理事長
監事
岩手ブロック協議会  副会長

とが出来るのも日々新たな学びを感じることが出来ていたからだと思い
ます。「何をやったか」ではなく「何を目指したか」が JC では大切だ
と私は思っています。組織として結果で地域に貢献する組織は JC でな
くてもたくさんあります。私は JC は個人の成長をもって地域に貢献す
る組織であって欲しいし、だからこそ 40 歳での卒業があり、卒業後地
域に貢献できるのではないかと思います。「JC の常識、社会の非常識」
というよく JC を揶揄する時に使われる言葉があります。誤解を恐れず
言えば、私はだからこそ JC には独自性があり存在価値があるのだと思
います。時代に合わせすぎず、次代をつくっていく責任を持った組織で
あることが重要なのだと思います。
一人でできることは限られています。共に活動する仲間がいることで
学びも経験も成果も格段に大きくなることに気づきました。そこにはた
だの仲良しこよしではなく、時に厳しく、そして厳しく、更に厳しく、
たまに優しい仲間たちでした。そんな仲間たちに出会えたことが私の
JC での最大の喜びです。

新入会員・会員へのメッセージ
JC とは・・・の後に入る言葉は無数にあります。経験した人にそれ
ぞれの変化や成長を感じさせてくれる、そこが JC という組織の魅力な
のではないかと思います。人それぞれに感じることが違うからこそ、先
入観に囚われすぎず常にチャレンジしてみるという姿勢を持ち続けて欲
しいと思います。
「learning by doing」実践しながら学ぶに尽きます。
きっと活動していくうえで理不尽なことや辛い事、悩みや不安も多々あ
るでしょう。ですがそれがあるから意味があります。順調すぎることに
成長のチャンスは意外と少ないです。JC 在籍年数も人それぞれかと思
います。大切なのは過ごした時間の長さではなく、密度だと思っていま
す。掴んだ機会、与えられた環境、やるべきことやお願いされたこと、
その一つひとつに全力で向き合えばおのずと年数に関わらず濃厚かつ充
実した時間が過ごせるでしょう。卒業までの時間は思ったよりもあっと
いう間です。限られた時間の中だからこそ一番輝くこともあります。
皆様の更なるご活躍を期待しております。

みらいを創る～卒業後のビジョン～
JC では自分自身がまちのみらいを創る一人なのだという当事者意識
を持つことが出来ました。このまちのあらゆることに好奇心や興味・関
心を持ち、学び考え、行動に移していきたいと考えています。私の社業
は墓石販売業ですのでエンディング業界に携わるものとして、まちに住
み暮らす人々が不安を感じず安心に生活できる環境を提供することでま
ちの発展に寄与します。また、私も親となり価値観も大きく変わりまし
た。それは我が子のみならず地域の子供たちが笑顔で自由に様々な感情
を持つ事ができる環境を作ることがみらいを創るということにつながる
のかもしれません。
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みらいを創る

2020 年度 卒業記念誌

JCプロフィール

齋

藤

慎太 郎

会 社 名 （株）岩電
生年月日 1980 年 9 月 14 日
血 液 型 A型

‘08
‘09
‘10
‘11
‘12
‘13
‘14
‘15
‘16

JC 活動を通しての想い、得た学びや経験
私は恥の多い JAYCEE でした。
しっかりとした委員会設営が出来ず、 三役しか集まらない委員会もあ
りました。 司会をしてみんなが呆れるくらい、 噛みまくったこともありま
した。「LOM の活動であまり見ないけど、 遠征先にだけいるね」 とよ
く言われました。 JCI クリードも、 最後の方はモゴモゴしてごまかしたり
していました。 数えきれないくらい多くの失敗をしてまいりました。

‘17
‘18
‘19
‘20

会員開発委員会
未来の担い手育成委員会
岩手ブロック協議会  いわて JAYCEE アカデミー委員会  塾生
グローバルネットワーク委員会 副委員長
人の交流推進委員会 副委員長
総務広報委員会 委員長
地域のつながり創造委員会
グローバルネットワーク委員会
会員拡大委員会
東北地区協議会 総務委員会 副委員長
未来構想委員会
東北地区協議会 総務委員会 副委員長
国際交流委員会
日本青年会議所 稼ぐ地域推進委員会 委員
羅東 JC 姉妹締結 50 周年記念委員会
日本青年会議所 褒賞委員会 委員
JC ブランディング委員会
東北地区 東北ゼミナール委員会 幹事
ビジネス創造委員会
日本青年会議所 国際グループ国際ビジネス推進会議 委員

そんな中、 真剣に叱ってくれ、 一緒に悩んでくれたメンバーに出逢え
たことに心から感謝しております。 そして失敗する多くの機会を与えて
くれた皆さまに感謝申し上げます。 私にとって、まさに『感謝』こそが、
青年会議所を通して気づかされたことでした。 言葉にすると、とてつも

新入会員・会員へのメッセージ
機会があったら、 ぜひ出向してみてください！

なく陳腐で単純なことが、とても身に染みる。 当たり前に思っていたこ

振り返ってみると私は２０１３年以降、 在籍中の 3 分の２は出向してお

とが当たり前でない。 青年会議所という特殊な環境だからこそ、 感じら

りました。「出向先での取り組みで得た知識・経験をＬＯＭへ持ち帰るべ

れたものがありました。

き」 なんてことは、私には言えませんが、毎年間違いなく出向してよかっ

自分がしっかりと成長できたかは自分自身ではわかりません。

たと感じております。

覚えると同時に忘れてしまっていく中で、 底に一つかみの砂金が残るよ

「気づき」とは「自分のこころの動きを自分が意識すること」だと教わっ

うに、 皆さんと過ごした時間を誇りにし、これからも足掻いてまいります。

たことがあります。 理事長を始めとした役員経験者など、 各ＬＯＭから、
選りすぐりの方々が出向されている中、 異なる世界を知る、 異なる人々
と関わる、良くも悪くも自分のこころを動かすのに絶好の機会となります。
本年度も日本青年会議所へ出向させていただきました。コロナ渦の
影響で、 思うような活動ができない。 その中でも出来る最大限のことを
模索するメンバーを目の当たりにしてきました。 そして、 なかなか会う
ことも出来ない中でも、 心を許せる仲間がたくさんできました。こんな
機会は、 他にはまずありません。
人によって出向で得られるものの質は様々だと思います。 ぜひ一度
飛び込んでみてください！

みらいを創る～卒業後のビジョン～
入会当初から今まで、ずっと青年会議所が好きでした。もしかしたら、
そんな方のほうが少ないのかもしれません。 私の場合は、 ただ楽しかっ
ただけで、 それだけ青年会議所の活動と真剣に向き合えていなかった
のだと思います。 今、 終わりに近づいてから、 気付くものが多くあるの
を感じます。 自分の委員会のことだけ考えて、 真剣に事業に参加でき
なかった。 つまらないと文句を言うのではなく、 楽しくなるように自らが
行動すればよかった。 ただ 「傍観者」 であったとき、 自分のことを棚
に上げて 「評論家」 だったときの自分を恥ずかしく思います。
卒業後に何が出来るかはまだよくわかりません。 地域に根ざす企業に
勤める者として、 自分が担うべき役割をよく考え、 常に当事者でありた
いと思います。
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JCプロフィール

渡

邉

貞

幸

会 社 名 （一財）電気保安協会大船渡事業
所
生年月日 1980 年 1 月 18 日
血 液 型 O型

JC 活動を通しての想い、得た学びや経験
私の盛岡青年会議所との出会いは、２００９年に行われた衆議院議員
総選挙の公開討論会に紹介者であります、川村先輩に誘われ参加したこ
とがきっかけでした。当時は盛岡青年会議所がどのような活動をしてい
るか全くの無知で入会することに迷いもありましたが、吉田長美委員長、
菊池純幹事からのお誘いもあり、自分自身の学びのチャンスになるので

‘09
‘10
‘11
‘12
‘13
‘14
‘15
‘16
‘17
‘18
‘19
‘20

会員拡大委員会
まちのかたち創造委員会
岩手ブロック  協議会いわて JAYCEE アカデミー委員会  塾生
まちのプライド発信委員会
会員開発委員会
岩手ブロック協議会 総務・広報委員会 幹事
地域のつながり創造委員会
東北地区協議会 東北コミュニティ創造委員会 委員
まちの未来創造委員会
岩手ブロック協議会 LOM 支援委員会 委員
地域のつながり創造委員会
岩手ブロック協議会 連携推進委員会 委員
未来構想委員会
岩手ブロック協議会 ブロック大会運営委員会 委員
まちの未来創造委員会
岩手ブロック協議会 総務広報委員会 委員
まちの未来創造委員会
地域開発委員会
岩手ブロック協議会 総務広報委員会 幹事
次世代育成委員会

