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

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

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

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

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

To provide 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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　未知なるウイルスは私たちに何を訴え、何をもたらしたのか。
　2020年、世界は新型コロナウイルスによって「混沌」という言葉を象徴
する一年となりました。飲食・観光・交通産業等を中心とした経済活動の低迷、
あらゆるイベントや地域活動の開催中止、感染拡大による学校休校や医療崩
壊、祝祭であるはずだった東京オリンピック2020の開催延期、予期せぬ著
名人の犠牲や相次ぐ企業倒産、国民やマスコミによる世論に右往左往する国
会や政府の方針、感染者への言われなき誹謗中傷や差別など、未だかつて経
験した事の無いネガティブな事象が次々と連鎖的に私たちへ降りかかって参
りました。漂う閉塞感、閑散とする市街地、身近に苦しむ市民の方々・・・。
このようなもりおかを見たことは生まれて以来一度もありません。
　
「ただ茫然とこの世界を傍観するしかないのか。」

　私たち盛岡青年会議所も4月16日に全都道府県を対象に発令された緊急事
態宣言を受け、感染防止・事態収束の観点から、4月例会及び事業の中止に
加え、第33回わんぱく相撲盛岡場所の中止、第43回盛岡さんさ踊り及び練
習会の中止など苦渋の決断を下して参りました。また、同時に自粛要請に伴
うひとの直接的な行動やコミュニケーションの制限は我々の活動にも影響を
及ぼし、不安や苛立ちを抱える会員も少なくはありませんでした。今思い返
せば、ひとりではどうしようもない程の大きな力に対し、一歩間違えれば闇
に引きずり込まれそうな日もあったように思います。

　盛岡青年会議所は2020年度、「HERO～笑顔溢れる希望に満ちた未来を
～」をスローガンに掲げ活動をして参りました。HEROとは、誰もが持つ
ひとの弱き心に支配されることなく前向きな心を呼び起こし、在るべき自分
を追い求め不断に自己を変革し続け行動するひとを指します。2020年新型
コロナウイルスによって引き起こされた負の現状に対し、ただ黙って見過ご
すのか、それとも愛するべきひとを守るために立ち向かうのか、それは私た
ち青年に課せられた問いでありました。

「今こそ、もりおかにHEROが必要である。」

　6月臨時総会。私たちは、共に歩み、共に支え合い、共に生き抜くための
決断を致しました。青年の運動を決して止めてはならないという決意のもと、
私たちは年初に公表した事業計画を見直し、新たな計画を立て事業を展開す
ることとしたのです。正解なき世界Withコロナといわれる時代の中、この
地域に何が求められているのか、何をしなければならないのか。一人ひとり
の行動変容、価値観の変化が大きく求められました。

　チャールズ・ダーウィンは著書「種の起源」において、
『最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるわけではない。
唯一生き残るのは変化できる者である。』
という一節を残しております。
　私たち青年に求められていることは、今置かれているこの状況を苦難では
なくチャンスと捉え、今しかできないこと今だからこそできることに、新し
い発想を持ちながら果敢に挑戦していくことにあるのです。新型コロナウイ
ルスによって引き起こされた環境・社会・経済における変化は事態の長期化と
ともに更に加速しています。そして、その変化は地域にとって可能性に満ち
たものであるはずなのです。だからこそ、私たちはその未来が明るい未来で
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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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あるために、新たな時代の潮流を捉え、社会に前向きな
変化を起こすソーシャルイノベーションを生み出す先導
組織として、規定概念に捉われない新しい発想と青年ら
しいアクティブな行動力を武器に、自らの可能性を信じ
果敢に挑戦し続けようと誓いあったのです。

　それからは、デジタルを活用し今までに無い手法を用
いて事業構築を行って参りました。次世代育成事業や国
際社会創造事業などの公益事業では、ZOOMでのオン
ライン配信やYouTubeでの録画配信を行い、対面に頼
ることなく多くの方々に運動を発信することが出来まし
た。羅東國際青年商會との姉妹交流事業では、オンライ
ンでの経済文化交流会議を行い、永きに亘る友情と信頼
の歴史をしっかりとつないで参りました。デジタルの活
用によって時間や場所の制限を超える新たな可能性を見
出すことが出来たのです。
　また、デジタルとアナログのハイブリットでの事業展
開にも挑戦致しました。11月活動報告例会や12月卒業
式例会では、デジタルとアナログ双方のメリットを活か
し、例年よりも多くの方々と同じ時間を共有することが
でき、今まで以上の成果を上げることができました。多
様な選択肢を受容し他者を尊重する包摂的な組織へと進
化し始めたのです。
　更には、オンタイム以外での運動発信にも挑戦致しま
した。ビジネスマッチングサイトの開設ではビジネス
を通じた新たな価値基準においてひとのつながりを構
築し、未来へつなげる地域の絆プロジェクトFacebook
ページの開設では地域の皆様との新たなコミュニティ形
成を行うことが出来ました。常に市民の方々とつながれ
るコンテンツの創造によって組織の発信力を高めること
を可能としたのです。
　そして、盛岡さんさ踊り2020	withコロナバージョン
～もりおかの想いを今、夏の夜空に～やマリ共和国学校
建設プロジェクトにおいては、オープンイノベーション
を推進し、行政・企業・市民など多くのステークホルダー
の方々と協働しながら事業展開して参りました。それぞ
れのノウハウや経験、技術を用いることで、自前だけで
は実現不可能な多大なインパクトを与えることが出来た
のです。
　また、年間を通じてホームページやSNSでの広報活動
にも注力致しました。この情勢でもまちを元気付けるた
めに、まちの未来のために盛岡青年会議所は諦めず積極
的に活動しているということを常に発信し続けました。
ウイルスに負けない姿を見せ続けることで市民の皆様か
ら多くの共感を得ることが出来たのです。
　唐突に起きた社会情勢の変化に対し試行錯誤を繰り返
しながら、盛岡青年会議所は一年間、粘り強く、力強く、
そして決して諦めることなく、一歩ずつ前へ歩んで参り
ました。

　もりおかに笑顔と希望をもたらすために・・・。

　今日現在、未だ世界は「混沌」としています。ですが、
私たち青年は「混沌」にこそ未知の可能性を見出し、率
先して行動することで、愛するひとが住むこのもりおか
に光を差し込んでいかなければなりません。これからも
私たちは困難だと感じる度に自らを鼓舞します。
「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っていくのだ。」と。

　一年間、盛岡青年会議所メンバーが持つ屈強さ、優し
さ、活力、強靭性、高潔さを今まで以上に感じることが
でき、盛岡青年会議所設立趣意にあるよう戦後荒廃した
日本において、このもりおかに光明を見出さんと、青年
の力を信じ行動を起こされた先人方の志が、脈々と今の
私たちに引き継がれていることを実感致しました。この
一年が、メンバー一人ひとりの更なる成長につながった
一年であったこと、もりおかに生きる人びとに少しでも
笑顔と希望をもたらすことができたこと、そして何より
も私たち盛岡青年会議所が不屈の精神で前進できたこと
を心から誇りに思います。

　新型コロナウイルスの影響によりひとの心や国家間の
分断が顕在化し、さもすればこの世は醜い世界のように
思えます。そのような時代だからこそ、今こそ青年の力
が必要なのです。これからも私たちの歩みは決して止ま
りません。私たち盛岡青年会議所は、一人ひとりが笑顔
の理由となるために、HEROとして前向きな心を呼び
起こし、強さと優しさを大事にしながらこの困難や苦境
に立ち向かい続けて参ります。

　2021年度は、田屋舘真瑠久君を理事長とし「強く、
優しく～誰もが理想の未来を描き、挑戦できる社会へ～」
をスローガンに掲げ、明るい豊かな社会の実現のための
力強い一歩を踏み出します。理想の未来に向け、ひとが
もっている強さと優しさによって、エンパワーメント、
インクルージョン、レジリエンス、そしてパートナーシッ
プを実現させ、社会により大きなインパクトを生み出し、
誰ひとり取り残さない持続可能な社会を目指します。最
後に、盛岡青年会議所の運動に対し、ご理解ご協力を賜
りましたすべての皆様に心からの感謝を申し上げるとと
もに、2021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11日（土）に盛岡グランドホテルに於いて、1月
通常総会が開催されました。1月通常総会では、各委員
会の年間事業計画、各会計当初予算、理事の追加選任に
関して、会員から承認を得るために開催し、議長である
松本陽吉君の適切な議事進行のもと、全ての案件が満場
一致をもって承認可決されました。2020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1月例会セレモニーの部では、2020
年度理事長の宮野祐樹君へとプレジデンシャルリースの

　２月21日（金）にアートホテル盛岡に於いて、2月通
常総会が開催されました。通常総会は年に3回（1月通
常総会・2月通常総会・9月通常総会）行われる盛岡青年
会議所全体の会議であり、2月総会では2019年度の各
事業報告と収支決算、そして2020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、全議案は満場一致をもって、承
認可決されました。

　６月５日（金）に盛岡グランドホテルに於いて、6月
臨時総会が開催されました。通常であれば、総会は年に
３回（１月通常総会・２月通常総会・９月通常総会）行わ
れますが、新型コロナウィルスの影響で、今年度の委員
会年間事業計画、一般会計収支予算、公益目的支出計画
管理特別会計予算について修正の必要が生じた為、定款
に基づき臨時総会が開催されました。議長である佐藤透
君の適切な議事進行のもと、全議案は満場一致をもって、
承認可決されました。

　９月18日（金）にホテルメトロポリタン盛岡	NEW	
WＩNＧに於いて、９月通常総会が開催されました。９
月通常総会は、2021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ました。議長である髙
橋数馬君の適切な議事進行のもと、全議案は満場一致を
もって、承認可決されました。
　選任された理事予定者ならびに監事予定者、またそれ
を承認した会員一同ともに、緊張感をもって進められた

1月通常総会

2月通常総会

6月臨時総会

9月通常総会

伝達がされました。プレジデンシャルリース伝達式後、
理事長の宮野祐樹君からご挨拶を頂き、セレモニーの部
は閉会致しました。

　盛岡青年会議所の会員が、新たな2020年度の方針や
事業計画をより理解し、共有する機会となりました。

総会でした。



2020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　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

理事会

ビジネス創造
委員会

11日（土）
1月例会
新年交賀会

9日（木）
第１回ビジネス創造セミナー

（中止）

地域開発委員会
26日（木）
3月例会

地域コミュニティ創造事業Ⅰ

会員拡大委員会
21日（金）
2月例会

異業種交流会

28日（火）～ 30日（木）
WEB配信

第１回仮会員オリエンテーション

25日（木）～ 27日（土）
WEB配信

第２回仮会員オリエンテーション

次世代育成
委員会

26日（土）
4月例会

次世代育成事業（中止）

21日（日）
わんぱく相撲盛岡場所

（中止）
22日（月）

6月例会　WEB配信
次世代育成事業Ⅱ

「カッコいい大人の道」

国際社会
研究委員会

11日（月）～ 18日（月）
WEB

国際社会創造事業
「台湾と姉妹JC交流を知ろう」

JCブランディング	
委員会

11日（土）
広報誌

アニュアルレポート
オフィシャルウェブサイト

25日（月）
5月例会

ブランディング確立事業
29日（月）～ 7月31日（金）

広報誌通常号

常任・事務局 11日（土）
1月通常総会

21日（金）
2月通常総会

5日（金）
6月臨時総会

その他

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) 11日(水) 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】延期

21日(土)
ＷＥＢ会議

25日（土）
ＷＥＢ会議

23日（土）
ＷＥＢ会議

27日（土）
ＷＥＢ会議

ブロック行事
1日(土)

新春のつどい
【一関】

19日（木）
会頭公式訪問
【水沢】延期

25日（土）
SＤＧｓセミナー
【花巻】延期

17日（日）
サイバーセキュリティー
フォーラムiｎ奥州

中止

13日(土)
野球大会
【中止】
28日(日)

JCサッカー岩手大会
【花巻】中止

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
中止

30日(土) ～ 31日(日)
第2講座

【陸前高田】中止

20日(土) ～ 21日(日)
第3講座

【花巻】中止

各LOM事業

東
北
地
区
協
議
会

正副拡大会議 7日(火)　23日(木)
【仙台】

18日(火)
【仙台】

23日(月)
【仙台】

15日(水)
【山形】

22日(金)
【ＷＥＢ】

22日(月)
【ＷＥＢ】

財政コンプライ
アンス審査会議

10日(金)　30日(木)
【仙台】

27日(木)
【仙台】

26日(木)
【仙台】

24日(金)
【仙台】

28日(木)
【ＷＥＢ】

29日(月)
【ＷＥＢ】

役員会議 15日（水）
【仙台】

7日（金）
【仙台】

17日(火）
【仙台】

3日（金）
【十和田】

12日(火）
【ＷＥＢ】

5日(金）
【ＷＥＢ】

会員会議所会議 17日(金)
【京都】

地区行事
8日(土) ～ 9日(日)
ゼミナール開講式
【仙台】

14日(土) ～ 15日(日)
ゼミナール第一講座
【盛岡】延期

12日(火) ～ 22日(金)
ゼミナール第一講座

【ＷＥＢ】

5月23日(土) ～
6月28日(日)

ゼミナール第二講座
【ＷＥＢ】

日
本
青
年
会
議
所

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）

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)
8日(水) ～ 11日(土)

アフリカ	
地域会議

20日(水) ～ 23日(土)
ヨーロッパ
地域会議

27日(水) ～ 30日(土)
中止

アジア・太平洋	
地域会議　延期

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)
日本アカデミー
（東京）延期

5日(金) ～ 7日(日)
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一般社団法人 盛岡青年会議所　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

理事会

ビジネス創造
委員会

9月末
ビジネスマッチングサイト「もりおか
広域ビジネスサイト輪Riｎ」

地域開発委員会
17日（土）

地域コミュニティ創造事業
未来へつなげる地域の
絆プロジェクト

会員拡大委員会 23日
第３回仮会員オリエンテーション

5日（土）
12月例会　卒業式

次世代育成
委員会

8日（火）
次世代育成事業

大宮中学校　職業観育成事業

国際社会
研究委員会

27日（月）
7月例会　WEB配信
国際社会創造事業

Chaｎge	for	growth	aｎd	global	

26日（月）
WEB配信

国際社会創造事業
～未来の日本を創る思考～

JCブランディング	
委員会

通年
模範意識向上通信

常任・事務局
18日（金）
9月例会
9月通常総会

出向者連絡協議会

23日（金）
10月例会
OB交流会

20日（金）
11月例会
活動報告例会

未来戦略特別
委員会

28日（金）
8月例会

マリ共和国勉強会
「盛岡青年会議所×	SＤＧｓ」

10月～
マリ共和国学校建設プロ
ジェクト資金調達（募金ク
ラウドファンディング）

その他
1日（土）

もりおか花火プロジェクト
「盛岡さんさ踊りwith
コロナバージョン」

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 28日（火）
ＷＥＢ会議

22日(土)
ＷＥＢ会議

3日(土)
ＷＥＢ会議

1日(日)　22日(日)
【北上】　　【一関】

12日(土)
【盛岡】

ブロック行事
4日(土)

（仮称）いわて市民大会
【陸前高田】中止

22日(土)
社会づくりフォーラム

ＷＥＢ配信

6日(日)
50周年式典
【盛岡】中止

13日(火)
組織力強化オンライン

セミナー
ＷＥＢ開催

17日(火)
SＤＧｓセミナー
【WEB】
22日(日)
謝恩会

【一関】中止
いわて
JAYCEE
アカデミー

19日(土) ～ 20日(日)
第4講座
【中止】

31日(土)
閉校式中止
【北上】

15日(日)
閉校式
【矢巾】

各LOM事業
11日（日）

JCＩ一関周年式典
中止

14日（土）
JCＩ遠野周年式典

中止

東
北
地
区
協
議
会

正副拡大会議 20日(月)
【気仙沼】

17日(月)
【ＷＥＢ】

14日(月)
【ＷＥＢ】

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)
【ＷＥＢ】

21日(金)
【ＷＥＢ】

23日(水)
【ＷＥＢ】

22日(木)
【仙台】

20日(金)
【仙台】

役員会議 8日（水）
【ＷＥＢ】

28日（金）
【ＷＥＢ】

2日(金)　30日(金)
【天童】　 【だて】

27日（金）
【仙台】

会員会議所会議 28日（土）
【仙台】

地区行事

25日（土）
ゼミナール第三講座
【ＷＥＢ】

23日(木) ～ 24日(金)
JCサッカー地区大会

【福島】

29日(土)
ＷＥＢカンファレンス
【ＷＥＢ配信】

日
本
青
年
会
議
所

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)

総会 25日(金)
(札幌)

JCＩ諸会議
JCＩ中間常任理事会	
(JCＩ	MYE)

23日(木) ～ 25日(土)

アメリカ地域会議
5日(水) ～ 8日(土)
アフリカ・中東	
地域会議

12日(水) ～ 15日(土)
アジア・太平洋地域会議

JCＩ世界会議
（WEB開催）
3日(火) ～ 7日(土)

JCＩ	JAPAN	フォーラム	
(横浜）

3日（火）～ 7日（土）

NOM主要事業

国際アカデミー
（福岡）延期

7日(火) ～ 11日(土)
サマーコンファレンス	

(横浜)　中止
18日(土) ～ 19日(日)

全国大会	
(札幌WEB開催)

24日(木) ～ 27日(日)
日本アカデミー
第1部（WEB開催）
19日(土) ～ 20日(日)

国際アカデミー
（WEB開催)

27日(火) ～ 11/2(月)

日本アカデミー
第2部（横浜）
6日(金)
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新型コロナウイルス感染症による中止について

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、各事業の実施可否の判断、実施方法の変
更を余儀なくされました。
　３月例会は協議に協議を重ねた結果、当初予定していた開催日から２週間遅らせて実施
しました。出入り口には手指消毒用アルコールを準備し、参加者にはマスク着用を義務付
け、万全の感染対策を講じたうえで実施しました。
　４月に実施を予定していた４月例会、ビジネス創造セミナーは緊急事態宣言を受けて中
止の判断をしました。4月例会中止に伴い、全会員対してアテンダンスを付与する措置を
とりました。羅東國際青年商會との姉妹交流事業に関しては、緊急事態宣言下であったこ
と、台湾政府が外国人渡航者を受け入れていないことから延期の判断を強いられました。
仮会員オリエンテーションはWEBで配信して実施しました。
　５月例会は、初の試みとして例会の全てをWEBにて配信して実施いたしました。わん
ぱく相撲盛岡場所の開催に関しては相撲連盟と協議のうえ、５月の時点で中止の判断をし
ました。
　３、4、５月の経過を見て、緊急事態宣言解除後も年度当初の事業計画通りに事業を実
施できていないことを踏まえ、6月以降の事業についてはオンラインを中心に開催する決
断をし、今後も事業計画通りに進まないことが予測さてることから、臨時総会を開催しま
した。臨時総会において、会員の皆様へ各委員会の年間事業計画、一般会計予算の修正に
承認をしていただきました。
　その後も最大限の感染予防策を講じたうえで、一定の制限を設け、例年と同様に事業を
開催するべく協議を重ね事業を実施しました。
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盛岡広域ビジネス総合サイト「輪～ Rin」の開設
■事業目的
〈対内目的〉
◦地域内の経済活動へ目を向け、つながりを活かす経済
活動を生む機会とすること。
◦青年会議所メンバーが新たな時代の潮流を再認識し、
自身の経済活動へ反映する契機とすること。

〈対外目的〉
◦青年会議所の活動を知っていただく契機とすること。
■日時
2020年10月　
■事業報告
　新型コロナウイルスの感染が拡大している中、消費行
動が制限あるいは著しく減少してしまいました。このよ
うな状況の中で、JCＩ盛岡内においてメンバーのビジネ
スの現状と消費マインドについてのアンケート調査を実
施・分析したところ、「他県やインバウンドに頼るのでは
なく、足元（地域）で経済を回したい」、「便利で安全な
仕組み（オンライン）でまずは近所（地域）を検索したい」
というビジネスマインドと消費マインドを導くことがで
きました。そこで当委員会では、その両輪を同時に回し
たいと考え、「盛岡広域ビジネス総合サイト	輪～ Riｎ」

の開設に至りました。
　このサイトには、JCＩ盛岡メンバーの各々の事業につ
いてのPRページやイベント情報などが掲載することが
可能です。また、ビジネスパートナーの募集やマッチン
グ依頼も投稿できる仕組みになっています。
　開設から期間が短いながらも、登録事業者数も日に日
に伸び、マッチング実績も増えてきています。時代の流
れに敏感に対応しながら、ビジネスシーンにおいて元来
大切にしてきた人と人との繋がりを改めて見つめ直す契
機になっていると考えます。

未来へつなげる地域の絆プロジェクト
■事業目的
〈対内目的〉
◦まちづくりの中心人物となること。
〈対外目的〉
◦地域コミュニティへ自主的に参加する意識をもつこと。
■日時
１．市民アンケートの実施
　　2020年7月23日(木) ～ 2020年7月31日(金)
２．未来へつなげる地域の絆プロジェクトの発足・準備・実施

2020年8月～ 10月
8/20（木）　プロジェクト発足
8/20（木）～10/16（金）　プロジェクト実施準備期間
10/17（土）　12:00　プロジェクト実施

■場所
WEB上
　・Ｇoogleフォームを用いたアンケート調査。
　・Wixを用いたプロジェクト専用ホームページの作成。
　・Facebookグループを利用した情報共有。
　・YouTubeでの動画配信。
■事業報告
　本事業を実施するにあたり、価値観や生活環境が目ま
ぐるしく変わる中で、本当に必要とされているものを見
極めるために、地域住民を対象とした市民アンケートを
行いました。この事業では、協働することをテーマとし、

アンケートを実施する際は、行政や他団体へプロジェク
トの趣旨を説明し、理解していただいたうえでアンケー
トの拡散にご協力をいただきました。
　アンケート結果から着想し、誰ひとり取り残さない地
域コミュニティを形成するためには、誰もが参加しやす
くある必要があるのではないかと考え、自主的に地域活
動に参加できる仕組みを作ることを目的とし、オンライ
ン上で自分の生活環境や価値観にあった地域活動の情報
を発見・共有できる「未来へつなげる地域の絆プロジェ
クト」を立ち上げました。
　プロジェクトでは、行政や民間団体など様々な方と協
働し、ひとと人をつなぎ、ひとつの地域コミュニティの
創造を目指しました。Facebookグループやホームペー
ジの運営、また動画配信を用いて地域コミュニティに内
包する問題を提起し、プロジェクトへの参加を呼びかけ
ました。多くの方・団体に、地域活動に関する情報共有
や拡散など様々な場面でご協力をいただくことができま
した。
　もりおかを住み続けたいまちにする地域コミュニティ
のひとつとして、こらからもプロジェクトの運用を行っ
てまいります。
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次世代育成事業Ⅲ（11月事業）「今、次代が変わる」
■事業目的
〈対内目的〉
◦子供たちのチャレンジ精神を促し、行動力を持った人
材を育成できるようになること。
◦子供たちの無限の可能性を感じ、次世代を担う人材を
育成することの重要性を再認識すること。

〈対外目的〉
◦子供たちのチャレンジ精神を促し、行動力を持った人
材を育成できるようになること。
◦子供たちの無限の可能性を感じ、次世代を担う人材を
育成することの重要性を再認識すること。
■日時・場所
2020年11月7日（土）　盛岡青年会議所　JCR
■事業報告
　時代のターニングポイントが来ている中でどんな人材
を目指せばいいのか。そして自分はどんな道を歩んで行
けばいいのか。今の時代だからこそ考え、行動し、自身
の思い描く未来に向かって一歩を踏み出す勇気を持って
貰う為に本事業を開催致しました。
　事業当日は子供たちにJCRへ来ていただき、現在のリ
モートワークに触れながら一緒に参加して貰いました。
子供たちと触れ合いながらの事業はとても嬉しく、楽し
い気持ちと共に緊張する場面も多々ありましたが、今の
現状を知り、未来に向かって歩んでいく一助となれたと
思います。

　しかしながら電波障害で事業の進行が滞ってしまった
事は悔いが残る所でございましたが、悔いが残った分次
年度以降に繋げていき、より良い事業を目指して行きた
いと思います。
　事業後に子供たちから「楽しかった。これから自由に
色々考えていきたい」と言われた時にはとても嬉しい気
持ちと今後この子達の背中を押すのは大人なのだと改め
て実感しました。これからの未来、子供の無限の可能性
を伸ばす事はもちろんの事私たち自身も日々成長してい
かなければなりません。
　時代を担う若者たちが、もりおかの地で自由に発想し、
行動する事の重要性を学び地域、そして世界で活躍でき
る人材になっていく事を期待しつつ、今後も子供たちに
対して様々な試みを模索し続けていきたいと思います。

■日時・場所
2020年9月8日（火）　盛岡市立大宮中学校
■事業報告
　子供たちが笑顔になり、未知なる世界へ果敢に挑戦し、
自分自身の可能性を信じて新しい時代に挑戦する事。そし
て一歩を踏み出す勇気を「HERO」として私たちが背中を
押し子供を育てたいまち盛岡を目指した事業です。
　新型コロナウイルスの影響の為ソーシャルディスタンスを
取り3密を回避する設えにするのが、とても難しく考えさせ
られましたが、事業後は子供たちから楽しかった。また来
てくださいと嬉しい言葉を頂きました。また、先生方から
も子供たちの可能性を感じる事ができた事業で本当に良
かったとお褒めの言葉をいただく事ができました。
　これもひとえに合同委員会として一緒に事業準備をして
くれたビジネス創造委員会の皆様、そして役職や委員会
の垣根を越えて協力して下さった盛岡青年会議所全員の
力だったと感じております。
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国際社会創造委員会

■事業目的
〈対内目的〉
◦姉妹JC交流の価値を理解すること
■日時・場所
5月11日19：00~5月18日12：00
WEB配信（YouTube）
■事業報告
　本事業は、盛岡青年会議所メンバーに羅東國際青年商
會との姉妹JC交流について理解を深めていただくため
に開催を致しました。事業内容は三部構成として、第一
部では台湾と日本の歴史を伝えることにより、民間外交
を行う事の価値を伝えました。第二部では52年続く姉

妹JC交流の歴史を振り返り、年月の重みを感じていた
だくと共に、姉妹JC交流は次世代の育成や災害時の支
援など、互いの地域により良い変化を与えられる事業で
あり、両JCだけでなく地域にとっても価値のあること
だとお伝えをさせて頂きました。
　第三部では、姉妹JC交流によって両JCが育んできた
互いの地域を思いやる気持ち『グローバルシチズンシッ
プ』について講演を行い、この『グローバルシチズンシッ
プ』を世界中の人がもつことで、世界は明るい豊かな社
会になるとお伝えをし、姉妹JC交流は、両JCだけでは
なく、地域や世界にとって価値のあることであると伝え
ることで、価値を伝えられたと信じております。

■事業目的
〈対内目的〉
◦国際情勢について見識をもつこと
◦世界から見た日本の現状を理解すること
◦外国人と日本人が地域で協働できることを考えること
〈対外目的〉
◦国際情勢について理解すること
◦世界から見た日本の現状を理解すること
◦外国人と日本人の地域協働の可能性を感じること
■日時・場所
10月26日19:00~20：30　WEB開催（Zoom）
■事業報告

　本事業では、ＧＤPやAＩ技術による日本の現状を知り、
世界と比較をすることによって参加者の方へ危機感を
もっていただき、課題解決方法としてダイバーシティー
インクルージョンを地域に取り入れていくことが必要で
あると講演をさせて頂きました。
　ダイバーシティを実践するうえで障壁となる、ステレ
オタイプ（無意識の偏見）の取り払い方を伝えることや、
実際に多文化による地域協働を成功させている、京都上
加茂ハウス様の取り組みを紹介しました。また、参加して
頂いた外国人移住者の方々と盛岡について話し合う場を
設けることで、より現実味のあるセミナーといたしまし
た。

■事業目的
〈対内目的〉
◦コロナ禍におけるお互いの現状を知り、相互理解を深
めていただく。
◦多くのメンバーが姉妹JC交流の価値を知る機会とす
ること。

〈対外目的〉
◦コロナ禍におけるお互いの現状を知り、相互理解を深
めていただく。
■日時・場所
11月13日19:00~21:00
WEB配信（Zoom・Facebook）
■事業報告
　本年は、姉妹JC交流52年の歴史で初めて経済文化交

流会議をオンライン開催させて頂きました。会議では、
2019年の活動報告や、次年度の交流について話し合を
行い、今年度の新たな設えとして、2020年withコロナ
の状況の中、どのようにJC運動に邁進したかお互いに
発表を行いました。
　また、経済文化交流会議終了後に第二部として交流の
場を設け、互いの地域の魅力を紹介し合いました。
　コロナウィルスによって4月に予定していた羅東公式
訪問は叶いませんでしたが、オンラインで経済文化交流
会議を開催出来たことは、互いの絆を更に強く出来たの
ではないかと感じております。
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仮会員オリエンテーション
■日時
◦第１回…2020年4月28日（火）～2020年4月30日（木）
◦第２回…2020年6月25日（木）～2020年6月27日（土）
◦第３回…2020年9月23日（水）
■日時
◦第１回…Web配信（盛岡青年会議所事務所で撮影、