はないかと考え入会を決めました。
2010 年、職場の転勤により盛岡市を離れることになりました。JC
の活動になかなか参加できずもどかしい気持ちでおりましたが「出向」
という形で JC 活動への参加の機会を頂きました。東北地区、岩手ブロッ
クと計８回出向し県内はもちろん東北各地に多くの仲間ができました。

新入会員・会員へのメッセージ
私は住まいが盛岡市外ということもあり、JCI 盛岡の活動になかな

住んでいる地域以外にも心を許せる仲間ができるということが出向の醍

か参加することができませんでしたが、出向という機会を与えていた

醐味であると私は感じております。

だきました。前述したように、出向における各地域での活動で多くの

私が、今日まで続けることができたのは皆様のご理解、ご協力があっ

方々との出会いがありました。この出会いと交流は新しい発見も多く

てこそだと思います。いつもやさしく声をかけて下さった先輩、メンバー

自己成長の大きな機会となりました。人との出会い、その輪は自分自

の皆様に感謝いたします。ありがとうございました。

身の財産となります。会員の皆様には JCI 盛岡の活動はもちろんです
が、進んで出向して、ご自身の更なる成長につなげていただければと
思います。
何よりも楽しんで活動を継続していただければうれしいです。
最後に、2020 年の卒業式を設営して下さった皆様に感謝申し上げます。

みらいを創る～卒業後のビジョン～
私も 40 歳となり会社では責任のある仕事を任せてもらえるようにな
りました。私の職場には「地域社会に貢献する」という経営理念を掲げ
ております。JC に身を置き活動していく中でこの言葉の意味、そして
自分ができることは何か。入社当時の初心に戻り、改めて深く考えるこ
とができました。
自分が一人で何か大きなことができるわけではありませんが、一を大
切にこれからも自己研鑽を怠らずに努めていきたいと思っております。
また私事ではありますが今年、新しい命も授かり家族が一人増えました。
家族のためにもこれまで以上に健康に留意し、家族サービスもできたら
と思います。
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みらいを創る

2020 年度 卒業記念誌

JCプロフィール

小谷地

麻

会 社 名 （株）振興設備設計
生年月日 1980 年 9 月 29 日
血 液 型 O型

里

‘09
‘10
‘11
‘12
‘13
‘14
‘15
‘16
‘17

JC 活動を通しての想い、得た学びや経験
2009 年の９月、突如 JC に入会することになりました。まだ 20 代

‘18
‘19
‘20

会員拡大委員会
会員拡大委員会
岩手ブロック協議会  いわて JAYCEE アカデミー委員会  塾生
会員拡大委員会 副委員長
東北地区協議会 東北青年フォーラム委員会
ひとのつながり創造委員会
国際交流委員会
地域のネットワーク創造委員会 副委員長
まちの魅力発信委員会
岩手ブロック協議会 総務広報委員会 委員
会員拡大委員会 委員長
広報渉外委員会
東北地区協議会 東北ゼミナール委員会 委員
担い手育成室 室長
常務理事
監事

だった私は突然のことに心の準備も出来ていないまま、吉田長美委員長
と面談したことを覚えています。私が兄のように慕っていた前職の上司
の後任でしたが、その方は笑顔の素敵な優しい人柄で、いつも沢山の仲
間に囲まれていて、私が入会した時には既に沢山の『縁』を繋いでいた
だいていました。
入会当初、右も左も分からない私に、時に厳しく、ほとんど優しく（笑）
ご指導いただいた先輩の皆様には心から感謝申し上げます。そして楽し
い時も、辛い時も一緒にいてくれたかけがえのない同期の皆に出会えて
本当に良かった。
強烈に楽しくてアクの強い同期と、頼もしい先輩の皆様とのご縁をい
ただきスタートした私の JC ライフはまさに人と人との縁を繋ぐもので
した。2009 ～ 2011 年の３年間は、会員拡大の委員会に所属し、新
たに入会する方々との沢山の出会いに恵まれ、2016 年会員拡大委員長
の際は、積極的に人との出会いを求める１年を過ごすことが出来ました。
今まで『拡大』はメンバー全員の役割なのだと言ってきましたが、私が
単純に人との縁を繋いでいくことが好きなのだと思います。18 歳で社
会人になり、ある意味限られた人との交流に留まっていた私にもこんな
に沢山の仲間が出来ました。人との出会いは奇跡です。その奇跡を積み
上げながら人は学び、助け合いながら生きていくのだと思います。私は
JC で多くの機会をいただき、沢山の方とお会いしました。その全ての
出会いに意味があり、今の自分の糧となっていると確信しています。

新入会員・会員へのメッセージ
JCI 盛岡は全国でも女性会員が多い LOM です。 少しでも女性会員が
参加しやすい環境になるようにと様々な機会をいただいてまいりましたが、
やはりそこに犠牲はつきものです。
私が初めて理事をさせていただいた 2016 年は娘が産まれたばかりで、
まだ１歳にもなっていませんでした。親になったばかりの私は 「娘の成長」
と「自身の成長」を天秤にかけ、どちらも両立できると考えていました。（現
状はかなりキツかったです。）委員長をうけたことにより、 大切な一生の仲
間と出会うことができ、 理事を経験したことで自身の成長と自信へと繋が
りました。しかし夫やまわりのメンバーの協力なしではやり遂げることは不
可能でした。JC 在籍期間の 20 ～ 40 歳は多くの女性が結婚や出産など
人生の転機を迎える時期です。どちらかを優先するのが難しい場面も出て
くると思います。そんな時は是非、まわりに打ち明け、 対応策を探して下
さい。女性だから諦めるのではなく、 特性を活かした活動方法を模索して
いって欲しいと思います。これからの社会は益々男女の隔たりがなくなり、
デリケートな部分にまで目を向けることが難しくなっていくと思います。そ
んな時はメンバーの皆さんで議論し、これから活躍していく人財を仲間に
出来るよう努力していっていただきたいです。

みらいを創る～卒業後のビジョン～
私の「みらい」とは「家族」との未来が幸せで明るいものになること
につきます。40 歳という人生の節目を迎え、自分のしたいことをして
生きてきた 40 年からやっと一歩本物の大人の世界に踏み出すことが出
来ると考えているからです。JC だけではなく、仕事でも生活面でもこ
れまで私の意思を尊重し、支えてくれた夫と娘に心から感謝しています。
JC の卒業を機に、これからの人生は家族が幸せでいられる当たり前の
ことに力を費やすと決めています。会社を起業したり、何か賞をもらっ
たりといった大きな未来を想像することはできませんが、家族に愛情を
注ぎ、子供が大人になった時に、少しでも明るく前向きに過ごすことが
できる場所をつくっていきたいと思います。JC を卒業したから時間が
あるのではなく、今までその時間を家族が作ってくれていたということ
に感謝し、その家族を幸せにすることができた先に『明るい豊かな社会』
があるのだと思います。
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JCプロフィール

川

村

卓

也

会 社 名 （有）ハッピーライスいわて丸福
生年月日 1980 年 3 月 30 日
血 液 型 A型

JC 活動を通しての想い、得た学びや経験
在籍 10 年、人と出会い、多種多様な価値観に触れ、多くの刺激を感
じた。
多くの人と繋がり、他人の行動や自分の行動から多くを学び成長する
場である。

みらいを創る～卒業後のビジョン～
日本の農業は、さまざまな課題に直面していますが、多様な課題を解
決しながら次世代に繋ぐ “ 魅力ある強い農業の実現 ” を使命とし取り組
んでいきます。それが私の “ 明るい豊かな社会の実現 ” とします。

新入会員・会員へのメッセージ
時に感謝すること。素晴らしい時ではありますが、限りある時、後悔
の無いよう仕事、JC 共に取り組んでください。
盛岡青年会議所の皆様の今後のご活躍とご発展を祈念申し上げます。
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みらいを創る

2020 年度 卒業記念誌

‘11
‘12
‘13
‘14
‘15
‘16
‘17
‘18
‘19
‘20

会員拡大委員会
まちのかたち創造委員会 幹事
岩手ブロック協議会  いわて JAYCEE アカデミー委員会  塾生
次代の担い手育成委員会
会員拡大委員会
総務広報渉外委員会
心の醸成委員会
未来の担い手育成委員会 委員長
地域未来室 室長
組織開発委員会 副委員長
次世代育成委員会

JCプロフィール

又

川

統

会 社 名 （株）GOGAK
生年月日 1980 年 7 月 18 日
血 液 型 AB 型

JC 活動を通しての想い、得た学びや経験
2011 年の 3 月初めに盛岡青年会議所 ( 以下 JC) 入会のお誘いを頂

一

‘11
‘12
‘13
‘14
‘15
‘16
‘17
‘18
‘19
‘20

会員拡大委員会
まちのかたち創造委員会
岩手ブロック協議会  いわて JAYCEE アカデミー委員会  塾生
総務広報委員会
日本青年会議所 国際アカデミー委員会 委員
総務広報委員会 副委員長
グローバルネットワーク委員会 委員長
社会の担い手創造委員会
国際交流委員会
まちの未来創造委員会
JC ブランディング委員会
会員拡大委員会