YouTubeで配信）
◦第２回…Web配信（盛岡青年会議所事務所で撮影、
YouTubeで配信）
◦第３回…盛岡八幡宮　参集殿

■事業目的
〈対内目的〉
◦能動的な行動を起こすための考え方を理解すること。
◦自分自身の現状を知ること。
■日時・場所
2020年4月28日（火）～ 2020年4月30日（木）
Web配信（盛岡青年会議所事務所で撮影、YouTubeで配信）
■事業報告
　年３回実施する仮会員オリエンテーションにおいて、
仮会員と正会員との交流の機会とするとともに、「不断
に自己を変革し続ける個人＝Hero」になる為の考え方
を学ぶ機会を3回通して提供して参りました。
　第１回仮会員オリエンテーションでは、～私の「箱」っ
てどんな箱？～をテーマに、自分自身の「箱」を知り、

その「箱」の特徴を理解することで、自分自身の現状を
把握する機会を提供致しました。「箱」とは、自身が行
動を起こさなかった時の“いいわけ”や“自己正当化”のこ
とを言います。自分自身が「箱」に入っている状態では、
能動的な行動を起こすことが出来ない状態であることを
学びました。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、対面
でのセミナー形式は実施せず、事前に撮影を行い、4月
28日～ 30日の3日間、YouTubeにてWeb配信を行い
ました。
　仮会員を含め、Web配信は初めてのチャレンジでは
ありましたが、非接触が求められた環境下においても、
事業を実施することが出来ました。

■事業目的
〈対内目的〉
◦能動的な行動を起こすための考え方を理解すること。
◦自分自身の現状を知ること。
■日時・場所
2020年6月25日（木）～ 2020年6月27日（土）
Web配信（盛岡青年会議所事務所で撮影、YouTubeで配信）
■事業報告
　第２回仮会員オリエンテーションでは、～マンダラ
チャートで在りたい姿を明確にしよう～をテーマに、マ
ンダラチャートというツールを用いて、自身の在りたい

姿を明確にする機会を提供致しました。マンダラチャー
トとは、自分自身の思考を整理し、更に思考を深める手
法です。メジャーリーガーの大谷翔平選手が、花巻東高
校時代に「ドラ1　8球団」という目標・在りたい姿を達
成する為に、自身の考え方を明確にする為に用いたこと
でも有名な手法です。第2回仮会員オリエンテーション
では、「Hero」になる為には、具体的にどのような考え
方・行動指針を持つべきなのかを明確にしていきました。
本オリエンテーションにおいても、事前に撮影を行い、
YouTubeにてWeb配信を行いました。新入会員・仮会
員が中心となり、事業構築を行いました。

■事業目的
〈対内目的〉
◦新たな思考・行動様式の考え方を理解すること。
◦能動的な行動を起こすための契機とすること。
◦盛岡JC正会員と盛岡JC仮会員の交流の機会とすること。
■日時・場所
2020年9月23日（水）
盛岡八幡宮　参集殿
■事業報告
　第３回仮会員オリエンテーションでは、～ニュータイ
プを学ぶ～をテーマに、新たな思考・行動様式の考え方
を学び、能動的な行動を起こすための契機とする機会を
提供致しました。また、新型コロナウイルス感染症対策
を講じ、新入会員・仮会員・正会員の皆さんが交流できる

機会を提供致しました。
　ニュータイプとは、これまで望ましいとされていた思
考や行動様式ではなく、これからの新たな時代におい
て、大きな価値を生み出していく新しい思考・行動様式
のことを言います。新型コロナウイルス感染症によって、
新たな生活様式が求められている中でも活かしていける
“ニュータイプ”という考え方を学びました。
　基本的な考え方を学び、ニュータイプの考え方を持っ
ていた偉人の功績を共有することで理解を深めたのち、
グループディスカッションを行いました。新入会員・仮
会員が、各グループのファシリテータとして参加し、正
会員との交流も併せて行うことが出来ました。
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オンラインさんさ
　去る2020年８月１日(土)、「盛岡さんさ踊り2020	
withコロナバージョン～もりおかの想いを今、夏の夜
空に～」と題し、盛岡市大通を中心にオンライン上での
盛岡さんさ踊りパレードと打ち上げ花火を実施致しまし
た。
　昨今の新型コロナウイルス感染拡大の影響により全国
各地で開催予定であった様々なイベントが中止を余儀な
くされ、盛岡夏の風物詩である盛岡さんさ踊りも同様に
開催を断念せざるを得ない結果となりました。
　一般社団法人盛岡青年会議所は、明るい豊かな社会の
実現を目指し、これまで住み暮らすまちもりおかの発展
に寄与してまいりました。コロナ禍により生活様式が一

変し、経済活動は未だ厳しい状況が続いている中、コロ
ナ禍でも感染症対策を講じイベントを開催できる新たな
モデルケースとして本プロジェクトを実施致しました。
　当日実施に至るまでは多くの他団体様からのご支援、
そして当日の設営には多くのメンバーのご協力のもと無
事完遂致しました。
　初の試みゆえ数々のトラブルもありましたが、本プロ
ジェクトがもりおかに住み暮らす全てのひとたちに希望
を届けるアクションであったのなら幸いでございます。
そして来年度以降は盛岡さんさ踊りが通常通りに開催さ
れることを心から願っております。
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2020年度［例会報告］
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■事業目的
〈対内目的〉
◦SＤＧｓへの理解を深めること。
◦青年経済人のネットワークを構築すること。
◦会員拡大の契機とすること。
〈対外目的〉
◦SＤＧｓへの理解を深めること。
◦青年経済人のネットワークを構築すること。
◦盛岡JCの活動を知り、興味を持つこと。
■日時・場所
2020年2月21日（金）
アートホテル盛岡
■事業報告
　2月例会では、「SＤＧｓ×交流会」と題し、SＤＧｓに
強い関心を持つ青年経済人が集い、交流会を行いました。
盛岡青年会議所会員69名、一般参加者67名、計136名
の方々にご参加頂きました。第1部では直前理事長の伊
藤淳之介君によるSＤＧｓセミナーを開催しました。盛
岡青年会議所の現役会員による確度の高いセミナーを行
うことで、盛岡青年会議所の活動を周知する機会になっ

たとともに、2月例会をきっかけにご入会頂くこともで
き、盛岡青年会議所のプレゼンスを大きく高めることの
出来る機会となりました。

■事業目的
〈対内目的〉
◦2019年度の運動へご支援・ご協力いただいたことに対
しての謝意を、ご出席いただいた皆様に示すこと。
◦理事長所信への理解を深め、2020年度の運動に対し
メンバー一人ひとりが意識を高めること。

〈対外目的〉
◦盛岡青年会議所の2020年度の方針や運動を理解して
いただくこと。
◦ご来賓・関係諸団体・来訪青年会議所メンバー・特別会
員に対し、変わらぬご支援、ご協力を賜ること。
■日時・場所
2020年1月11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、2020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、2020年度理事長である第68代理
事長宮野祐樹君より所信表明が行われ、「HERO　～笑

顔溢れる希望に満ちた未来を～」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。
　新しい発想と行動力で新たな価値を創造し、地域
に住み暮らす人々に前向きな影響を与えられる存在
（HERO）となるよう、メンバー一人ひとりが決意を新
たにできたと思います。
　また、懇親会の部では、ご来場の皆様に対し2019年
度の活動へご支援いただい
たことへの感謝と、2020
年度の活動に更なるご理解
をいただけるよう直接的に
親交を深め、想いをお伝え
する機会となりました。

SDGｓ ×交流会

新年交賀会

2月
例会

1月
例会
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■事業目的
〈対内目的〉
◦盛岡JCメンバー一人ひとりの規範意識向上により、
ブランドロイヤルティが高まる契機とすること。
◦盛岡JCの魅力を再認識し、発信していくことでブラ
ンドロイヤルティの向上につなげる契機とすること。
■日時・場所
2020年5月28日(木)12:00～2020年5月31日(日)18:00
ＷＥＢ配信（You	Tube）
■事業報告
　盛岡青年会議所の会員一人ひとりが、規範意識を高め
ることによるインナーブランディングと、アウトプット
の質を向上させることによるアウターブランディングの
重要性を学び、JCＩ盛岡の魅力を再認識し周囲に発信し
ていくことでブランドロイヤルティの向上につながって
いくことと考え、本例会を開催いたしました。
　ブランドロイヤルティとは何かという基礎を学び、規
範意識を向上させる重要性と、アウトプットの質を高め
ていくプレゼンテーションを構築することで、ブラン
ディングについて分かりやすく伝えることができたと考

えております。
　事業実施1ヵ月半前に、新型コロナウイルスの影響に
より開催方法が動画配信へと変更となり、また緊急事態
宣言が発令されるなどの逆風が吹く中での設営となりま
したが、歩みを止めることなく例会を開催することがで
きました。
　情報に溢れニーズが多様化する時代にブランディング
を確立していくには、情報の発信源となるひとや組織の
信頼性を高めていくことがより重要になります。盛岡青
年会議所の会員一人ひとりが規範意識を高めていくこと
で、他者の手本となれるような存在となること、また
それと同時にアウトプットの質の向上に日々努めること
で地域の方々から信頼と共感を得ていけることにつなが
り、盛岡青年会議所が「もりおか」に生きるひとの憧れ
となる組織になっていくものと確信しております。

■事業目的
〈対内目的〉
◦地域コミュニティへの理解を深め、積極的に参加する
意識をもつこと。
◦もりおかの魅力を認識し、愛着や誇りを深めること。
◦住み続けたいまちについて理解し、まちづくりを担っ
ていく意識をもつこと。
■日時・場所
2020年3月26日(木)　受付開始：18:15 ～
　セレモニーの部：18:30 ～　例会の部：19:15 ～
盛岡八幡宮　崇敬殿
■事業報告
　新型コロナウイルスの感染拡大直後の例会であったた
め、当初計画していた日時や場所などを変更し、また消
毒液の設置・全員マスク着用・充分な換気を行うといった
感染対策を行ったうえでの開催となりました。
　地域に住む人々に地域活動へ積極的に参加してもらう
ためには、まちづくりに対して当事者意識をもってもら
う必要があり、まずは盛岡青年会議所の会員を対象とし
て地域コミュニティへの関わり方を考えてもらう場とし
て事業を開催致しました。
　事業目的達成のため、委員会メンバーと共に地域コ
ミュニティについて調べ、「共助」の考え方の認識を深め、
参加者へ伝えるためには何を行えばよいか議論を重ねた

ことが、効果的な事業を開催することに繋がりました。
　事業当日は、セミナーを開催し課題解決に向けた地域
コミュニティの在り方や関わり方を理解してもらい、グ
ループワークを用いた実践を行うことで、多くの参加者
に地域活動へ前向きな姿勢になっていただくことができ
ました。一方で既に地域活動へ積極的に参加している方
に対して、新たな価値を創造するまでには至らなかった
という点が、本事業の反省すべきことであったと捉えて
おります。
　今回の事業を経て、関わってくださった皆さまが、笑
顔溢れる希望に満ちた未来に向けて、地域コミュニティ
の可能性に希望をもち、自分のことのように考え行動し
ていただけると確信しております。

ブランディング確立事業

地域コミュニティ創造事業「希望溢れる地域コミュニティの未来へ」

5月
例会

3月
例会
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■事業目的
〈対内目的〉
◦世界と日本の繋がりを知り、国際的な観点を持つこと。
◦グローバルシチズンシップを高めること。
〈対外目的〉
◦世界と日本の繋がりを知り、国際的な観点を持つこと。
◦グローバルシチズンシップを認識すること。
■日時・場所
7月27日19:00~8月3日19：00
WEB配信（セレモニー：Zoom・例会：YouTube）
■事業報告
　参加者が世界と自身との繋がりを知り、世界の一員と
いう観点で物事を捉えられるひとを創るために、メン
バー講演にて世界のグローバル化における経済成長や、
身の回りの豊かさを再確認していただきました。また、
グローバル化が途絶えた世界をイメージして頂くこと
で、世界中の人々がグローバルシチズンシップを持つこ
との必要性を認識していただけたと考えます。この基礎
的な考え方を持ったひとをもりおかに増やすことで、世
界規模で物事を考えられるひとをまちに増やすことに寄
与できたと信じております。

■事業目的
〈対内目的〉
◦会員一人ひとりが次世代を担う若者を育成できる人材
になるために、アントレプレナーシップを理解するこ
と。
■日時・場所
6月22日（月）
盛岡青年会議所　JCR
■事業報告
　「HERO」としての自信と自覚と覚悟を意識した事
業を目指しました。言葉を飾る事は誰でもできますが、
「HERO」というのはやはりカッコいい人であり、盛岡
青年会議所のメンバー一人ひとりが今よりももっとカッ
コ良くなって欲しいという思いから事業準備を進めてい
きました。
　ダメな理由は誰でも言えるけど、できる理由を言って
いるか、人を育てられる人間になっているか、承認欲求
ばかり強くなっていないか、人に憧れられる存在か、身
近な人からカッコいいと思われているか、身近な人の話
しをちゃんと聞いているか、大切にしているか。ちゃん
と愛せているか。
　人を育てる為にはまず私自身もそうですが、自分が

カッコいいと思われる人間にならないとダメだと思いま
した。この人の真似をしたい。この人みたいになりたい。
　そう思われないと、いくら凄い時代が来てるよ。こー
ゆーのがあると言われても聞く耳を持たないと思ったか
らです。なのでペップトークを活用し、身近な人と心か
らのコミュニケーションを取り、聞く状態が整った時に
アントレプレナーシップの重要性を伝える事により、よ
り効果的に子供たちに伝わるのではないかと考えこのよ
うな設えをしました。
　ダサい大人は卒業し、子供たちにカッコいいの姿を見
せていきましょう。

Change for growth and global ～今、これからを考えるとき～

カッコいい大人への道

7月
例会

6月
例会
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■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
2020年9月18日（金）
ホテルメトロポリタン盛岡　NEW	WＩNＧ
■事業報告
　9月例会出向者連絡会議では、新型コロナウィルス感
染症対策の為、Zoomでの同時配信も行いながら、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。
　本年度は総勢29名の盛岡青年会議所メンバーが、各
地に出向されました。アンケートの結果を見る限り、設
定した事業目的を達成できたものと考えます。出向への
興味や関心、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LOM
全体で共有することで、更なる力強い運動発信に繋げて
頂けると考えます。