新入会員・会員へのメッセージ

きました。その時は全く興味関心がなく、断りの連絡を入れる矢先に東

自分よりも遥かに家庭や仕事や JC を立派にこなしている方が殆どな

日本大震災が起きました。多くの団体が活動を休止する中、直後に復興

ので偉そうな事を言える立場ではないですが、自分の事を棚に上げて 2

支援を取組む姿を見て逆に入会を決めました。

点お伝えしたいと思います ( 笑 )。

10 年近く在籍した中で、自分のどこが成長出来たかは分かりません。

1 点目は「我々 JC 会員は理事長を含めて１会員である」という事を

然しながら意識が変わった事、自覚するようになった事は多くあり、1

認識して頂きたいです。勿論役職があるか無いかで責任の度合は違いま

番自覚するようになった部分は「利他の精神で動く」事です。在籍中は、

すが、会員である以上最低限の責任と自覚をもって行動して欲しいと思

多くの方々にご指導頂き、お世話になりました。特に羅東公式訪問団の

います。例えば委員会・例会・総会等各種事業の出欠連絡や提出物は期

受入事業の担当委員長だった 2015 年は、委員会メンバーの皆様を始め、

限までに出す、
期限までに間に合わない場合は事前に相談する事等です。

多くの LOM メンバー、OB 会員の皆様に助けて頂き、盛岡に来た羅東

そこは社会人として当然の事だと思いますが、そこをちゃんとするか、

JC メンバーの方達からも労いの言葉を頂きました。そういった経験か

いい加減にするかでは、JC 以外の時間でもそして現役期間だけでなく

ら「自分も他人の為になれるよう行動しよう」という気持ちが以前より

卒業後にも響くと感じています。

強くなり、今日の日まで途中退会せず、幽霊会員にならずに続けられた
と感じています。
今年度は新型コロナウィルスの影響で多くの事業が中止・延期になり

2 点目は、皆様それぞれ JC に取組める状況は違いますが、今自分が
出来る事は何か？を考え、自分が出来る範囲より少し無理してでも JC
に取り組めば、自身の大きな成長に繋がるとおもいます。但し過度に無

ましたが、そういった状況の中でも自分達が出来る事を考え地域の為に

理しすぎると、仕事や家庭、自身の健康にも害を及ぼすことになるので、

積極的に運動できる組織も JC だと改めて実感しました。

そこは気を付けて下さい。
1 人が 120％の力を出すより、全員が 105％の力を出せば、LOM
の発展にも繋がると考えます。

みらいを創る～卒業後のビジョン～
卒業後のビジョンについては、恥ずかしながらまだ明確には描けてい
ません。当たり前の事ですが、日々の仕事や家庭の事を一生懸命に励み
ながらその先のビジョンを見出していこうと考えています。現役時代は
JC の 3 信条である「修練・奉仕・友情」の機会を頂きましたが、卒業
後はそれらの機会を自ら見つけ実践していこうと考えています。
「インド独立の父」と言われるマハトマ・ガンジーが「明日死ぬかの
ように生きよ。永遠に生きるかのように学べ」という名言を残していま
す。JC ではその言葉を体現するかのような修練の場を数多く頂きまし
た ( 笑 )。そして何よりも JC で学んだ大切な事は「学ぶ姿勢を持ち続
ける事」です。卒業後は自ら学ぶ機会を作り、成長し続けるよう努力し
たいと思います。そして多くの人達に学ぶ事の大切さを伝え、その機会
を提供出来るようになりたいと思います。
先ずは自分の家族や身近にいる人、そして会社やお客様に対して、以
前よりも真摯に向き合い明日死ぬかのように全力で取り組む。そして生
涯に掛け 3 信条に取り組み続ける事が、より良い「みらいを創る」事
に繋がると私は考えます。
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JCプロフィール

髙

橋

数

会 社 名 （宗）盛岡八幡宮
生年月日 1980 年 10 月 12 日
血 液 型 O型

馬

‘12
‘13
‘14
‘15
‘16
‘17
‘18

JC 活動を通しての想い、得た学びや経験
「心頭を滅却すれば火も亦涼し」は言い過ぎですが、明るい豊かな社
会の実現に向け、昼夜問わず青年会議所運動に携われたことは、自分自

‘19
‘20

ひとのつながり創造委員会
事務局次長
組織確立会議 幹事
岩手ブロック協議会  いわて JAYCEE アカデミー委員会  塾生
未来の担い手育成委員会 委員長
総務室 室長
特別会計管理委員会 委員
専務理事
未来特別委員会 委員
会員拡大委員会
日本青年会議所 世界の中の日本確立委員会
未来構想特別委員会 副委員長
副理事長
組織進化特別委員会 委員
日本青年会議所 人間力大賞委員会 会計幹事
副理事長
革新特別委員会 委員
副理事長
未来戦略特別委員会 委員

身の価値観に多大な影響を与えたと感じています。メンバーや諸先輩方
と日々の活動を通じて研鑽を重ね、青年会議所の特徴である単年度制に
伴い、その年々の理事長所信の具現化に向け市民意識変革運動を展開し
ていく、本当に貴重な経験でした。

新入会員・会員へのメッセージ

入会当初を振り返ると会社の命令で入会し、あまり目立たずやり過ご

とにかく卒業までの期間に多くの役職を受けてほしい、そして時に本気

していましたが、2013 年まさかの岩手ブロック大会 in 盛岡が当社で

に青年会議所運動を行ってほしいのが本音です。確かに時間やお金はか

の開催（笑）。メンバーの適格な設営指示、柔軟な判断や緻密な打合せ

かるし、家族や会社にも迷惑がかかる可能性が高いです。ただ、過去に

など多くの学びと刺激を受け、自分自身に積極的な変化が起こったこと

戻ることはできないし、後悔だけが残るのはどうなのか、
、
、であれば少

が懐かしく思い出されます。また、多くの役職を経験させていただいた

し背伸びしても挑戦してほしいです。やればやるだけ信用や信頼が生ま

ことにより、決断する勇気や他に先駆けて行動することの大切さを学び

れ、
仲間がもっと増えるはずです。
そしてきっと良いことがあります！！

ました。

それと、様々な団体がありますが、青年会議所は自分たちでお金を出

仕事そっちのけで活動し、時にはお叱りを受け反省し、時には夜な夜

して社会問題解決に向け活動しています。事業内容がどうであれ行う事

な熱い議論を交わし朝まで酒を喰らう、、、８年８か月の期間にこんなに

業はまさしく課題解決には向かっています。そして、大きな変化ばかり

濃すぎる体験や貴重な機会を与えてくれた会社、諸先輩方をはじめ関

を追うのではなく、小さな変化を大切にしていくことがポイントとなる

わっていただきました多くのメンバーの皆様に感謝申し上げます。

はずです。この小さな変化をどのように生かすか。それは、検証して人
に聞く前に自分で物事を調べて共有する、そして行動に移すことが大事
となります。
この先どのような課題が生まれてくるかは分かりませんが、きっと青年
会議所運動は必要となります。皆さんの活躍を陰ながら応援していきます。

みらいを創る～卒業後のビジョン～
ご存じの通り卒業後でも、盛岡青年会議所での経験を活かし、愛する
郷土「もりおか」のまちづくりに寄与している多くの諸先輩方がいらっ
しゃいます。諸先輩方からは「卒業してからが人生の本番」とよく言わ
れていました。今思うと、それは盛岡青年会議所に入会したからこその
経験や人脈に尽きると思います。
職業柄多くの人々と接する機会がある反面、自分の立ち振る舞いや言
動は注意深く見られます。そんな中において盛岡青年会議所の三信条を
いつまでも大切にしながら、自分らしく行動していくことが少しでもま
ちづくりの寄与に繋がればいいかなと考えています。
「明るい豊かな社会」の実現、もしかしたら永遠の課題なのかもしれ
ません。しかし、課題があるからこそやるべきことは見えてくると思っ
ています。卒業後も皆さんと出会えた御縁を大切にしながら、自分のや
るべきことを確実に進めていきたいと思います。
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JCプロフィール

近
会 社 名
生年月日
血 液 型

藤
近藤歯科クリニック
1980 年 2 月 14 日
O型

JC 活動を通しての想い、得た学びや経験
JC の活動・・・
入会してから、なかなか事業や活動に参加することができなかったた
め、書くことを躊躇してしまっています。

麗

‘13
‘14
‘15
‘16
‘17
‘18
‘19
‘20

会員拡大委員会
総務広報委員会 幹事
岩手ブロック協議会  いわて JAYCEE アカデミー委員会  塾生
総務広報渉外委員会
未来の担い手スポーツ推進委員会
会員拡大委員会
日本青年会議所 国際アカデミー委員会 委員
羅東 JC 姉妹締結 50 周年記念委員会
国際社会研究委員会
国際社会創造委員会

新入会員・会員へのメッセージ
委員会の顔合わせの時、
『レアキャラ』
です。と自己紹介していました。
最近ではレアキャラどころか存在すら、
なかったように思います。正直、
子育てをしながらの参加は難しかったです。月の半分は仕事で盛岡を不

ごくごく僅かではありましたが、活動に参加・・・いや、触れただけ

在にする生活を送っているため、子供を両親に預け、活動に参加する勇

ではありますが、
その中でも J C で得た学びは多かったように思います。

気はなかったです。メンバーは優しく子連れ参加も了承してくれました

人との出会い、国を越えた交流・・・言葉の壁や文化の違いはあれど

が、夜遅くまで連れて歩くことはできず・・・。1 度休み、2 度休み・・・

スポーツや食事、様々な方法や手段でコミュニケーションをとり、一緒
に笑ったり泣いたりすることができる。ということを知ることができま
した。

私は活動に参加することが苦痛になっていました。
JC を思い切り満喫したいと思って入会してくれたみなさん。それを
実現するには、自分一人の力だけでは叶わないと私は思います。職場や

国際交流はもちろん、盛岡、岩手、日本のために、様々な業種のメン

家族の支えが大事になります。職場や家族の理解が必要です。

バーがそれぞれ違った角度から気づき、考えていくことで、確実に結果

私にはそれを実現できる力や知恵がなく、レアキャラのまま卒業を迎

はついてくることも知りました。やり方はひとつじゃない。成功への道

えてしまいます。活動に参加できなかったこと、
とても後悔しています。

は、いくつでも切り開いて進むことができると実感した数年間でした。

色々なメンバーと触れ合える今を大事にしてください。無理せず、周り

決して、J C に入会しなければ会うことができなかった様々なメン

の状況を見ながら参加してください。私みたいな中途半端なレアキャラ

バーとの出会いは、人生においても仕事においても、大きな意味があっ

は、迷惑ばかりかけてしまいます。難しいな、苦しいな、と思ったとき

たのではないかと思います。

は、一度立ち止まり、休むことも大事な選択肢だと思います。その方が

人とのつながり、相手を思いやること、まだまだ「得た学び」とは言
えないですが、今までの経験や出会いをもとにこれからも『学び、成長』

楽になることもきっとあります。無理せず、色々な角度から、参加でき
る方法を探していってください。

していこうと思います。

みらいを創る～卒業後のビジョン～
家族のために、生きる。かな・・・
守らなくてはいけないものが、たくさん増えました。もっと大切なも
のを増やし、大事にしていきます。大事にできる手段の一つとして仕事
は欠かせません。
私の趣味は、仕事です。休みがあると不安です。卒業後も今以上に忙
しく、仕事をし、たくさんの患者さんを笑顔にするお手伝いを続けてい
きます。父が築いてきたものを、子供たちに繋げていくように、日々勉強、
日々努力を忘れず、挑戦し続けます。他業種のメンバーとふれあい、語
り合うことでたくさんのヒントを得ることができました。それをかたち
にし、実行していくことで、今以上に充実した仕事人生を成功させ、満
喫します。
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JCプロフィール

日

影

直

会 社 名 （株）日盛包装
生年月日 1980 年 12 月 5 日
血 液 型 O型

JC 活動を通しての想い、得た学びや経験

‘16
‘17
‘18
‘19
‘20

会員拡大委員会
事務局次長
岩手ブロック協議会  いわて JAYCEE アカデミー委員会  塾生
ひとの繋がり創造委員会 委員長
戦略広報室 室長
常務理事
組織開発室 室長
東北地区協議会 東北ゼミナール委員会 ゼミ生
専務理事

新入会員・会員へのメッセージ

2014 年に入会し７年の活動期間でしたが、これほどまでに自身を成

コロナ禍において、ひとによっては JC 活動への意識が一変したかも

長させてくれる団体は他にないと思います。それくらい JC は様々な機

しれません。しかし、この先どのような状況下になっても JC の理念が

会を私に提供してくれました。例えば、事業を構築するにあたり目的を

変わることはありません。そして、どのような状況下でも不断に自己を

達成するために努力することはもちろんですが、どのような状況下でも

変革し、周りが憧れる「かっこいい JAYCEE」であり続けてください。

目の前のことに真摯に向き合い、諦めない気持ちをどれだけ強く意識し

皆様の一挙手一投足は住み暮らすまちや社会のみらいを創ります。
また、

取り組むことが必要であるかを学ばせていただきました。そして、非力

ひとの繋りには無限の可能性が秘められております。どうか JC で出会

な私でも JC で出会えた仲間の支えがあったからこそ成し遂げられたこ

えた仲間を信じ、
諦めない気持ちを強くもって活動に邁進してください。

とが多々ありましたし、その結果自身の価値観や視座を拡げてくれる大

皆様のこれからのご活躍をご祈念申し上げます。

変貴重な経験をさせていただきました。
「もし JC に入会していなかった
ら、いまの自分はどのような人間であったか」と考えることがあります
が、未だ想像がつきません。しかし、入会したことで出会えた多くの仲
間からの支えや刺激によって自身の成長に繋がったことは断言できます。
長いようで短かった７年間でしたが、入会して本当に良かったと実感し
ております。JC を通じて出会えたすべての皆様に感謝申し上げます。

みらいを創る～卒業後のビジョン～
家業を継ぐと決めてから祖父や父が描いてきた理想の会社とは何かを
常に模索してきましたが、JC を通じて得た知識や経験は、私や社員が
同じビジョンをもって社会に貢献する目的意識をより強く意識させてく
れる機会を提供してくれました。まだまだ若輩者ではありますが、目先
の利益だけに捉われず、社会に貢献できる会社を目指してまいります。
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人

‘14
‘15
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JCプロフィール

緑
会 社 名
生年月日
血 液 型

川

貴

‘14
‘15

洋

‘16

盛岡グランドホテル
1980 年 3 月 14 日
O型

‘17
‘18
‘19
‘20

会員拡大委員会
まちの魅了発信委員会 幹事
岩手ブロック協議会  いわて JAYCEE アカデミー委員会  塾生
社会の担い手創造委員会
未来特別委員会 委員
岩手ブロック協議会 総務広報委員会 委員長
会員拡大委員会 副委員長
JC ブランディング委員会
国際社会研究委員会 委員長
岩手ブロック協議会 総務広報委員会 委員
会員拡大委員会
岩手ブロック協議会 選挙管理委員会 委員

JC 活動を通しての想い、得た学びや経験
新入会員・会員へのメッセージ

JC を 100 倍楽しむ 10 の方法
1、「仲の良い特定のメンバーだけでつるまない」
JC は機会の提供です。色々な方と積極的に関わろうとすることで
新たな扉が開けます。
2、「公式の会は 24 時には撤収」
40 歳が近くになるにつれ、どんどんお酒が弱くなります。深酒は、
記憶もお金も翌日のエネルギーも失います。
3、「お金が無いならある人にたかれ」
無いなら素直に甘えましょう。しかしその替わり、しっかり盛り上
げる役に徹する事が大切です。
4、「会社の人に見られても恥ずかしくない活動をする」
会社の方々にはどのような事をしているのか伝わらないものです。
対外事業などは、社員などに積極的に声をかけ活動する姿をお見
せしましょう。
5、「会社の人には言えない秘密を作る」

私が新入会員の時に言われた言葉があります。
『JC に入ったからには、 爪あとを残さなきゃいる意味ないよ』
この言葉は、7 年間の JC 生活の中で自分の柱となりました。毎年、様々
な経験をしてきましたが、 やはり 1 年目の学びはとても重要だと感じてお
ります。
もし、 JC をやっていなかったらどんな 40 歳を迎えていたのか。
別の道を知ることは出来ませんが、今はプラスの感想でしかありません。
新入会員の皆さん、 JC は大人の学校です。しかし、 学ぼうとしない人
には誰も教えてはくれません。 是非、自分の立ち位置は自分で探し、 掴
み取ってください。不慣れでも、 その努力は必ず人を輝かせます。
会員の皆さん、 一年目の会員に沢山の情報を与えてください。 会社の
新入社員でも、 子供でも、 最初に吸収した事は、 その後の人生の柱にな
ります。