■事業目的
〈対内目的〉
◦盛岡青年会議所がSＤＧｓに取組む意義を理解すること
◦様々なステークホルダーとの協働による事業の価値を
知り、今後の事業構築の礎とすること。
■日時・場所
8月21日配信開始～ 8月28日配信完了
WEB配信・WEB会議システム「Zoom」
■事業報告
　8月例会では、SＤＧｓに取組む意義を理解していただ
くこと、様々なステークホルダーと協働することによっ
て生み出される価値を知っていただくことにより、今後
の運動に繫げていただくための事業として設営させてい
ただきました。また新たな試みとして、動画配信による
インプットだけではなく、Zoomを活用しアウトプット
する設えとさせていただきました。バックグラウンドの
違いを持つ会員が多様な意見を出し合うことで、新たな
発想や考えが生まれる可能性を感じていただくととも
に、今後の事業構築の一つのモデルケースを示すことが
できました。

出向者連絡会議

マリ共和国勉強会「盛岡青年会議所× SDGｓ」

9月
例会

8月
例会
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■事業目的
〈対内目的〉
◦新型コロナウイルス感染拡大に伴い社会が変容する中
で、一人一人がどのようなヒーローを目指し、どのよ
うにそれを体現したか、また笑顔溢れる希望に満ちた
未来を実現するために展開した運動及び活動が、どの
ようにして社会に対して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
2020年11月20日（金）　18:30 ～ 22:30
ホテルメトロポリタン盛岡
■事業報告
　去る11月20日㈮、ホテルメトロポリタン盛岡に於い
て2020年度のスローガン『HERO～笑顔溢れる希望に
満ちた未来を～』のもと、『2020年度　活動報告例会』
を開催致しました。活動報告スピーチでは、新型コロナ
ウイルス感染拡大に伴い社会が変容する中で、一人一人
がどのようなヒーローを目指し、どのようにそれを体現
したか、また笑顔溢れる希望に満ちた未来を実現するた
めに展開した運動及び活動が、どのようにして社会に対
して前向きな変化を促したかを報告して頂きました。活
動報告パフォーマンスでは委員会パフォーマンスを感染
防止対策の一環として、檀上でのパフォーマンスを禁止

し、すべて動画のみのしたことで、例年時間を大幅に押
す要因となる部分の改善がみられました。
本年度は新型コロナウイルスの感染状況を見て臨機応変
に対応し、人が集まることに対して、リスクを取ること
が難しいメンバーについてはオンラインによる参加も可
能にした為、昨年とほぼ同様の参加人数を得ることが出
来ました。また、本例会は一年を振り返るとともに、今
後の活動につなげてくための良い機会を提供することが
出来たと感じておりま
す。次年度以降も盛岡
青年会議所が力強い運
動を展開し、明るい豊
かな社会を実現するべ
く活動していくことを
祈念致します。

■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を再認識し、今後の運動及び活
動に繋げること。

〈対外目的〉
◦盛岡青年会議所の運動及び活動に対し、理解を深めて
頂くこと。
■日時・場所
2020年10月23日（金）17:30 ～ 21:55
盛岡グランドホテル
■事業報告
　盛岡青年会議所が設立されて以来68年の長きに亘り、
諸先輩方は修練・奉仕・友情の三信条のもと、明るい豊か
な社会の実現を目指し、JC運動を展開されてまいりま
した。諸先輩方が築き上げた歴史に感謝を示し、絆を深
め、今後展開する運動を発展させていくためにも、OB
先輩と現役メンバーが交流を深める目的として開催致し
ました。
　昨今の新型コロナウイルス感染防止策として、密閉・

密集・密接を避けるために座席の間隔を空けて、参加者
には着座での飲食、飲食時以外のマスク着用と入場時の
アルコール消毒を実施し、会場である盛岡グランドホテ
ル様のご協力により座席間にはアクリル板を設置の上、
感染症対策を講じて開催と致しました。
　当日はOB先輩35名、現役メンバー 44名、計79名に
ご参加いただき世代を超えた繋がりを築くことができ、
今後の更なる盛岡青年
会議所の運動の発展に
つながる契機となる、
とても有意義で価値の
ある時間を共有するこ
とができました。

2020 年度　活動報告例会

OB 先輩と現役メンバーとの交流会

11月
例会

10月
例会
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■事業目的
〈対内目的〉
◦現役会員が卒業生に敬意と感謝を表すこと。
◦現役会員が卒業生の繋いできた想い・学び・歴史を継承
すること。
◦卒業生がこれまでのJC活動で得た想い・学び・歴史を
現役会員に継承すること。
◦新入会員同士の絆を深め、今後のJC活動に繋げる学
びを得ること。
■日時・場所
2020年12月5日（土）
盛岡グランドホテル
■事業報告
　去る12月5日（土）、12月例会卒業式を開催し、23名
の仲間がご卒業されました。新型コロナウイルスが猛威
を振る中、これからも地域を牽引するリーダーとして、
新たな未来を切り開き、創造していくことを祈念し、卒
業式のテーマを『ひらいを創る』と掲げ開催致しました。
　式典第1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、想いをお伝え頂きました。

　式典第２部では、新型コロナウイルス対策を講じた上
で時間を短縮しての開催となりましたが、卒業生へ感謝
を伝える時間となりました。また、記念誌においては、
卒業生の皆様からJC生活を通して得た経験、卒業後の
ビジョン、現役会員へのメッセージを寄稿して頂きました。
　12月例会卒業式を通して、卒業生、新入会員、現役
会員が、JAYCEEと
しての意義を再認識
する機会となり、笑
顔溢れる未来へとつ
なげることができた
と考えます。

卒業式12月
例会





2020年度［各種大会報告］
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■事業目的
〈対内目的〉
◦公益社団法人日本青年会議所2020年度会頭石田全史
君の所信演説を拝聴し、1年間の活動の決意を固める。
◦公益社団法人日本青年会議所で活躍する出向メンバー
を支援し、メンバーがJC運動へのより深い興味や理
解を高める機会とする。
◦メンバーが時間と経験を共有することで、連帯意識や
結束力を高め、本年度のJC活動に対して互いの協力
体制を構築する契機とする。
■日時・場所
2020年1月17日（金）～ 19日（日）
国立京都国際会館
■事業報告
　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、盛岡青年会議所（以下JCＩ盛岡）
からは、19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69代
会頭　石田全史君の所信演説をJCＩ盛岡のメンバーで拝
聴し、2020年度1年間の活動の決意を固めることがで
きました。
　また、本年度は第68回全国大会富山大会で開催さ
れる予定であったが台風の影響により中止となった

AWARＤS	JAPANの表彰が行われました。JCＩ盛岡か
らは2つの事業がノミネートされていたので、多くのメ
ンバーへ参加を呼びかけ、受賞の瞬間を心待ちにしまし
た。残念ながら最優秀賞は逃したものの、これまでJCＩ
盛岡が築き上げてきた事業が評価されたことで、より一
層運動発信に対しての強い決意をもつ契機となりました。
　京都会議で催されたプログラムやLOMナイト、昼食
会など、JCＩ盛岡の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、連帯意識や結束力を高め、これか
ら始まる1年間の活動に対して、互いの協力体制を構築
することができました。

■日時・場所
2020年9月26日(土)11：00 ～ 19：30
ＷＥＢ配信（ＺＯＯＭ）
■事業報告
　本年度の全国大会は、新型コロナウイルスの影響によ
り中止がささやかれる中、ここまで設営をしてきたＪＣ
Ｉ札幌の皆様のご尽力のおかげで、大会テーマである ｢
キセキ｣ の通り、奇跡的にオンラインで開催される運び
となりました。
　メインフォーラムでは、アイリスオーヤマ株式会社の
大山健太郎氏によるWithコロナ・Afterコロナの時代に
打ち勝つチームの有り方についてのご講演をいただき、
多くの学びを得ました。
　また、「1時間で	Facebook	に投稿された空中に向け
て指差しをする人の写真の最多数」という項目で、ギネ
ス世界記録に挑戦し、多くの方々にご参加いただき無事
達成することができました。
　たとえオンラインであっても楽しめる工夫が各所に施
され、今年度ご卒業される皆様への敬意と門出を祝うこ
とができました。

京都会議

第 69 回全国大会　札幌大会
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■日時・場所
WEEK1：2020年10月24日(土) ～ 2020年11月2日(月)	

Oｎliｎe開催
WEEK2：2020年11月3日(火) ～ 2020年11月7日(土)

Oｎliｎe開催+横浜実地開催（パシフィコ横浜
ノース）

■事業報告
　JCＩ世界会議は、毎年10月から11月に開催地を変えて
行われるJCＩで最も重要な会議です。今年度、日本では
5年ぶり10回目の世界会議開催となりました。
　新型コロナウイルスの影響により、例年の現地開催を
縮小し、オンライン開催を主としての開催にはなりまし
たが、日本全国にある全ての青年会議所が大会に参加い
たしました。
　大会テーマをThe	Four-Wiｎ	gｓ	ｓ	eagullとして、大
会期間中には菅総理をはじめとする政財界の方々や経済
人など多くの著名人が大会に参加し、我々青年経済人へ
多くの学びを与えて下さいました。
　本年は日本開催でありましたが、次年度以降は遠くの
国で世界会議が開催されます。オンライン開催という新

たな設えによって、開催地に行かなくとも学びを得られ
ることの証明ができたのは、今後のJAYCEEにとってよ
り良い変化であったと感じております。

 世界会議（横浜）





2020年度［各委員会及び出向者報告］
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　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。式典において宮野理事長の所信
をお聞きいただき、2020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、2019年度活動へのご協力をいただ
いたことに謝意を伝え、2020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。
　また、委員会運営と事業構築については、宮野理事長
の掲げる「HERO～笑顔溢れる希望に満ちた未来を～」
のスローガンのもと、「協働」による新たな価値の創造
をテーマに進めてまいりました。
　当委員会では、先行きが見えず不安な状況だからこそ
今一度地域経済に目を向け、お互いの特性を活かしてい
く場が必要であると考えました。また、ウイルス感染の
リスクも最小限に抑え、持続可能な手法を用いることも
意識しました。
　これらを踏まえ、JCＩ盛岡メンバーの各々の事業につ

いてのPRページやイベント情報ページ、ビジネスパー
トナーの募集やマッチング依頼も投稿できる仕組みとし
て「盛岡広域ビジネス総合サイト輪～Riｎ」を開設しま
した。
　笑顔溢れる希望に満ちた未来を切り拓くのは、紛れも
なくメンバーひとりひとりの前向きな心です。その前向
きな心がより多く結びつき、新たな価値が生まれると思
います。そして、持続可能な経済活動の実現を追求する
ことで、もりおかが豊かな生活を送れるまちになると信
じています。このビジネス総合サイトがその一端を担え
ればと考えております。
　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、私の考えを形にしてくれた担当常任のお二方
に感謝を申し上げます。そして、ビジネスの可能性につ
いていつも熱く語ってくださった宮野理事長にも重ねて
感謝を申し上げます。1年間ありがとうございました。

　本年度、次世代育成員会では宮野
理事長が掲げる「HERO」希望溢れ
る希望に満ちた未来を、のスローガン
の下一年間活動を行って参りました。

　新型コロナウイルス感染拡大に伴い事業数は減りまし
たが、4月例会、職業観育成事業、11月事業を開催する
ことができ、とても嬉しく思っております。
　一年間の活動を通じて私たち次世代育成委員会は、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為にどのような事業を
したらいいのかを全力で考えてきました。
　このような時代だからこそ、コロナ禍だからこそ意味
のある事業とはなんなのかを全ての事業のベースとして
考えてきました。大変な事は沢山ありましたが委員会全
員で話し合った上で事業の準備を行い、各事業成功する
ことが出来たのは委員会メンバーの力と盛岡青年会議
所メンバー全員の協力があったからだと確信しておりま
す。
　3つの事業を通じて、カッコいい大人、子供たちに対
して意志を持ったチャレンジの大切さ、新しい感性の重

要性を伝え続けてきましたが、1年間の活動を通じて一
人でも気持ちが前向きになったなら1年間活動してきた
意味があったと思っております。
　今年度は誰しもが弱き心に負けそうになった事が多々
あったかと思います。その中で次世代育成員では不安の
中であっても行動し、誰しもが前向きな心で事業に向き
合って参りました。自身の弱き心と向き合い戦ってこれ
たのは今年だからこそできた事だと思いますし、子供た
ちと自分自身の可能性を信じて挑戦し続けれた1年だっ
たと思います。子供たちがこれからの未来を歩む中で自
身の思い描く未来に向かい一歩を踏み出し、地域、世界
で活躍してくれる事を心から願っております。
　最後になりますが、子供たちの笑顔を見る機会と、未
来を一緒に語れる機会を下さり本当にありがとうござい
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頂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年間本当にありがとうございま
した。

次世代育成委員会

ビジネス創造委員会

委員長　立花　　唯

委員長　松本　恭史
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　地域開発委員会は、宮野理事長の
掲げるスローガン「HERO～笑顔
溢れる希望に満ちた未来を～」を実
現するために、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、私たち自身がま
ちづくりのリーダーとなって運動を展開してまいりまし
た。
　3月例会では、「共助」という地域住民と協働しお互
いを助け合う精神が地域コミュニティにおいて必要であ
ること。そして、「共助」を個人間だけではなく、行政
や企業、他団体などとも協働していくことで、笑顔溢れ
る地域コミュニティに繋がることをJCＩ盛岡のメンバー
にお伝えいたしました。また、具体的にどのように協働
することが出来るのかを考え、まちづくりを自分事のよ
うに感じてもらうためのグループワークを実践しまし
た。
　10月事業ではオンラインとオフラインの融合によっ
て、他者の共感を得て繋がる地域コミュニティの創造を
実践しました。「未来につなげる地域の絆プロジェクト」
は、オンラインで人とひとを繋ぎ、オフラインの地域コ

ミュテニィへの自主的な参加を生むことを目的としまし
た。プロジェクトの参加者が、地域活動の情報を共有す
る場所としてFacebookグループとWEBサイトを立ち
上げ、運用にチャレンジし、またプロジェクトへの参加
を呼び掛ける動画制作も行いました。JCＩ盛岡の各委員
会や行政、他団体の皆様にご協力をいただき実施するこ
とができたこのプロジェクトこそ、「共助」の精神から
協働をする、誰ひとり取り残さない地域コミュニティの
モデルとして発信することができました。本プロジェク
トは2021年度以降も活動を続けていく予定です。
　他者との関わり方に一石が投じられた2020年度にお
いても、周囲の方との繋がりが地域を笑顔溢れる希望に
満ちた社会にしていくという本質を理解し、環境の変化
に対応しながらチャレンジし続けることができたと感じ
ております。
　最後になりますが、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。