人との関係が深まります。JC メンバーだからこその深いパイプが
形成されます。
6、「JC を半分は仕事、半分は趣味と思え」
活動しても給料は出ませんが、会社の代表として参加しています。
仕事や休みの時間も使用することもあります。このバランス感覚
を持ち、周囲への発言と自身の気持ちの持ち方に努めましょう。
7、「会社や家庭は敵に回してはいけない」
時間を使うという事は、どこかに影響が必ずでます。JC を優先し
なければならない時もありますが、通常モードでは仕事や家庭を
今まで以上に優先し、JC に行くことを応援してもらう環境づくり
をしましょう。
8、「自分の居場所は自分で作る」
ただ、いるだけでは時間とお金の無駄です。仕事ではやらないことに
チャレンジする事や、人の輪に飛び込む勇気をもって臨みましょう。
9、「女性会員をチヤホヤする」
男性だけで物事を進めると適当になる時があります。女性会員なら
ではの視点は適度な緊張を与えます。様々な意見を受けて判断す
るためにはチヤホヤは重要です。
10、「過去の委員会メンバーを大切にする」
単年度制には良さと悪さがあります。切り替えも大事ですが、ドラ
イになり過ぎるのもよくありません。各年で共に活動した仲間は
財産です。

みらいを創る～卒業後のビジョン～
知らない事は、 一番怖い事です。
JC 活動や集いに参加する事で様々な場面から情報をインプットする事
が出来ました。
しかしこれからは別のアンテナを使って情報の取得に務めなければ時代
に取り残されてしまいます。常に、この情報化社会の中心にいられるよう
に機会の提供や、自ら掴みにいく姿勢は継続をしていきたいと思います。
そして、 一番は培ったこの仲間たち、 いや、 戦友たちの絆を大切に 40
代を歩んで参ります。
中年世代は身体に異変が起こりやすくなる年代です。睡眠、学習、栄養、
適度な運動のバランスを大切に今後も前線で戦って参ります。
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JCプロフィール

本

宮

貴

‘15
‘16

浩

‘17
‘18
‘19
‘20

会 社 名 （株）うららか
生年月日 1980 年 6 月 30 日
血 液 型 B型

JC 活動を通しての想い、得た学びや経験

新入会員・会員へのメッセージ

私は、2015 年に入会し５年間の JC 活動を経て一番の学びは、委員

日本の人口減少と同じようにこの組織も会員の減少という課題を抱え

長をした時です。議案と向き合う中で一番重要なのは背景であるという

ています。この組織の本質は会員一人ひとりの自己成長にあると思いま

こと、つまり、課題設定力について学びました。手法というのはその気

す。そこで培った経験を発揮していくことで、それを見た周囲の方々

になれば 100 いや 1000 でもあると思います。しかし、正しい課題を

が主体的に JC に入会してくるということが本当の意義になってくるの

設定しなければ、目的や手法は決して効果的にはならないということで

だと思います。今後の盛岡 JC を引っ張っていく皆様が成長の機会を

す。常に「誰のために？何のために？なぜ？」というキーワードを自分

チャンスと捉えて自ら掴み取っていって欲しいと思います。
「Learning

に問いながら正しい課題を設定し今後は新たなステージで更に成長をし

by

ていきます。

みらいを創る～卒業後のビジョン～
私は、JC に入り自分と向き合う中で人生の目的を掲げました。「自
己成長を通じて自分に関わる全てのひとを幸せにすること」です。その
為に、更なる会社の発展の為に自己成長を続け幸せな経営者になります。
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会員拡大委員会
事務局次長
岩手ブロック協議会  いわて JAYCEE アカデミー委員会  塾生
地域交流委員会 委員長
会員拡大室 室長
組織開発委員会
JC ブランディング委員会
岩手ブロック協議会  いわて JAYCEE アカデミー委員会  塾長

みらいを創る

2020 年度 卒業記念誌

Doing（やって学ぶ）
」

JCプロフィール

佐
会 社 名
生年月日
血 液 型

藤
エクナ（株）
1980 年 1 月 19 日
A型

JC 活動を通しての想い、得た学びや経験

透

‘16
‘17
‘18
‘19
‘20

会員拡大委員会
事務局次長
岩手ブロック協議会  いわて JAYCEE アカデミー委員会  塾生
組織の力拡大委員会 委員長
国際研究室 室長
副理事長

新入会員・会員へのメッセージ

今でも強烈に記憶に残っています。 私が入会した 2016 年、 訳も分

新入会員の皆さんは、 何を求めて盛岡青年会議所に入会されました

からないままに旅行気分で帯同したサマーコンファレンスでの事。 横浜

か？仕事以外で地域貢献がしたい、 人脈を広げたい、 自己研鑽の機会

という地に全国から集まった各地会員会議所の会員の数の多さに圧倒

が欲しい、 仕事に繋げたい、 ひとによって様々あるかと思います。 入

されながら、 メインホールで始まったオープニングでは、 年齢もほとん

会 1 年目が終わろうとしていますが、 それは満たされそうですか？もし

ど変わらない同じ会員が、 止揚（アウフヘーベン）という聞いたことも

かしたら自分は何も求めておらず、 自分の意志と関係なく入るよう言わ

ない言葉をテーマに凛々しい姿でプレゼンテーションをしている。 その

れて入会された方もいらっしゃるかもしれません。入会して今よかったと

パフォーマンスと内容の濃さに、 強く胸を惹きつけられました。 それか

思えていますか？

ら 5 年という月日が経ち、 盛岡青年会議所を卒業する今、 筆を執りな

私自身、 入会の契機は OB 先輩の紹介であり、 入会当時に求めてい

がら思っている事は、 あの日見た凛々しい姿に私は少しでも近づけたの

たことと言えば、 少しでも知り合いが増えたらいいかなという程度でし

かな、という事です。

た。 知らないルールに戸惑うだけでその意味を知ろうとせず、 事業や

そんな憧れを持つ機会を得て、 入会 2 年目から今年に至るまで、 有
り難いことに毎年役割をいただくことができました。 会社などでは今よ

作業があるとプライベートの時間を割く事を嫌がり、 口を開けば大した
案も出ず愚痴ばかりを言う、 そんな人間でした。

り一つ上の役職と同じ仕事ができて初めてその役職を任せられるもの

そんな私が卒業を前に今感じているのは、 仲間、 経験、 知識という

ですが、 私はその時々受けてきた役割を担うには人間として足らない

持ちきれないほどの宝物を得られた喜びと、 それを与えてくれた盛岡

日々を常に過ごしてきました。 その度に自分の弱い気持ちに負けたり、

青年会議所への感謝です。 私が自分の経験から言えることは、 事業は

動かずに愚痴をこぼしたりすることもありましたが、 仲間に助けられ、

機会だと思い積極的に参加し、 役割を好機だと思い担う事を、 仕事や

支えられながらなんとかやり切る中で、 様々な視座で物事を考える経験

プライベートの時間をやりくりして続けてきたからこそだと思うんです。

させていただきました。この盛岡青年会議所での経験は私にとって最も

新入会員の皆さんがいつか卒業される時、 心から喜びと感謝を感じて

大切な財産となりました。

いらっしゃることを祈念しております。 そしてメンバーの皆さん、 未来
の盛岡青年会議所を宜しくお願い致します。

みらいを創る～卒業後のビジョン～
私は主に県内企業様への OA 機器や業務ソフトウェアの販売とサポー
トを通じて、 業務改善や効率化のお手伝いをさせていただいておりま
す。 人口減少や地域経済の悪化などの不安材料は依然消えない中で、
企業が生き残っていく為に業務のデジタル化は必須です。 私は、 これ
からの仕事を通じてこの地域に根差す企業様における DX の推進と実
現をサポートしていきたいと考えています。また、 2018 年に組織の力
拡大委員会委員長を務めさせていただき、 ひとの持つ異なる多様な価
値観を受容し合いながら、 同じ目的に向かってベクトルを合わせること
の重要性を発信しました。しかしながら、 それを実践し持続することは
とても難しく、 自分の今いる会社もこの姿であるかと言われると、まだ
まだ遠く及ばない状況です。 私は自分の勤めている会社という組織の
力を最大化する為に、 引き続き取り組んでいきたいと考えております。
あと私的な事ですが、 在籍中に多くの仲間が奥様や旦那様、 なによ
り子供たちに支えられ、 力をもらい頑張っている姿を何度も見てきまし
た。 見る度にいいなぁと羨み、 その景色から目を背ける日々でしたが、
やはり私もそんな力の源が欲しいので、諦めず婚活の方も頑張ってまい
りたいと思う所存でございます。
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JCプロフィール

神

山

光

司

JC 活動を通しての想い、得た学びや経験
私が盛岡青年会議所で経験した事は大きく分けて３つあると思ってい

事務局次長

‘19

次世代育成委員会

‘20

次世代育成委員会

新入会員・会員へのメッセージ
私は 2017 年度に入会し、2018 年に事務局を経験させていただき
ました。

1 つは団体としての運営、事業に対する議論・構築など、今まで経験
したことが無い内容で非常に貴重な経験を得ました。
２つめは事業です。実際の事業を通して誰のために何のために行うの
か、深く考える機会となりました。
３つめは出会いです。たとえば次年度の委員会発足時は、よそよそし