　本年、当委員会では国籍や文化に
関係なく誰もが笑顔で暮らせるもり
おかの実現を目指し運動してまいり
ました。

　羅東國際青年商會との姉妹JC交流勉強会を行い、盛
岡青年会議所メンバーの国際感覚を更に向上させること
で地域を牽引するリーダーとしての資質向上に寄与でき
たと考えております。
　７月の公益事業では、世界と自身の繋がりを再確認す
ることにより、世界を自分事として考えられるひとをま
ちに増やし、続く10月の公益事業では、世界をより良
くしていくために地域から行動を起こすべく、国籍を超
えた地域の団結を図るため、お互いが歩み寄れる事業を
企画いたしました。
　羅東國際青年商會との姉妹JC交流においては、52年
の歴史で初めてオンラインを使用した経済文化交流会
議を開催いたしました。両JCの担当委員会で準備を重
ね、事業を完結できたのは、お互いの姉妹JC交流に対
する『想い』の結晶であり、画面越しではありましたが、
2020年度の羅東國際青年商會と交流できたことは、今

後の姉妹JC交流に新たな価値を創造できたと感じてお
ります。
　一年を通して盛岡青年会議所メンバーが、発信を行う
団体の一員として必要な国際感覚を身に着けることが出
来た一年であり、地域においては国際感覚を基礎から伝
えることで、誰ひとり取り残すことなく世界の一員とし
て必要な感覚を養うことが出来たと考えております。ま
た、10月事業でお互いに歩み寄る機会を提供すること
が、地域により良い変化を起こす一助となると信じてお
ります。
　最後に、委員長として過ごした一年は、人生の時間の
使い方について考える機会が多くあり、限られた時間を
何のために使うのか、私の人生において大きな気付きと
なりました。機会を与えて下さった宮野理事長と私を支
えてくれた委員会の皆様に感謝申し上げます。掛け替え
のない一年をありがとうございました。

国際社会創造委員会

地域開発委員会

委員長　向井　　誠

委員長　松浦　直人
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　2020年度会員拡大委員会では、
「盛岡青年会議所に共感してもら
い、参画する仲間を40名増やす事」
と「盛岡青年会議所に所属するメン

バー 1人1人が、意識変革を起こし、自己を変革し行動
し続ける個人となり、Heroの集合体を創る事」の2つの
ミッションを掲げ、運動を展開して参りました。
　1年間を通して、会員拡大委員会として勧誘活動をは
じめとした様々な活動に取り組んで参りましたが、2月
例会では「SＤＧｓ×交流会」と題し、異業種交流会を開
催致しました。
　SＤＧｓに興味があり、地域に対して感度高く興味を
持っている方々を対象に開催させて頂き、盛岡青年会議
所に対して多くの共感を得ることで、盛岡青年会議所の
プレゼンスを高めると同時に、拡大へと寄与することが
出来たと感じております。
　全3回の仮会員オリエンテーションを通して、「不断
に自己を変革し行動し続ける個人＝Hero」となるべく
事業を展開致しました。自分自身の現状を知り、自身の
在りたい姿を明確にし、能動的な行動を起こすことで、
自己変革を促進することを目指しました。しかし2月例
会を境に新型コロナウイルスが猛威をふるい環境は大き

く変わり、状況は刻一刻と深刻になり、通常に活動する
ことが不可能となりました。しかし、このような状況も、
委員会メンバーと新しく仲間に加わったメンバーと、知
恵を出し合い、笑いながら、チャレンジをし続けること
が出来ました。第1回、第2回の仮会員オリエンテーショ
ンでは、YouTubeを用いたWeb配信を行い、事業を展
開することが出来ましたし、第3回仮会員オリエンテー
ションでは、新型コロナウイルス対策を講じ、対面での
事業を実施することも出来ました。
　12月例会卒業式では、「みらいを創る」をテーマのも
と、新たな未来を切り開くリーダーとして羽ばたかれる
23名の卒業生の門出を祝し、新入会員を中心に設営を
行い、卒業式を執り行いました。卒業生からこれまでの
経験や学びを継承する時間となり、2020年度に入会し
た新入会員にとっても設営を通じ、大きな成長の機会に
なったと感じております。
　最後に、一年間支えて下さった委員会メンバーの皆様、
常任理事の皆様、新たな出会いとなった新入会員の皆様、
相談に乗って頂いた同期委員長の皆様、笑顔で応援して
くれた盛岡青年会議所の全メンバー、そしていつも励ま
してくれた家族と会社のメンバーに感謝申し上げます。

　JCブランディング委員会は、宮
野理事長の掲げる「HERO～笑顔
溢れる希望に満ちた未来を～」のス
ローガンを実現するために、「心を

掴む価値」の発信を目指して一年間運動を展開してまい
りました。
　1月、「アニュアルレポートの作成・発行」において
は、2019年度の事業報告と2020年度の事業計画を対内
外の方に判り易く伝える事に努めました。広報誌特別号
「Valueｓ」では、対談を通して目指すべき目標を発信す
ると共に、委員長の紹介を通して、親近感をもっていた
だき多くの共感を生み出すことに注力いたしました。
　5月、ブランディング確立事業「わたしたちだからで
きること～唯一無二の存在へ～」においては、盛岡青年
会議所会員一人ひとりの規範意識向上に取り組むイン
ナーブランディングと、アウトプットの質の向上による
アウターブランディングを両輪とすることで、ブランド
ロイヤルティの向上に取り組み、地域におけるプレゼン
スを高めていくことを学ぶ例会といたしました。
　6月、広報誌通常号では、未来戦略特別委員会が取り

組む「マリ共和国学校建設プロジェクト」をWEBペー
ジで作成した広報誌をオフィシャルホームページ、公式
Facebookページ、公式Ｉｎｓtagramにて発信をしました。
　「9月公益事業の統括」は残念ながら新型コロナウイ
ルスの影響により中止となってしまいましたが、臨時総
会で新たな事業計画が展開されるにあたり、各委員会が
コロナ禍で実施する事業をFacebookページでの投稿を
宣伝発信する新たな取り組みにチャレンジをいたしまし
た。
　新型コロナウイルスの影響でWEBサイトの活用や、
オンラインでの取り組みの重要性が増す中で、当委員会
が果たさなければならない役割が日増しに大きくなるこ
とを感じた一年でした。
　最後に、当委員会の活動を支えて下さった日影専務、
佐藤室長、續橋副委員長、沼田幹事、委員会メンバーの
皆様と、関わった関係各所の皆様、そしてこの機会を与
えてくださった宮野理事長に心より感謝申し上げます。
一年間、誠にありがとうございました。

JC ブランディング委員会

会員拡大委員会

委員長　山口　雄司

委員長　三浦　　崇
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　本年度、未来戦略特別委員会では、
8月例会「盛岡青年会議所×SＤＧｓ」
の企画・運営、マリ共和国学校建設
プロジェクト、会員拡大短中期ビ

ジョン・戦略の立案に取り組んで参りました。
　8月例会では、SＤＧｓに取組む意義を理解していただ
くこと、様々なステークホルダーと協働することによっ
て生み出される価値を知っていただくことにより、今後
の運動に繫げていただくための事業として設営させてい
ただきました。また新たな試みとして、動画配信による
インプットだけではなく、Zoomを活用しアウトプット
する設えとさせていただきました。バックグラウンドの
違いを持つ会員が多様な意見を出し合うことで、新たな
発想や考えが生まれる可能性を感じていただくとととも
に、今後の事業構築の一つのモデルケースを示すことが
できました。
　マリ共和国学校建設プロジェクトは昨年、盛岡市が東
京2020オリンピック・パラリンピックのマリ共和国のホ
ストタウンの認定を受けたことをきっかけとし、マリ共
和国と地域を繋げる活動として取り組んで参りました。
マリ共和国の多次元貧困指数（所得のみならず、教育・
健康・生活水準など多次元的に捉えた指標）は世界、ワー
スト8位となっており、新生児の死亡率・妊産婦の死亡

率は世界で最も高い国のひとつです。また、初等教育の
就学率は50%台、成人の識字率は30％台であり、貧困
により教育の機会が失われています。識字率の低下が生
む悪循環は、安定した仕事の選択を阻み、企業の停滞を
生むと同時に、国家の経済発展を困難にします。結果、
貧困から抜け出せない負の連鎖が続いています。
　盛岡青年会議所は、2015年に国連サミットで採択さ
れた持続可能な開発目標SＤＧｓを積極的に推進していま
す。世界にとって、あらゆる形態の貧困を撲滅すること
が最大の課題であり、持続可能な開発に必要不可欠な条
件です。マリ共和国における負の連鎖を断ち切り、マリ
共和国に暮らす女性の社会進出を後押しすると同時に教
育の大切さを子供に伝えるサイクルを生み出していきた
いと考え、マリ共和国の農村部の女性のための識字教室
を新たに建設するプロジェクトに取り組んで参りまし
た。またもりおかのまちのプレゼンス向上、市民のシビッ
クプライドを醸成するとともに、SＤＧｓの達成に寄与に
繋がるプロジェクトとなっております。
　会員拡大短中期ビジョン・戦略の立案については今年
度の協議結果を踏まえ、次年度以降引き続き、具体的な
運用について、協議をしていただき、会員拡大に繋げて
いだたくことを期待致します。

未来戦略特別委員会 委員長　豊岡　　淳
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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
　本年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、
活動の制限を世に無くされました。本来であれば2020
年10月17.18日に第36回全国JCサッカー大会選手権大
会が大阪吹田の地で開催される予定ではありましたがこ
ちらも中止となりました。

【２０２０年度新入会員多数入部】
　2020年度の新入会員の多くは嬉しいことに、サッカー
経験者が多数おります。しかも、なかなかな実力者揃い。
これは上位進出が大いに期待できます。チーム内のポジ
ション争いも熾烈なものとなることでしょう。注目は、
これまで幾度となくニヤサイドを破られてきた菊地寛考
キャプテン（先輩）と新入部員の牛渡一王君のポジショ
ン争いです。是非、皆様もご注目下さい。

【JCI北上さんとの交流戦】
　新型コロナウイルス感染症の蔓延により大会の中止と
チーム練習がほとんど行えませんでした。しかし、部員
の強い要望もあり本来大会の予定だった10月18日(日)
に岩手県フットボールセンターにて、JCＩ北上さんとト
レーニングマッチを行わせていただきました。新入部員
も多く参加し、始めて共にプレーをしたとは思えないほ

どの素晴らしい連携も見られ、今年大会があればという
残念な思いと来年の大会への期待と楽しみが持てる試合
となりました。

　来年は徳島の地で大会が開催されます。来年の戦いは
もうすでに始まっております。今まで叶えることのでき
なかった悲願の全国優勝に向けて、今年の冬の走り込み
トレーニングを各自で行い、来年の春からチーム作りに
取り組んで参ります。
　サッカー部に入部希
望される方はお近くの
サッカー部メンバーへ
お声がけください。

　2020年度の盛岡青年会議所野球部の活動報告を致し
ます。
　今年度は、新型コロナウィルス感染拡大のため、例年
開催の公益社団法人日本青年会議所東北地区岩手ブロッ
ク協議会主催野球大会は中止となりましたが、７月23
日盛岡市太田橋野球場にて、志を同じうする者たちが集
い野球大会が開催される運びとなりました。
　近年、主力であった方たちが卒業し、チームの再編成
が必要でありましたが、当日は応援も含め19名の参加
を頂き試合に出場することができました。
　初戦は、伊藤、谷藤、川村の継投、そして攻撃陣の爆
発もあり、９- ７での勝利。なんと５年ぶりの勝利を飾
ることができました。
　2戦3戦目は、炎天下のでの試合でしたので体力の消
耗も著しく惜しくも敗戦となり、参加６チーム中最下位
となりましたが出場メンバー、ベンチメンバー共に一丸
となり最後まであきらめることなく白球を追いかけ、体
調不良やケガもなく大会を終えることができました。
　伊藤君の熱投、宮野君の本格派投球、田貝君の大魔神、
續橋君の抜群の運動神経、高橋潤君（16入会）の打棒、

卓道君のスピンの効いた打球、谷藤君のパンチ力、豊岡
君の鉄壁の守備、本宮君の適応力など数多くの好プレー
が生まれた大会でした。
　来年度は、新キャプテン宮野祐樹君となります。新キャ
プテンのもと多くのメ
ンバーを巻き込み盛り
上がっていただければ
幸いです。携わってい
ただいたすべての皆様
に感謝を申し上げ活動
報告と致します。
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2020年度　卒業生名簿

2020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　宏　之	 ㈲石川自動車整備工場	 伊　藤　淳之介 宮 野 祐 樹

岩　⻆　慎太郎	 名鉄観光サービス㈱	 伊　藤　淳之介 宮 野 祐 樹

里　　　 裕　 一	 ㈱カントリー不動産	 宮 野 祐 樹 三 浦 　 崇

牛　渡　一　王	 ㈱ホーム建設	 服 部 　 達 三 浦 　 崇

若　松　慈　由	 ㈱リビングフォーラム 服 部 　 達 三 浦 　 崇

熊　谷　松　亮	 盛岡ガスサービス㈱	 伊　藤　淳之介 三 浦 　 崇

石　 田　　　 寛	 ㈱イシダ	 服 部 　 達 髙　橋　　潤⒁

福　田　和　晃	 Bar	T-FOB	 三 浦 　 崇 山 内 圭 介

中　嶋　政　裕	 ㈱クロスフェイス	 三 浦 　 崇 本 宮 貴 浩

細　川　翔　太	 ㈱ラックランド	 服 部 　 達 三 浦 　 崇

吉　津　英　文	 山留	 伊　藤　淳之介 三 浦 　 崇

後　藤　勇　太	 ㈱岩手広告社	 服 部 　 達 三 浦 　 崇

小野寺　　　竜	 ㈱白ゆり	 宮 野 祐 樹 服 部 　 達

髙　 橋　　　 凌	 ダイナステージ㈱	 服 部 　 達 三 浦 　 崇

道　下　剛　史	 コスモ・セブン㈱	 三 浦 　 崇 村 山 　 出

後　藤　翔　也 SoRaStarｓ㈱ 中　野　美知子 池　野　利　彦

・佐藤　研吾・津田　徳明・田貝　裕之・齋藤慎太郎・渡邉　貞幸・小谷地麻里

・川村　卓也・又川　統一・髙橋　数馬・近藤　　麗・日影　直人・緑川　貴洋

・本宮　貴浩・佐藤　　透・神山　光司・工藤　逸也・谷藤　大樹・吉田　由佳

・遠藤　忠寿・續橋　志保・染井　佑介・佐藤　良二・橋場　誠林
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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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2020年度　出向者報告

　日常行動の意思決定過程がアップデートされた2020
年は、企業や個人の購買行動が大きく変化する過程の中
で、これまで以上にSNSの影響力が拡大し、思考実験的
な手法も含めウェブ上での新たな商習慣が様々な形で模
索されました。当会議体では、経済がグローバルに拡張
していく中で、地域に根差す日本企業が世界で挑戦でき
る機会・きっかけを提供する活動を行うことを掲げてお
り、活動内容を現況に適応させJC運動を発信しました。

従来の商談が行えない状況ではあるものの、企業や個人
の購買行動が断絶されないよう新たな様式としてオンラ
インビジネスマッチング”交易対話”、ビジネスマッチン
グデータベース"Liｎk-iｎ-Ｇoalｓ"を社会に提案しました。
　交易対話では特定のテーマ（ＩT/ＩoT、医療/福祉など）
を設定し、アジアを中心とした海外の商社や個人へ向け
て、複数の企業が自社の商材をプレゼンテーションする
場を提供しました。"Liｎk-iｎ-Ｇoalｓ"では世界中の企業
がSＤＧｓを通じてつながる工夫を施したデータベースを
実装し６００社が登録しています。
　全世界の青年会議所はNew	Normalを模索する1年で
した。“こうあるべき”は全く通用しない世界では、自分
の力で変化させられることと力が及ばない事柄をしっか
りと見極め、Be	Better.を追求する姿勢を持ち続けるこ
との大切さを改めて知ることができました。出向を後押
ししてくださった宮野理事長に感謝申し上げます。

　2020年度東北地区協議会に東北ゼミナール委員会副
委員長として出向させていただきました。組織上は、副
委員長という役職ですが、３つのゼミナールからなる東
北ゼミナール委員会の中では「ゼミ長」という立場で役
職を全うさせていただきました。東北ゼミナール委員会
には、東北地区内77LOMから次代の理事長やそれに準
ずる役職を期待さているメンバーが出向するという位置
づけがあり、そのようなメンバーを私がお預かりするこ
とに重責を感じましたが、卒業年度にあたって、最後の
奉公という想いで20名のメンバーを取り仕切るゼミ長
をさせていただきました。
　本年度は武山会長が掲げる「軌跡を紡ぎ、奇跡を起こ

そう」のスローガンの基、「東北を牽引する「結」の精
神溢れる人財の育成」を目指し、活動してきました。２
月の開講式は仙台・秋保温泉の地で１泊２日の日程で行
われ、初対面ながらも宿泊ならではの交流の密度もあ
り、津田ゼミとしての結束力も高まり、良いスタートが
切れたと思っていた矢先に、新型コロナウイルスの影響
により、それ以降の講座が全てZOOMを使ったオンラ
イン講座になりました。その影響もあり、大幅な事業計
画の変更をせまられ、最終的には、このコロナ禍の中で
も青年会議所として一般市民を巻き込んでできることを
SＤＧｓに絡めて提言するということになりました。提言
に向けたチーム毎のミーティングも全てZOOM上で行
われ、ゼミ生一人一人が今置かれている立場をよく理解
した上で主体的に行動しチーム毎に提言をまとめること
ができました。こんな状況で中でも下を向くことなくゼ
ミ生を導くことができたのは、ゼミ生同士オンライン上
でも切磋琢磨し信頼し合えたからだと思います。
　最後に卒業年度にこのような貴重な経験をさせていた
だいたLOMの皆様に感謝申し上げ、報告とさせていた
だきます。

　2020年度岩手ブロック協議会は、阿部徹会長の下、
基本理念を「全ての人びとが笑顔で生きがいを持てる岩
手の創造」とし、スローガンには「Ｇrowth ～持続可能
な岩手の実現へ～」を掲げ一年間運動を展開してまいり
ました。創立50周年を迎えた2020年度は持続可能な地
域の創造、そして組織改革を力強く推進していくために
各地青年会議所への情報提供や各地域で事業を行う予定
でありましたが、新型コロナウィルス感染症の拡大に伴

い大きく内容の変更を余儀なくされました。岩手ブロッ
ク協議会の最大の情報発信の場である市民大会は陸前高
田市での開催が困難になり、長きにわたり地域のリー
ダー育成の機会となっていたJAYCEEアカデミーも対面
での実施はできず、スポーツを通じた青少年健全育成事
業「JCカップU－１１少年少女サッカー岩手県大会」は
中止となりました。それでも出来うる限り事業を実施す
るという考えの基、社会状況を鑑み、当初の事業計画と
は大きく変わりましたが、可能な事業は動画配信やウェ
ブ開催に切り替え、会員拡大にもつながる「組織力強化
セミナー」や地域の安全保障を考える機会となる「サイ
バーセキュリティ―フォーラム」、SＤＧｓへの理解を深
める「SＤＧｓオンラインセミナー」など多数の事業を
実施いたしました。
　今年度の活動が各地青年会議所、各地域で何かしらの
良い変化の機会となっていただければ幸いです。

公益社団法人日本青年会議所国際グループ　
国際ビジネス推進会議

副議長　伊藤淳之介

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　津田　徳明

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　田貝　裕之
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　本年度、岩手ブロック協議会総務
広報委員会の委員長として出向させ
ていただきました。2020年度岩手ブ
ロック協議会は、阿部徹会長の掲げ

る「Ｇrowth～持続可能な岩手の実現へ～」のスローガン
の下、運動を展開して参りました。私の他に、盛岡からは
５名の頼もしいメンバーに委員会メンバーとして出向いた
だきました。
　総務広報委員会の主な役割は、諸会議の設営・議事録
の作成、岩手ブロック協議会の新年会にあたる新春のつ
どいの設営、ホームページおよびFacebookの運営、そし
て岩手ブロック協議会の卒業式にあたる役員謝恩会の設
営となっております。
【諸会議の設営・議事録の作成】
　岩手ブロック協議会では、毎月役員会議と会員会議所
会議の２回会議が行われます。その会議を事務局と連携
を取りながら設営を行いました。また会議の議事録の作成
を委員会メンバーで作成を行いました。
【新春のつどいの設営】
　岩手ブロック協議会の新年会にあたる事業であります、
新春のつどいの設営を当委員会で担当致しました。この
事業は、2020年度岩手ブロック協議会の一発目の事業に

なります。阿部会長の所信お披露目の場であり、岩手県
内から多くのご来賓の方々にご参加をいただき、２０２０
年度の岩手ブロック協議会の運動方針をお伝えする場とな
りました。
【ホームページおよびFacebookの運営】
　総務広報委員会の基本方針は「戦略的な広報活動の実
践」ということで、ホームページとFacebookの運営を通
して情報を発信致しました。各事業の様子や報告はもちろ
んですが、本年度は会員拡大に力を入れ、岩手県内の２０
代会員と女性会員にインタビューを致しました。JCに入っ
た経緯であったり、実際に入会して感じていることなど、
各LOMのこれからの会員拡大に参考になれば幸いです。
【役員謝恩会の設営】
　岩手ブロック協議会の卒業式にあたる事業が役員謝恩
会です。本来であれば11月22日に開催される予定ではあ
りましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大により中止
が余儀なくされました。９月から委員会メンバーと共に準
備を重ねて参りましたが、このような形となり、卒業生に
感謝の思いを直接伝えることができず非常に残念でした。
　最後に本年度岩手ブロック協議会は、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大により多くの事業が中止や形式を変え
ての実施となりました。ですが、ZOOMでの会議や事業
の動画配信などこれまでとは違う形にチャレンジを致しま
した。これは、次年度以降の活動の効率化を図るものと
なると思うのでしっかりと引き継いで参りたいと思います。
出向の機会をいただき、本当にありがとうございました。

　いわてＪＡＹＣＥＥアカデミー委
員会2020年度は、基本方針である
「組織の意義を理解した地域を牽引

するＪＡＹＣＥＥの育成」を目的に掲げ１年間活動して
まいりました。
　本年は、開校式から閉校式まで「知る・分かる・理解を
深める・行動する・検証する」という計画でスタートを切
りました。
　しかし、開校式が終わり第１講座の準備も佳境を迎え
たころに新型コロナウイルスの蔓延の影響で、と共に事
業の中止をせざるを得ない結果となってしまいました。

この有事の事態において我々委員会スタッフの中にもＪ
Ｃ活動どころか仕事にも影響が出ている者もいて、ど
のような選択をして行動するべきか考えました。どうし
たら事業ができるのか、どうしたら今年のアカデミー生
に学びの機会を提供できるのか考えた結果、ＶＭＶセミ
ナーを基本とした組織の本質をまとめた動画を３回に分
けて配信する事業を開催致しました。
　本来予定していたアカデミー事業とは違いましたが、
このような時だからこそ「私たちがどのように行動する
か」を示せた事が一番の学びの提供であると信じていま
す。人は順境な時に衰退し逆境の時に成長する。	第37
期いわてＪＡＹＣＥＥアカデミー委員会の絆は、これか
らが本番です。
　最後に岩手ブロックに出向の機会を与えてくださった
宮野理事長と応援してくださったJCＩ盛岡の皆様には感
謝申し上げます。

　公益社団法人日本青年会議所東
北地区協議会岩手ブロック協議会
2020年度JAYCEEアカデミー生

として出向させていただきました。2月1日には一関市
の地で、阿部徹会長の掲げる「Ｇrowth ～持続可能な
岩手の実現へ～」のスローガンの下、地域を牽引する
JAYCEEの育成を目指し、岩手県内13カ所の青年会議
所から88名のJAYCEEアカデミー生が集い、3名の塾長
の下、盛大に開校式が開催されました。開校式では県内
各地の青年会議所のJAYCEEアカデミー生と初めて顔を
合わせましたが、志同じ仲間達という事もあり、すぐに
打ち解けることができました。
　しかし新型コロナウイルス感染症のリスクに伴い、

対面での講座は全て中止となってしまい、塾長による
YouTube配信を受講させていただきました。第1回「組
織の本質を学ぼう！」、第2回「ビジョン」と「ミッショ
ン」、第3回「バリューズ」、と全３回に渡り動画配信と
いうこれまでとは違った形での講座でしたが、JAYCEE
として今後の礎となるようなとても価値のある配信内容
でした。閉校式当日は公式トレーナーとして幅広く活躍
されているJCＩ八戸の山子泰典先輩による「JCＩ	admiｎ」
という研修を受講致しました。「JCＩ	admiｎ」にて組織
がどのようなものなのかをグループワークを行い学ばせ
ていただきました。
　例年とは違い、JAYCEEアカデミーを通して岩手県内
各地のメンバーと交流することが叶いませんでしたが、
ウィズコロナの時代に適した取り組みや考え方を学び、
県内各地の青年会議所の仲間達と共に、それぞれが地域
を牽引する存在になるべき機会を与えていただいたこと
に感謝致します。

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総務広報委員会

委員長　北條　　宏

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アカデミー委員会

塾長　本宮　貴浩

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アカデミー委員会

委員　小倉　征也
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　2020年度盛岡青年会議所は「HERO
～笑顔溢れる希望に満ちた未来を～」の
スローガンのもと、１年間活動してまい
りました。年初の宮野理事長の所信表明
を受け、ラスト１年という貴重な時間と

新しい世代の理事への期待で胸が高鳴りました。しかし新型
コロナウイルス感染症が全国で拡大し、当初の予定通りの事
業開催が難しくなり、事業の中止や新たな事業の構築など、
困難に立ち向かう１年となりました。活動の中止・変更を余
儀なくされる中、誰も経験したことのない事態に迷いや不安
を抱えながらも、新しい活動スタイルを確立していきまし
た。zoomを活用したリモート開催の理事会や例会などのシ
ステムを早い段階で導入し、その活動を止めることなく進め
ることが出来ました。また対外発信が難しいからこそ、自分
たちの活動に目を向け、事業構築できたことも素晴らしかっ
たと感じています。これからのwithコロナの時代、リモー
トでの事業や会議の実施など、三密を避けながら、人とのつ
ながりを維持していく会員同士のコミュニケーションが主流
となっていくのだと思います。どこにいても参加できるため、
会社にいながら、また子育てしながら参加できるなどの大き
なメリットが考えられます。しかしそれと同時に生じるハン
デにも目を向け、リアルなコミュニケーションの重要性も忘
れずに、しっかりと検証をしながら解決策を模索していって
欲しいと思います。
　不連続の連続である青年会議所は40歳までという年齢制
限があり、単年度制を採用しています。年度ごとに組織や発
信の方法は変わりますが、私たちの向かうべき場所、思いは
変わらず続いていきます。大事なことは与えられた役割につ
いて真剣に向き合い、考えるということです。自身の１年間
の役割を他者に評価してもらうのではなく、あくまで自己成
長の場である青年会議所で成長の機会を逃さず、精一杯邁進
したかどうかが重要だと考えます。
　これからも「明るい豊かな社会」の実現を目指し、新たな
時代の変化を恐れず、未来を切り拓いていっていただきたい
と思います。
　今後ますます盛岡青年会議所が地域に必要とされる存在に
なること、そして会員の皆様のご活躍を切にお祈りし、私か
らの監事講評とさせていただきます。監事という役割をいた
だき、これまでとは違う視点から盛岡青年会議所を見ること
ができました。機会をいただきました宮野理事長をはじめ、
役員の皆様、そしてメンバーの皆様へ心から感謝申し上げま
す。１年間本当にありがとうございました。

　2020年度を振り返ってみれば、当初
それぞれが思い描いていた一年とは全く
異なる予想もつかない一年となりまし
た。それは時代の変化の速度が数年単位
ではなく、一年の中で社会がガラリと変

わりうることがあり、その変化に私たち個人も対応すること
が求められているという事を学ぶ年でもありました。それは
社会生活のみならず、盛岡青年会議所にも突き付けられた課
題であったと考えます。
　盛岡青年会議所は宮野祐樹理事長のもと「HERO～笑顔
溢れる希望に満ちた未来を～」というスローガンを掲げ運動
を展開してまいりました。新型コロナウイルス感染症の拡
大により社会状況が一変した後も、所信からぶれずに活動で
きたのではないかと思います。それは、時代を見極め予期せ
ぬ事態が発生したとしても、私たちが持つべき信念・心持ち、
そして市民へ発信するべき事に大きな齟齬はなかったという
事なのだと思います。
　一方、理事長所信を実現すべく活動する各委員会に於いて
は、例年には無い試練があった一年ではないのかと思います。
昨年の予定者段階で年間事業計画を作成し、2020年度のス