そこで見た理事会の運営、皆さんの議論、事業の構築など、今まで経
験したことが無く、非常に貴重な経験を得ました。
JC マジックでしょうか・・・何もわからず不安で辛かった事務局が、
「最後にはやれて良かった。
」と思えるようになりました。
入会してから出会った方々はとても魅力的で刺激をうけましたし、接

いメンバー達ですが、事業の準備・実施を通して仲間となっていきます。

しているうちに自然と、この人のためなら！と思うようになっていきま

最終的にはもう１年おかわり！と思えるほどに絆が深まります。

した。
これこそ私がマジックにかかった一つの要因ではないでしょうか。

一生付き合える友人と出会える素晴らしい機会ばかりでした。
そうです。思い返すとやはり修練・奉仕・友情でした。
私が盛岡青年会議所で得た経験は、どれも普段の生活では接する事がで

盛岡に知り合いが少なかった私は、出会いを求めて盛岡青年会議所へ
入会しました。
卒業する今、出会える人達がやはり最大の魅力だと感じていますし、

きない事ばかりですし、またこの経験はどの委員会・役職においても、

誰かのためそして自分のために行動する事で世界を広げる事ができる！

自分のスタンス次第で得るものだと実感しています。

と思える素晴らしい経験ができたと実感しています。

とても良い経験、そして出会いに感謝しています。ありがとうござい
ました。

皆様がこれからも、
ますます出会い・経験を得て成長されます事を願っ
ております。

みらいを創る～卒業後のビジョン～
時代の変化が速く、今までの経験が通じない、未来予測が難しい時代
となりました。
正直なところ具体的な未来はまだ描けていません。
ただ、「自分と関わる人たちを笑顔にすること、そしてそれが未来に
つながる。」と、漠然と思っています。
「出会い・経験により成長し、考え方次第で世界を広げる事が出来る。
」
という事を周囲に伝えるような人間になれたら素敵だと思います。
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会員拡大委員会

‘18

岩手ブロック協議会  いわて JAYCEE アカデミー委員会  塾生

会 社 名 （株）Z E N
生年月日 1980 年 3 月 1 日
血 液 型 B型

ます。

‘17

みらいを創る
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JCプロフィール

工

藤

逸

会 社 名 （株）大翔興業
生年月日 1980 年 7 月 18 日
血 液 型 B型

JC 活動を通しての想い、得た学びや経験
私は 2017 年盛岡青年会議所へ入会させていただきました。
最初は盛岡青年会議所に入会し凄い宗教団体？癖が強い人達？とても驚
かされ正直最初は入会したことを後悔しました。
そんなこんなで JC カップの司会、日本出向、羅東国際交流など色々

也

‘17
‘18

‘19
‘20

会員拡大委員会
まちの担いて育成委員会
岩手ブロック協議会  いわて JAYCEE アカデミー委員会  塾生
日本青年会議所 技術開発投資推進委員会
地域開発委員会
国際社会創造委員会

ないと、何も得ないまま無駄になってしまうと思います。
現役会員、新入会員の皆様は後悔のないようにおもいっきり JC 活動
を楽しんでやって下さい。自分の為、
家族の為に今後も JC 活動を頑張っ
て頂きたいです。
そして、JC を今後もうらやましい団体、生まれ変わってもまた入り
たい団体であり続けてほしいと思います。

な経験、OB 先輩方、現役会員、同期メンバーから色々な学びをいただ
きました。
そして、ここは宗教ではなく明るい豊かな社会に向けて皆ものすごい
勢いで頑張っていると痛感させられました。
色々と苦労はありましたが、盛岡青年会議所入会して良かったなと心
から思っております。
JC として学びを得たものを、生涯私の宝物とさせていただきます。
3 年間、大変お世話になりました。ありがとうございました。

みらいを創る～卒業後のビジョン～
私は、面白い話もできるわけでもなく、容姿が良いわけでもなく、リー
ダーシップがあるわけでもなく、人より優れたところがない私ですが、
盛岡 JC に入会し本当に多くの機会をいただき、様々なスキルを身につ
けることができました。
JC カップの司会などをやらせていただいた経験、そして色々な学び
をもらいそれを無駄にすることのないよう、これから家庭、仕事、地域
をよりよく豊かにしていきたいと思っております。

新入会員・会員へのメッセージ
私の場合、在籍期間が短く現役メンバー、新入会員に伝えられること
は多くありません。
JC 活動にあまり出席できなかった事を思えば後悔しています。
満足のいく JC ライフを送ることは叶いませんでした。
もし、JC 活動にもっと多く参加していたら、また違った幸せな人生を
送っていたのだろうと思います。
何をしたくて入会したか、何に興味を持って入会したかを考えていか
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JCプロフィール

谷

藤

大

会 社 名 （株）橋 市
生年月日 1980 年 8 月 7 日
血 液 型 A型

JC 活動を通しての想い、得た学びや経験

会員拡大委員会

‘18

ひとの繋がり創造委員会
岩手ブロック協議会  いわて JAYCEE アカデミー委員会  塾生

‘19

次世代育成委員会 委員長

‘20

ビジネス創造委員会

新入会員・会員へのメッセージ

私の JC 活動は 2017 年 10 月の盛岡青年会議所創立 65 周年記念式

年齢も出身学校も会社も役職、立場も違う人が集まり、こんなにも多

典から始まり、3 年 3 ヶ月という短い時間でしたが、その中で多くの

くの時間を一緒に過ごし、社会人になってからこんなに強い絆で結ばれ

学びと出会いを得ることができました。

る仲間と出会える場所が他にあるだろうか。

入会した時点で残りの時間は分かっていましたので、この限られた時
間を精一杯活動してみようと思って入会したことを今でも覚えています。

そんなたくさんの仲間と出会い、活動の中で得られた多くの学びと成
長の機会は消えることのない私の一生の「財産」です。

平成から令和となった 2019 年、次世代育成委員会委員長の役職と

たくさんの出会いと成長の場を与えてくれた盛岡青年会議所の活動に

仕事においては社長に就任したこの年は私にとって様々な試練と共に大

対して、これからも OB として、精一杯の応援と協力をしていきます。

きな成長と学びを得ることのできた 1 年となりました。この１年は宮
野副理事長、豊岡室長、北條副委員長、坂本幹事、そして委員会メンバー
と本当に多くの時間を一緒に過ごしました。時にはルームで、時にはも
りおかのまちの中を走り、時には相撲の土俵の横で、そして時にはラウ
ンドワンで・・・。本当にたくさんの時間を色々な場所で過ごしました。
委員長の役を全うする自信を無くした時に、「絶対に全力で支えます」
と言って下さった豊岡室長には本当に心から感謝しています。
JC 生活の中で一番大切だと感じたことは、「信頼」でした。これは
私自身が相手を信頼することと、自分自身を信頼してくれている仲間が
いるという二つの「信頼」です。信頼をしてくれている仲間がいるとい
うことがどれだけ自分に力を与えてくれたか計り知れません。
限りある時間を「仕事」、「JC」、「家庭」へと上手に配分したり、何
かを犠牲するのではなく、全てにおいて 100％全力で取り組むことが
事を成すことになるのだと強く感じました。
こうして JC を無事に卒業することができるのは、この盛岡青年会議
所で出会った仲間と会社の従業員、そして家族の支えがあったからだと
心から感謝しています。本当にありがとうございました。

みらいを創る～卒業後のビジョン～
３年３ヶ月という短い期間ではありましたが、この盛岡青年会議所で
の活動の中で得られた学びを卒業後も自分自身の成長へと繋がる意識と
行動へ変えていきたいと思います。
社業がビジネスの面からも、もりおかのまちとひとの発展に寄与でき
る会社とすることが私の目標です。
そして JC は卒業しますが、これからも社業と共に様々な地域や人々
の活動に対して、特にも子供たちや青少年の健全育成に関わっていきた
いと思っています。
仕事、地域活動、家庭すべてに 100％で取り組んでいける自分でい
られるようにこれからも努力・精進していきます！
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樹

‘17

みらいを創る

2020 年度 卒業記念誌

かけがえのない限られた時間の JC 生活を悔いのないように精一杯駆
け抜けて下さい。
これからも皆さんの活躍を期待しています！

JCプロフィール

吉
会 社 名
生年月日
血 液 型

田

由

佳

‘18

組織の力拡大委員会

‘19

地域開発委員会
岩手ブロック協議会  いわて JAYCEE アカデミー委員会  塾生

‘20

国際社会創造委員会

心（み）ココロ★
1980 年 3 月 21 日
B型

JC 活動を通しての想い、得た学びや経験
☆事業を行うことがどれだけ大変なことなのか
☆限界を超えた努力の先に見えた成長と達成感
☆人は 1 人では何も成し遂げられないということ

新入会員・会員へのメッセージ
子育て・仕事・JC 活動とバランスをとりながら活動してきましたが、
もう限界と思うことも何度もありました。
しかし、見るからに限界を超えているのに、与えられた役割を惜しま

☆持続的に記憶に残せる事業に携われるということ

ず諦めず頑張っている同期や先輩を目の当たりにし、自分も一緒に頑張

☆これまで持っていた固定観念を打ち壊し、自他を信頼してできた自己

ろうと！！必死にくらいついてく毎日でした。

成長

尊敬でき、信頼できる、かけがえのない大切な親愛なる友が出来たこ

☆共に努力して邁進した日々の先にみえた細胞レベルでの信頼と友情を
学びました。

と！！は何より

私の宝

です。

JC 活動はマインドチェンジができる宝の宝庫 !!