タートを切りましたが、3月には内容変更を余儀なくされ、
ほぼ全ての事業に於いて手法の変更、中には事業を中止せざ
るをえなかったものもありました。そんな中、モチベーショ
ンを落とすことなく一年を通し活動し、地域や市民に前向き
な変化を起こすべく挑戦し続けたメンバーこそ、まずは率先
して「HERO」を体現していたのだと思います。
　青年会議所は市民意識変革運動を推進する団体です。それ
は決して他者の意識を変えるという一方通行的な考えなので
はなく、不断に自己を変革し続ける前向きな姿勢が、自分の
周りに良い影響を与え、それが次第に広がっていく事なのだ
と改めて学ぶことが出来る一年でした。私が考える青年会議
所は個々人の強みを活かし組織として地域に良いインパクト
を与えることと、個々人の成長をもって地域に貢献すること
の両輪だと思っています。
　理事長所信の一節にもあります「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。」の言葉を胸に、
盛岡青年会議所の未来を担うメンバーの皆様が、伝統に新た
な息吹を吹き込み、変化を恐れず常に挑戦し続け、益々ご活
躍されますことを心より祈念申し上げ監事講評とさせていた
だきます。

　宮野理事長が掲げるスローガン
「HERO～笑顔溢れる希望に満ちた未来
を～」を基に、１月の新年交賀会から
華々しくスタートした2020年度でした
が、ご存じの通り、３月以降は新型コロ

ナウイルスの影響で、盛岡青年会議所の代表的な継続事業で
ある「わんぱく相撲」や「盛岡さんさ踊り」を初め、各委員
会が計画していた事業がことごとく開催できず、各委員長を
初め、多くのメンバーが忸怩たる思いでこの１年間を過ごし
てきたと思います。
　しかし、そんなコロナ禍の状況下でも事業計画を変更し、
ビジネスマッチングサイトである盛岡広域ビジネス総合サ
イト「輪～Riｎ」の立上げや、大宮中学校での職業観育成事
業、そしてマリ共和国学校建設プロジェクト、さらに、「盛
岡さんさ踊り2020	withコロナバージョン～もりおかの想い
を今、夏の夜空に～」と題した他団体との協働による事業な
ど、多くのことをチャレンジしてきた１年であったと思いま
す。それらのどの事業も盛岡青年会議所のプレゼンスを向上
する事業であり、改めて私たち盛岡青年会議所メンバーのポ
テンシャルが試されたのではなかったかと思います。
　また、この新型コロナウイルスの影響で、ASPACや世界
会議はもちろんのこと、国内においてもサマーコンファレン
スや東北青年フォーラム、全国大会などの各種大会も例年の
ような開催ではなくオンラインでの開催になるなど、青年会
議所の醍醐味である各種大会の遠征ができなかったことは非
常に残念ではありましたが、同じ志で活動している全国の青
年会議所メンバーがこの状況下でもあきらめることなくオン
ラインでなんとか大会を発信するという姿にとても勇気づ
けられました。盛岡青年会議所においても、51年にも及び
相互交流を続けてきた「羅東國際青年商會との姉妹JC交流」
もこの影響を受け、今年は盛岡青年会議所が羅東の地へ赴く
予定でしたが断念せざるを得ないことになりました。しかし、
なんとか両JCの熱意のもとオンラインによる経済文化交流
会議を開催することができたことは非常に意義深いことであ
り、改めてJCが世界と繋がっていることを認識することが
できたのではないかと思います。
　このように、盛岡青年会議所創設以来の初めての困難にも
決して屈することなく、挑戦し続けたメンバーを誇らしく思
いますし、監事という立場で携わらせていただいたことに感
謝申し上げ、監事講評とさせていただきます。１年間本当に
ありがとうございました。

監事　小谷地　麻里

監事　田貝　裕之

監事　津田　徳明
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１
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理
事
長
所
信

強く、優しく
～誰もが理想の未来を描き、挑戦できる社会へ～

いつからだろう。
雫石以外から眺める岩手山を好きになれたのは。

いつからだろう。
もりおかの前向きな変化を自分のことのように嬉しく思えるようになったのは。

　青年会議所は、世の中に対する当事者意識を私にもたらし、行動する意義と物
事を多角的に捉える大切さを教えてくれました。そして、眺める場所によって変
化する岩手山の様々な魅力を感じ取ることが出来るようになり、それまで以上に
岩手山を好きになることができました。また、もりおかに生じる前向きな変化は
生きる使命を私に与え、ひとの笑顔は私の活力になります。

　私は青年会議所に入会し様々な活動に参画する中で、ひとの価値観に触れ、自
分の価値観を知り、変化した自分の価値観を享受することによって力を高め、共
に行動し友情を育んできた結果、ひとへの感謝を伝えられるようになりました。
そして、私を成長させてくれたひととの出会いと経験は、私にとってかけがえの
ない大きな財産になりました。私はこれまで青年会議所の歴史を紡いできた先人
たちのご尽力のおかげで現在があることに気づき、先人たちへ感謝の気持ちが溢
れてきます。私はひとの笑顔が好きです。ひとが成長したときに溢れてくる笑顔
を見ると幸せな気持ちになります。だからこそ、私はもりおかへの感謝を胸にす
べてのひとに発展・成長の機会を提供し、たくさんの笑顔を生み出していきます。
そして、青年会議所の使命である発展・成長の機会を提供することと、私の生き
る使命が重なり、先人たちが築いてきたもりおかに、私たちの世代がより良い変
化を加え、次世代につないでいかなければならないと決意を強めるのです。

　日本は時代の転換期を迎えています。新型コロナウイルス感染症の拡大は環境・
社会・経済それぞれの観点において私たちの日常生活に多大な影響を及ぼしてい
ます。社会経済活動は非接触であることを求められ既存の形式から変化し、オン
ライン化が促進されました。また、自粛要請によって温室効果ガス排出量の低下
や場所の概念に制限されず時間を有効活用できるといった側面が生まれました。
しかしながら、サプライチェーンの寸断と、需要と供給のバランスの崩壊が相
まって経済における影響は多方面にわたり問題を深刻化させています。人々の見
知らぬものと対峙する際の恐怖心は、人の行動へ悪影響を及ぼしており、新型コ
ロナウイルス感染者の特定、さらには個人への誹謗中傷やSNSへの晒しと呼ばれ
る行為を引き起こしています。これは東日本大震災によって住み暮らしていた場
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所からの移動を余儀なくされた人が受けたものと同種の偏見や差別が未だに存在していることを示していま
す。また、日本の子供の約7人に1人は貧困状態にあり、特にひとり親世帯の貧困率は高い状態にあります。
新型コロナウイルス感染症によって休職や退職した世帯収入の減少は、短期的に貧困を深刻化させています。
貧困が長期化すると、発達段階における様々な機会を得られないことにより子供の可能性が阻害され、自己
肯定感が低下し、人や社会とのつながりが分断されてしまいます。結果として、世代間での貧困の固定化を
生み出してしまい、貧困状態にある子供の数は更に増える可能性があります。このように日本には偏見や差
別、貧困の問題が存在し、もりおかも例外ではありません。

　青年会議所がこれまで推進してきた持続可能な開発目標SＤＧｓ（Suｓtaiｎable	Ｄevelopmeｎt	Ｇoalｓ）は、
エンパワーメント、インクルージョン、レジリエンス、そしてパートナーシップを実現させることにより、
環境・社会・経済の三側面の課題を統合的に解決することを目指しています。今起きている問題はSＤＧｓの誰
ひとり取り残さないという理念に即した行動によって解決できます。一人ひとりの力を引出し高め（エンパ
ワーメント）、ひとを別け隔てることなく、すべてのひとを思いやりの心で包み（インクルージョン）、変化
にしなやか且つ強靭に適応し復元する力（レジリエンス）。未来が予測不能な時代で社会により良い変化を
もたらすためには、この三要素が重要であり、さらにこれらの要素を社会に浸透させSＤＧｓの達成を加速さ
せるパートナーシップが不可欠です。また、Society5.0は、ＩoTやAＩなどの先端技術をあらゆる産業や社会
生活に取り入れることによって、環境・社会・経済の様々な課題が解決される社会を目指しています。ゆえに
Society5.0とSＤＧｓの達成は親和性が高く、どちらも個人の尊厳や公平さが尊重された持続可能な未来をつ
くるとともに、ひとがもっている強さと優しさによって環境・社会・経済を新型コロナウイルス感染症の拡大
する以前よりもより良く発展・成長させる可能性に満ちています。

　私の思い描く「明るい豊かな社会」とは、誰もが理想の未来を描き、挑戦できる社会です。すべてのひと
がSＤＧｓの達成に向けて個人・団体における目標を定め、予測不能な事象が起きようと前向きに捉え、挑戦
する人に対して周りのひとが思いやりの心をもって応援できる社会です。未来に起こりうる問題に対しては
誰も正解をもち合わせていません。だからこそ、経験から未来を予測するのではなく、理想の未来を自らが
定義し、理想から逆算して今必要な行動を起こすという思考方法が必要なのです。私たちは目前にある問題
を解決するための課題を可視化し、エンパワーメント、インクルージョン、レジリエンス、そしてパートナー
シップによって、社会により大きなインパクトを生み出します。
　私たちは年齢、性別、国籍、宗教にかかわらず、すべてのひとが活躍できる公平な機会を提供し前向きな
変化を促します。誰もが理想の未来を描き、挑戦できる社会を実現させ個々人が目前の課題を解決すること
ができれば、SＤＧｓの達成された持続可能な社会が実現します。私たちに解決できない問題はありません。
多くのひとを巻き込むべくビジョンを掲げ、どのような問題が起きようと臆することなく果敢に挑戦し、運
動を展開しましょう。もりおかに住み暮らすひとと共に、その一歩を力強く踏み出そう。
【もりおかに住み暮らすすべてのひとと共に住み続けたいまちを実現する】
　AＩやビッグデータを活用し、社会のあり方そのものを変えていく都市「スーパーシティ」は、生活全般



44 ANNUAL REPORT 2021

において住民の目線による「ありたき未来」の先行実現に向けて暮らしと社会に実装する「まるごと未来都
市」であり、地域が抱える環境・社会・経済の課題解決を目指しています。私たちは、新型コロナウイルス感
染症による生活環境の変化がひとの価値観にどのような変容を生じさせたのかを調査・分析し、誰もが住み
やすく、自分の可能性を拡げていけるまち、そんな理想像をステークホルダーと協働し、それぞれの技術や
アイディアを組み合わせ、各地域に住み暮らす子供たちと共に描きます。そして描いた住み続けたい理想の
まちについて、各地域に即したモデルを考え、自治体に提言します。また、住み続けたいまちの資源として
地域の活力を生み出す祭りは、これからも守り続けていかなければなりません。これまでに培ったひとのつ
ながりを活かしながら市民総参加型の心躍る盛岡さんさ踊りを実現し、地域に根差した魅力ある祭りとして
新たな１ページを刻み、もりおかに活気を取り戻します。そして、ひととの関わり合いの中から住み続けた
いまちとは何かを考え、もりおかに新たな価値を創造します。

【未来のあるべき姿を描き、すべての子供たちが挑戦できる社会を創造する】
　子供の可能性は無限であり、未来の担い手である子供たちは地域、そして日本の宝です。だからこそ、大
人は子供の教育に真摯に向き合い、子供の行動を支える心の育成に寄与しなければなりません。ひとの価値
観は、身近な人との関わり合いの中で形成されます。私たちは子供たちの生活環境の変化を理解し、一人ひ
とりの子供の興味・関心を的確に把握します。子供たちが価値観の共通点や相違点を他者との比較から見つ
めなおして考える機会を提供し、子供たちの誰に対しても公平な思いやりの心を育みます。また、子供たち
が住み暮らしているまちと自身の理想像を描くことによって、想像力と意志の強さが育まれます。そして、
子供たちの発想に先端技術や新たな思考方法を取り入れることは理想の未来を具現化できる可能性に満ちて
います。子供たちの発想は、とても柔軟で大人の先入観や固定観念を取り払ってくれます。子供たちが自身
の住み暮らすまちの課題を見つけ自分で考え行動し、その学びを地域に発信することによって豊かな人間性
を育むとともに子供から大人へ学びの波及効果を生み出します。お互いを尊重する認め合いの中で子供たち
の自己肯定感を高め、何事にも挑戦できる前向きな心の育成に寄与します。

【民間外交の価値を再認識し、すべてのひとと共にSDGsの達成に向けて行動する】
　受け入れられない価値観の違いや不当な差別などの心の分断が要因となって世界では紛争が断続的に起き
ており、その地域には食糧、教育、ジェンダーなどにかかわる様々な問題が複雑化しています。一方、日本
国内では紛争とまではいかないものの、新型コロナウイルス感染症によって物資の奪い合いが起きており、
心の分断が顕在化しています。そして、気候変動は地球に住み暮らすすべてのひとの問題として逼迫してお
り、環境保全に資する行動が世界全体に求められています。羅東國際青年商會との民間外交は、信頼と友情
のもと両地域間の相互理解を深めることができ、恒久的世界平和の実現へ導く貴重且つ身近な機会です。国
際交流の機会は、お互いの地域を客観的に捉え、まちの魅力や課題を再認識でき、両地域のまちに対する誇
りを得ることができます。誰もが世の中の事象に対して当事者意識をもち、地球規模で物事を考え、地域の
特性を取り入れて活動することは恒久的世界平和につながります。私たちは両地域における地域課題の解決
方法を探求することによって、SＤＧｓの取り組みの共通点と相違点からお互いの国と地域の特性について理
解し、国際感覚をもった人材の育成に寄与します。そして、もりおかに住み暮らす外国人と共にSＤＧｓの達
成に向けて行動し、お互いを尊重できる思いやりの心をもりおかに拡げていきます。

【青年会議所の価値を再認識し、アクティブシチズンを増やす】
　青年会議所はひとづくりを通したまちづくりに真摯に向き合っています。私たちは地域のニーズを分析し、
SＤＧｓの達成に向けた課題解決方法を確立します。そして行動を起こしながらも検証を行うサイクルを協力
団体と共に回し続け、継続的なインパクトを生み出します。青年会議所の運動を通して世の中にあるすべて
の分野のステークホルダー同士を結びつけることで社会的信望をさらに高めることができます。その起点と
なるのは、すべての会員が現状を前向きに捉える強さと他者を思いやる優しい心をもつことです。年齢や性
別、様々なバックグラウンドをもつひとの新しい考えや価値観を取り入れることによって、私たち自身の成
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長につながります。私たち自身の成長は青年会議所の組織を発展させるとともにまちの成長につながります。
だからこそ、多様なひとから自分自身について理解する機会を提供し会員相互の成長に寄与する必要があり
ます。すべての会員に様々な機会を提供し、その体験を通してまちに対しての当事者意識の醸成と前向きな
変化を促します。そして、すべての会員が自らの目標を定め、その目標達成のために努力し、共感を得るこ
とによって他者に前向きな変化をもたらします。SＤＧｓの達成をビジョンに掲げ、多くのひとを巻き込む共
感力でアクティブシチズンと運動の輪を拡げていきます。