事業設営や参加を通して感じたことは

色々な事業に参加して 【ココロのステイ】をとっぱらい自分の価値観

☆先輩方が繋いでくれた歴史があるからこそ事業を行うことができる有

や学んだことをアウトプットして他人の価値観を共有し学んだことをイ

り難さ

ンプットして【ココロのムーブ】を起こして欲しいです♪

☆参加することで次世代に繋いでいける有り難さ
ラストイヤーである 2020 年度は新型コロナウィルスの影響でオンラ
インメインでの新たなスタイルで作業して取り組んできました。
私生活の方も困窮のさなか、新しい形の設営に仲間と共に歩んでこれ
たこと
個人が持つ価値観は人それぞれ。そんな中でも諦めず奮闘できたのは
沢山の支えがあったからこそだと思います。
同じ時代同じ時間を共に過ごし歩んでこれて、感謝の気持ちでいっぱ
いです。

みらいを創る～卒業後のビジョン～
☆心身ともに健やかであるように持続可能な健康管理の提供
☆世界平和の願いを筆頭に、個人の幸せを満たす方法の価値観の共有と
伝授
☆永続的に簡単に管理できる無意識レベルでの思考の構築の講座開催
☆心身の健康メンテナンスをできる福利厚生を必然にする企業改革
☆娘との時間を大切に、色んな世界を体験させたい
☆自身を支えてもらえる存在の方と共に家族仲良く歩んでいくこと
JC 活動を通して繋がることができた人間関係のつながりを活かし、
今後は安心安全、心豊かな街作り、心作りを、共にみらい構築していけ
たら幸いです。
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JCプロフィール

遠

藤

忠

会 社 名 （株）遠 忠
生年月日 1980 年 8 月 27 日
血 液 型 B型

JC 活動を通しての想い、得た学びや経験

組織の力拡大委員会

‘19

JC ブランディング委員会

幹事

岩手ブロック協議会  いわて JAYCEE アカデミー委員会  塾生
‘20

国際社会創造委員会

副委員長

新入会員・会員へのメッセージ

私は 2018 年に盛岡青年会議所に入会しキャラが確立した同期会員

新入会員の皆様にお伝えしたい事は、JC に使われることなく JC を

の多い中で埋没せぬ様、また 40 歳までの 2 年と少々の在籍期間、自

使ってたくさんの経験・知識・仲間を得てください。チャンスと言う成

分なりのインパクトで何を青年会議所に残せるかを考え JC 活動に邁進

長の機会は皆さんに平等に与えられます。それをチャンスと思えるか気

してまいりました。その中で言葉や文字では表せない多くの機会・出逢

付けるか掴めるかは人それぞれですが、前向きな気持ちが自分を成長さ

い・学び・気付きを得ることが出来たと確信しています。

せ周りも成長させます。40 歳で卒業と言うルールの中で失敗を恐れず

2019 年は JC ブランディング委員会の幹事を拝命し、鳥居誠委員長

日々挑戦し続けて下さい。大きな変化を起こすのではなく日々の活動の

と長瀬智也副委員長のもと、共に盛岡青年会議所並びに各委員会活動を

中で少しずつでも変化を起こすことが重要だと思います。そこには感謝

対外・対内に発信すべく活動しました。多くのシャッターを切った事、

の気持ちを忘れずに行動してください。

ファインダー越しに見る伊藤淳之介理事長や会員一人一人の姿はとても

会員の皆様にお伝えしたい事は、
感謝と尊敬の気持ちしかありません。

眩しく、輝きを放ちながら活動する様をいつも尊敬と憧れの眼差しで見

本当にありがとうございました。これからもお付き合いのほどよろしく

ていた事が思い出されます。2020 年は国際社会創造委員会の副委員長

お願いします。

を拝命し、同期会員の向井誠委員長と米谷猛幹事の気楽な委員会活動と
思いきや、山あり谷ありの活動でした。委員長と幹事に押し付けてしまっ
た事が多く深く反省しております。二人にはこれから恩返しをしていき
たいと思います。
JC 活動は日々の活動の中で多くの学びや経験が得られます。その裏
では支えてくれる家族の存在や理解のある会社の存在を大きく感じるこ
とが多くありました。同様に一緒に活動するメンバーへの感謝の気持ち
も日々大きくなりました。感謝の気持ちでいっぱいです。強いて言えば
もう少し早く盛岡青年会議所に入会すれば良かったと感じました。

みらいを創る～卒業後のビジョン～
今後は JC 活動で得られた経験や知識を使い、社業の発展と地域発展
の為に挑戦し続けます。また仲間との繋がりをより深くし、自分を支え
てくれる家族と仕事や地域で関わる全ての人が幸せになる事を目標に活
動します。
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寿

‘18

みらいを創る
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JCプロフィール

續
会 社 名
生年月日
血 液 型

橋

志

保

ダイナリアルティ（株）
1980 年 8 月 13 日
O型

JC 活動を通しての想い、得た学びや経験
最初に出てくる言葉は、
「あと１年でも多く、現役で活動していたかっ
た」です。
職業や生活、入会した背景もすべてが異なる人達で構成されながら
も、
「明るい豊かな社会」の創造を念頭に、仲間と共創した多くの日々は、
偉大なものを運んでくれました。
入会しなければ交わらなかった多様な「仲間」、自分は未熟だと知っ
た「気付き」、新たな可能性を知った「発見」、事業をやり遂げた時の「達
成感」、将来の肥やしとなる「経験」、同じ志を持つ性別を超えた仲間と
の「縁」、組織作りの過程や重要性を知った「学び」。これらは、今後
の人生・自分自身を形成する貴重な 1 ピースとなりました。毎年、携
わる仲間も主な活動内容も異なり、それぞれのカラーがあることで、歳
甲斐もなく都度新鮮な気持ちで活動できました。最後の１年間はコロナ
ウィルスの影響から活動が思うようにできず、どうしてよりによってこ
の卒業の年にと思いましたが、これは逆に「使命」だったと感じます。
この状況下だったからこそ生まれた工夫やエネルギー等発見もたくさん

‘18

組織の力拡大委員会

‘19

社会研究委員会
岩手ブロック協議会  いわて JAYCEE アカデミー委員会  塾生

‘20

JC ブランディング委員会

副委員長

新入会員・会員へのメッセージ
自分よりも遥かに家庭や仕事や JC を立派にこなしている方現役で活
動中、ОＢの先輩方が創り上げたものが偉大で確かなものだったからこ
そ、その知識とその道を糧に活動・運動できる場面が多くありました。
今後も、もりおかの明るい社会を形成していく為には盛岡青年会議所の
団体を確かな形で後世に引き継ぎ、培ったこの偉大な財産を汚すことな
く、不要なものは削りながらも新たな付加価値を見出していくことが必
要だと思います。私は、自身の娘が社会人となった際、経済青年人とし
ての経験を養うためにも、この盛岡青年会議所を通じて、住み暮らすも
りおかに触れてほしいと思っています。どうか、途絶えることなく、後
世に残る団体を引き継いでいってください。現役メンバーの方が、価値
を創造し続けることで、卒業してからの「盛岡青年会議所の価値」の輝
きも増します。そのサイクルが、明るい笑顔が溢れる未来へのはしごに
なると思います。そして、そう人生の時間は多くありません。何を優先
にすべきか、何をどこで選択し動いていくのか、貴重な時間を大切にし
ていってほしいと思います。

ありました。貴重な体験でした。
盛岡青年会議所の入会の声を掛けてくれた、同級生である小谷地麻里
君には本当に感謝しています。そして、18 の同期、すべてのメンバー
の皆様、時間と理解と協力を与えてくれた家族や会社、深く感謝申し上
げます。一生における素敵な経験を本当に有り難うございました。

みらいを創る～卒業後のビジョン～
人口減少、高齢化社会、孤立社会、環境破壊等さまざまな課題が山積
みの中、今後もりおか、日本は、住む子供たちの笑顔を絶やすことなく
持続できているのでしょうか。私個人の力では、この問題を一度に解決
することは到底無理です。でも、たくさんの小さな幸せへとつながる仕
掛けを作ることはできます。まずは、私にとって身近で大切な人を幸せ
にする努力を惜しみなく行っていきます。家族、仲間、お客様、会社、
それぞれのたった一つの幸せな笑顔は、さまざまな形で、さまざまな方
向に派生し、やがては大きな成果として形成されます。ここでの宣言が、
私自身への「約束」となります。青年会議所で培った経験や知識を無駄
にすることなく、取り組んでいきます。
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JCプロフィール

染
会 社 名
生年月日
血 液 型

井

佑

1 年と 11 ヶ月、短い期間しか所属する事が出来ませんでしたが、一
生に一度の素晴らしい経験を得ること出来たと強く感じています。
1 年目、青年会議所について何も分からない私は池野委員長のもと
JC の基本を学び、素敵で頼りがいのあるメンバー、同期と出会い、また、
様々な事業に参加する事ができ、大変楽しい入会 1 年目でした。
2 年目、若い松浦委員長のもと、最終年なので事業を盛り上げるぞー
と息巻いて臨みましたが、コロナ禍の為に若干不完全燃焼で卒業を迎
えてしまい、正直もう 1 年松浦委員長のもとで事業を行いたいと思い、
しかしその様な事は叶わないのでその想いは胸にしまっておこうと思い
ます。
短い期間でも、様々な人達と出会う事ができ、大変素晴らしい団体に
参加できてとても幸せでした。皆様、こんな私をあたたかく仲間にむか
いいれて頂き有難うございました。

みらいを創る～卒業後のビジョン～
入会する事により、私は自分が普段所属している団体では学ぶ事が出
来ない事を学びました。「SDGs」は入会前まで聞いた事もありません。
「地域コミュニティの現状」についても全く考えたこともありません
でした。様々な事業に参加し普段接する事が無い人達と出会い、学ぶ。
こんな素晴らしい経験はなかなか味わえる事は無いと思います。
職業柄、偏りのある事しか今まで学んで来ませんでした。しかし、こ
れらの学びを得ることで、自分の知識の狭さを自覚し、また新しい知識
を身に付けることが出来たのは、盛岡青年会議所に所属したからです。
卒業後、自分の職業に盛岡青年会議所で学んだことを是非反映出来る
様に、これからも様々な形で学びを続けたいと思っております。

みらいを創る

2020 年度 卒業記念誌

組織開発委員会

‘20

地域開発委員会
岩手ブロック協議会  いわて JAYCEE アカデミー委員会  塾生

染井デンタルクリニック
1980 年 7 月 21 日
A型

JC 活動を通しての想い、得た学びや経験
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介

‘19

新入会員・会員へのメッセージ
新入会の皆様、まずは入会おめでとうございます。そして卒業生の為
にお忙しい中、様々な準備をして頂き大変感謝をしております。
新入会員の中には私のように短期間で卒業の方も居れば、長く所属さ
れる方も居ると思います。私は短い期間でしたが、多くの方々のサポー
トで素晴らしい経験が出来ました。
会員の皆様、特に 1 年目の会員拡大委員会のメンバー、同期の仲間
達には感謝しかありません。私が途中でドロップアウトしなかったのは
皆様のサポートがあったからです。
２年目の地域開発委員会のメンバー、 特に松浦委員長、 今野副委員長、
二人とは濃密な時間を過ごしました。少しコロナ禍の影響で不完全燃焼し
てしまいましたが、とても楽しく過ごせる事ができ感謝しております。これ
からも盛岡青年会議所を盛り上げる為には会員一人一人の行動が重要にな
ると思われます。一人一人がヒーローになり地域を盛り上げて下さい。

JCプロフィール

佐
会 社 名
生年月日
血 液 型

藤

良

二

‘19

組織開発委員会

‘20

ビジネス創造委員会
岩手ブロック協議会  いわて JAYCEE アカデミー委員会  塾生

松栄商事（株）
1980 年 5 月 12 日
AB 型

JC 活動を通しての想い、得た学びや経験
2019 年度に入会し、活動は 1 年余りと短い期間でした。今振り返
ると、長きに渡り熱くお誘いいただいた諸先輩方の言葉を信じ、もっと
早く入会しておけば良かったと少し後悔の気持ちもあります。

新入会員・会員へのメッセージ
お互いを思いやり、仕事、家庭とのバランスを上手く取りながら活動
していただければと思います。
また、活動していく上で納得いかないことや疑問に思うこともあるか

正直なところ、入会に至った最大のきっかけはサッカー部の存在であ

もしれません。それでも、やらされる活動ではなく、同じやるなら楽し

り、全国大会へ出場してみたいという思いからでした。昨年の池野委員

みながらやることの方が効率良く、良いものが創られていくのではない

長は、サッカー部以外の活動にもちゃんと来るのか不安に思ったことで

かと思います。

しょう・・・。思うように参加できないこともありましたが、池野委員

皆様の今後ますますのご活躍をお祈り申し上げます。

長、松本委員長をはじめ、多くのメンバーに支えられ充実した 1 年を
過ごすことが出来ました。
活動を通じて感じたことは、人の繋がりや思いやりの大切さを改めて
実感致しました。それと、１つの事業や目的に対して、メンバー全員で
同じ目標に向かう過程を共にし、やり遂げた時の達成感は何ものにも代
えがたいものでした。
この機会を与えていただいた諸先輩方、多くのメンバーの皆様にこの
場を借りて感謝申し上げます。ありがとうございました。

みらいを創る～卒業後のビジョン～
来年からは OB として、可能な限り JCI 盛岡サッカー部の活動に参
加させていただきます。今年は残念ながら全国大会は中止となりました
が、来年度以降はより高い目標を掲げて頑張らせていただきます。新入
会員の方々とも出会えることを楽しみにしております。
その他としては抽象的ではありますが、JC での繋がりや経験を仕事
や家庭で活かし、未来ある子供たちが、盛岡の街をさらに好きになるよ
うなきっかけ作りの一助となることが出来ればと考えております。
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橋
会 社 名
生年月日
血 液 型

場

誠

組織開発委員会

‘20

ビジネス創造委員会

幹事

岩手ブロック協議会  いわて JAYCEE アカデミー委員会  塾生

医療法人 遠山病院
1980 年 9 月 16 日
O型

JC 活動を通しての想い、得た学びや経験
一年半の在籍期間があっという間に過ぎ去ったと感じております。盛

新入会員・会員へのメッセージ
盛岡青年会議所には、志を同じくする仲間が沢山居ると思います。切

岡青年会議所に入会し、例会や所属委員会活動を通して仲間達と学び、

磋琢磨して困難な出来事にも共に立ち向かい進んでいって下さい。自身

共に高め合いながら困難な出来事にも前向きに乗り切る事が出来たの

を振り返る機会があった時、
必ず自己成長を感じる事があると思います。

は、自身の財産になったと感じております。

多少無理する事があってもやがて自身の糧となりますので仕事・JC・

入会初年度は卒業式設営があり経験が無い中、様々な事に対し不安を

プライベートな時間のバランスを取りながら多くの活動に携わって頂け

感じましたが、同期メンバーと知恵や意見を出し合い纏め上げ、設営出

ればと思います。
そして、
盛岡青年会議所の活動を通して知り合った方々

来た事は貴重な体験でした。感慨に浸る間も無く、次年度委員会の新年

へ感謝の気持ちを忘れずに日々を過ごして下さい。

交賀会設営を控え戸惑う事もありましたが、委員会メンバー全員で新年
交賀会を設営出来た事に協働の素晴らしさを感じました。
委員会幹事の役職を頂き、多くの経験を積めた事、今後の人生に役立
つ事が非常に多かったです。コロナウィルス影響で様々な変更を余儀な
くされましたが、委員会メンバーに支えられながら前向きに楽しく活動
出来た事に本当に感謝しております。

みらいを創る～卒業後のビジョン～
卒業後のビジョンは、盛岡青年会議所で学び得た知識・経験を活かし、
医療業に携わる身として医療を通じて社会貢献していきたいと思ってい
ます。新たな事に前向きに取り組み多くの方々と接する中、自身の成長
に繋げていきたいと考えております。日々を大切に過ごし、自身の可能
性を広げ、知り得た事を病院の職員にも伝えていきながら共に成長出来
る環境作りに励みたいと思います。
ニューノーマルと言われる情勢下において多くの変化が伴いますが、
人付き合いは欠かせません。私は、人が人を創っていくと思います。多
くの人と交流する中で沢山の気付きを頂き、活動していきたいです。
40 歳になり時が過ぎ去るのがとても早く感じています。歳を重ねる毎
に公私共に思い掛けない役割を担う事に驚きもありますが、有り難い事
と受け止め、楽しみながら仕事とプライベートを過ごしていけたらと思
います。
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みらいを創る

2020 年度 卒業記念誌

皆様お忙しい中、卒業式を設営頂き、有り難うございます。盛岡青年
会議所の一層のご活躍とご発展を祈念申し上げます。