【広報メディア戦略に挑戦し、市民意識変革運動の価値を拡げる】
　盛岡青年会議所の展開する市民意識変革運動を拡げるためには、組織のブランディングと発信力の更なる
強化が必要不可欠です。私たちが展開する事業の精度を高めることは、組織のブランディング向上と会員の
組織に対する誇りを得ることにつながり、組織に対する誇りは一人ひとりの発信力を高めます。また事業構
築において、戦略的に広報を実践するためには対象者のイメージがより鮮明であるほうが高い効果を生み出
します。各委員会へ何のために誰に対して行うのかを明確にする思考方法を提案します。また、SNSが一般
化し、多様なコミュニケーションツールが活用されている現在、たった一人の発信した情報が多くの共感を
呼び、結果的に社会を変えることが可能になっています。しかしながら、世の中の情報すべてが正しいとは
限りません。ゆえに私たちは情報リテラシーを学び、一つの事象を多角的に捉える力を養います。そして市
民意識変革運動の発信者としての責任を自覚する機会を提供します。また、様々なメディアによる広報を戦
略的に実践することにより、多くのひとを巻き込むべく運動の価値をもりおかに拡げます。

＜未来構想特別委員会＞
　盛岡青年会議所は現在に至るまでより良い組織であることを追い求めた諸先輩方によって連綿と受け継
がれてきました。だからこそ、誰もが挑戦できる組織を次世代に引き継ぐべく組織改革に取り組みます。
2020年度の未来戦略特別委員会で協議した内容をしっかりと引継ぎ、会員拡大の短中期的ビジョンの運用、
検証を実施するとともにポストコロナでの組織運営のあるべき姿について検討し、組織運営マニュアルを策
定します。

～出向者を支援する～
　青年会議所は会員数15万人以上の世界で最も大きな青年団体であり、およそ130の国と地域が人的ネッ
トワークでつながっている組織です。各地域にある様々な課題解決の手法をひとやまちから学び、盛岡青年
会議所にもち帰ることは、個人の資質向上並びに組織の活性化につながります。出向者を支援し、出向者の
得た経験を気づきとしてすべての会員にフィードバックし盛岡青年会議所の運動の価値を更に高めます。

　「なせば成る　なさねば成らぬ　何事も　成らぬは人のなさぬなりけり」
　　　　　　　　　　　　　　	　　　　　　　　　　　　　　　　上杉鷹山

己を信じ、仲間を信頼し、誇りをもって社会のために行動し続けよう。
自身の意識を変革させる一歩踏み出す勇気をもって。
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スローガン

強く、優しく
～誰もが理想の未来を描き、挑戦できる社会へ～

誰もが理想の未来を描き、挑戦できる社会を実現するために、多
くのひとを巻き込むべくビジョンを掲げ、すべてのひとが活躍できる
公平な機会を提供し前向きな変化を促す運動を展開する。

もりおかに住み暮らすすべてのひとと共に住み続けたいまちを実現する。

未来のあるべき姿を描き、すべての子供たちが挑戦できる社会を創造する。

民間外交の価値を再認識し、すべてのひとと共にSDGsの達成に向けて行動する。

青年会議所の価値を再認識し、アクティブシチズンを増やす。

広報メディア戦略に挑戦し、市民意識変革運動の価値を拡げる。

基 本 理 念

基 本 方 針
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・地域開発室 ・戦略広報室

・次世代育成室

・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

【地域開発委員会】
1. 新年交賀会の企画・運営
2. まちの未来創造事業の企画・運営
3. 盛岡さんさ踊り練習会の企画・運営
4. 第43回盛岡さんさ踊りの企画・運営
5. 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. 情報リテラシーに関する取り組みの企画・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. 事業対象者に関する提案
6. 対外事業の宣伝告知管理・提案
7. 東北青年フォーラム（福島／郡山）の情報提供・参加啓発
8. 全国大会（とちぎ宇都宮）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
5. 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SDGsの達成に向けた取り組みの企

画・運営
3. 羅東國際青年商會との姉妹JC交流の企画・運営
4. ASPAC（台湾／台中）の情報提供・参加啓発
5. 世界会議（南アフリカ／ヨハネスブルク）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. 岩手ブロック大会（陸前高田）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. 理事会及び常任理事会の設営
6. 出向者連絡会議の企画・運営
7. 各種渉外受入

【未来構想特別委員会】
1. 会員拡大中短期ビジョン・戦略の運用、検証
2. ポストコロナにおける組織運営マニュアルの策定
3. ビジネスマッチングサイトの運用、検証
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地域開発委員会 	 副理事長	 吉田　将太
	 室　長	 照井　和弘
	 委員長	 佐々木裕一

１．基本方針
　新型コロナウイルス感染症は短期間のうちに我々の生活環境や価値観を大きく変化させました。長年、地域が抱えてきた
様々な課題は、一部ではＩoTやAＩの導入加速により改善の兆しが現れています。その一方で、感染防止の名のもとにあらゆ
る活動の自粛を求める風潮は、地域経済を停滞させるのみならず、人と人のつながりの希薄化をも招いています。
　私たちは、誰もが住み続けたいと思える活気溢れるもりおかについて、先端技術や新たな思考方法を取り入れた「ありた
き未来」と、これまで受け継いできた「歴史や伝統」の両面から考え、その実現のため、運動を展開してまいります。

２．事業計画・予算（案）

３．年間スケジュール

事業計画 公益該当項目 開催月 予算額（一般） 予算額（その他） 備考

1．新年交賀会の企画・運営 1月 965,000円

1.1	新年交賀会の企画・運営 965,000円 1月例会

2．まちの未来創造事業の企画・運営 19（3）（6） 10月 35,000円

2.1	まちの未来創造事業の企画・運営 35,000円

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

3.1	盛岡さんさ踊り練習会の企画・運営 62,000円（公益特会）

4．第43回盛岡さんさ踊りの企画・運営 19（4） 8月 910,000円

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

5．サマーコンファレンスの情報提供・参加
啓発 7月 0円
5.1	サマーコンフェレンスの情報提供・
参加啓発 0円

合　計 1,000,000円 972,000円

期間 2020 2021

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

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

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

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

5.1.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	 藤原　大修
	 室　長	 鳥居　　誠
	 委員長	 沼田　　悟

１．基本方針
　予測不能な出来事が我々の生活環境に影響を及ぼしています。人と社会の関係が離れてしまうことによって、身近な人と
の関わり合いの中で成長していく子供たちは、様々な機会を失い、自己肯定感が低下している可能性があります。
　私たちは未来の担い手である子供たちの興味や関心を知り、自身と他者との価値観を考える機会を提供することで子供た
ちの公平な思いやりと豊かな人間性を育みます。その中で、子供たちの理想像を共に描き、柔軟な発想を地域へ拡げること
で、地域の課題解決に繋げていきます。そして、すべての子供たちがお互いを尊重し認め合う中で、自己肯定感を高め未来
のあるべき姿を描き挑戦できる社会の実現を目指します。

２．事業計画・予算（案）

３．年間スケジュール

事業計画 公益該当項目 開催月 予算額（一般） 予算額（その他） 備考

1．次世代育成事業の企画・運営 60,000円
1.1	次世代育成事業に関するアンケート
調査 7(19) 2月 0円

1.2	次世代育成事業の企画運営 7(19) 5月 60,000円 5月例会

2．第33回わんぱく相撲盛岡場所の企画・運営 600,000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 600,000円 6月例会

公益特会
3．第36回わんぱく相撲全国大会の引率・参加 95,000円
3.1	第36回わんぱく相撲全国大会の引
率・参加 9(15) 10月 95,000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 120,000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 120,000円 公益特会

5．京都会議の情報提供・参加啓発

5.1	京都会議の情報提供・参加啓発 1月

合　計 93,000円 890,000円
　　※事業の詳細については別紙参照

期間
事業名

2020 2021

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1	次世代育成事業に関するアンケート調査 準備・・・・実施 報告

1.2	次世代育成事業の企画・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

5.1	京都会議の情報提供・参加啓発 準備・・・・実施・・・・報告
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国際社会創造委員会 	 副理事長	 服部　　達
	 室　長	 髙橋　　潤
	 委員長	 瀬川　　瞬

１．基本方針
　世界は今、環境・社会・経済において様々な問題が交錯しており、差別やジェンダーに関する問題もまた価値観や認識の違
いにより、深刻化しています。更には新型コロナウイルス感染症が発生し、不安と不信感から国際協調が十分に機能してお
らず、その影響や被害にも格差が生じています。現代社会に生きる我々一人ひとりが、問題に対する共通認識と協力体制を
持つことが必要です。
　私たちは羅東國際青年商會とSＤＧｓへの取り組みを通し、価値観や地域特性の違いや共通点を相互理解し、一人ひとりの
可能性を拡げ、レジリエンスを持った国際社会で活躍できる人材を育成します。そして、もりおかに住み暮らす外国人と共
にSＤＧｓの達成に向けて行動することによって、パートナーシップを構築し、「思いやりの心」をもりおかのまちに拡げて
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．国際社会創造事業の企画・運営 74,000円

1.1	国際社会創造事業の企画・運営 19(3) 7月 74,000円 7月例会
2．SDGsの達成に向けた羅東國際青年商

會との取り組み 93,500円
2.1	SＤＧｓの達成に向けた羅東國際青年
商會との取り組み 4月 93,500円 4月例会

3．羅東國際青年商會との姉妹JC交流の企
画・運営 400,000円
3.1	羅東國際青年商會との姉妹JC交流の
企画・運営 10月 400,000円

4．ASPAC(台湾/台中)の情報提供・参加啓
発 0円
4.1	ASPAC(台湾/台中)の情報提供・参加
啓発 6月 0円

5．世界会議(南アフリカ/ヨハネスブルク)
の情報提供・参加啓発 0円
5.1	世界会議(南アフリカ/ヨハネスブル
ク)の情報提供・参加啓発 11月 0円

合　計 567,500円
　　※事業の詳細については別紙参照

期間 2020 2021

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
2.1	SＤＧｓの達成に向けた羅東國際青年商會と
の取り組み 準備・・・・・・・・実施・・・・報告

3.1	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

4.1ASPAC(台湾/台中)の情報提供・参加啓発	 準備・・・・実施・・・・報告
5.1	世界会議(南アフリカ/ヨハネスブルク)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	 豊岡　　淳
	 室　長	 山口　雄司
	 委員長	 小倉　征也

１．基本方針
　盛岡青年会議所の会員数が減少傾向にあり、地域に与える影響力の低下が懸念されます。また新型コロナウイルス感染症
拡大の影響により、ひとと接する機会が減少しています。しかし、自己の成長には他者との関わりが欠かせません。多様な
価値観に触れ、理解することで人間力が高まる機会になります。
　持続可能な社会の実現に向けて、外部団体との協働により自発的かつ能動的に行動できる仲間を増やし、前向きな姿勢や
思いやりの心で多くの共感を生み、アクティブシチズンと共にあるべき姿を創造します。

２．事業計画・予算（案）

３．年間スケジュール

事業計画 公益該当項目 開催月 予算額（一般） 予算額（その他） 備考
1．新しい会員の拡大 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	理事長面接及び定款説明の企画・運営 通年 0円

2．異業種交流会の企画・運営 55,000円 600,000円 2月例会
2.1	異業種交流会の企画・運営 19(3) 2月 55,000円 600,000円

3．仮会員オリエンテーションの企画・運営 15,000円 95,000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 0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 0円
3.3	第3回仮会員オリエンテーションの企画・運営 10月 15,000円 95,000円

4．新入会員育成ツールの作成・活用 0円 120,000円
4.1	新入会員育成ツールの作成・活用 随時 0円 120,000円

5．卒業式の企画・運営 610,000円 12月例会
5.1	卒業式の企画・運営 12月 610,000円

6．岩手ブロック大会（陸前高田）の情報提
供・参加啓発 0円
6.1	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

合　計 680,000円 890,000円
　　※事業の詳細については別紙参照

期間
事業名

2020 2021

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

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・運営及び定款説明の企
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	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
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JCブランディング委員会 	 副理事長	 大和田祐輔
	 室　長	 立花　　唯
	 委員長	 道下　剛史

１．基本方針
　盛岡青年会議所は、これまで市民意識変革運動を展開すべく、各事業様々なツールを活用し情報発信を行ってまいりまし
た。
　今後は更に多くのもりおかの人を巻き込むべく、会員一人ひとりが組織の活動を把握し、地域へ戦略的に情報発信をする
ことで、盛岡青年会議所への誇りを持つ事に繋がります。そして、活動や広報を通して情報を読み取る力と活かす力を養う
ことで、私たちが展開する事業の価値を高め、より多くのひとを巻き込む運動をもりおかに拡げます。

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．情報リテラシーに関する取り組みの企画・運営 3月 47,000円

1.1	情報リテラシーに関する取り組みの企画・運営 3月 47,000円 3月例会

2．アニュアルレポートの作成・発行 1月 446,000円

2.1	アニュアルレポートの作成・発行 1月 446,000円

3．広報誌の作成・発行 1月・6月 410,000円

3.1	広報誌の作成・発行 1月 　330,000円

3.2	広報誌通常号の作成・発行 6月 80,000円
4．オフィシャルウェブサイトおよびオフィ

シャルSNSアカウントの運営・管理 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．事業対象者に関する提案 通年 0円

5.1	事業対象者に関する提案 通年 0円

6．対外事業の宣伝告知管理・提案 通年 40,000円

6.1	対外事業の宣伝告知管理・提案 通年 40,000円
7．東北青年フォーラム(福島/郡山)の情報

提供・参加啓発 9月 0円
7.1	東北青年フォーラム(福島/郡山)の情
報提供・参加啓発 9月 0円

8．全国大会（とちぎ宇都宮）の情報提供・参加啓発 10月 0円

8.1	全国大会（とちぎ宇都宮）の情報提供・参加啓発 10月 0円

合　計 943,000円
　　※事業の詳細については別紙参照

期間
事業名

2020 2021

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1	情報リテラシーに関する取り組みの企画・運営 準備・・・・・・・・実施・・・・報告

2.2	アニュアルレポート作成・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	事業対象者に関する提案 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	東北青年フォーラム(福島/郡山)の情報提
供・参加啓発 準備 実施 報告

8.1	全国大会(とちぎ宇都宮)の情報提供・参加啓発 準備 実施 報告
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未来構想特別委員会 	 委員長	 吉田　将太

１．基本方針
　盛岡青年会議所は現在に至るまでより良い組織であることを追い求めた諸先輩方によって連綿と受け継がれてきました。
だからこそ、誰もが挑戦できる組織を次世代に引き継ぐべく組織改革に取り組みます。2020	年度の未来戦略特別委員会で
協議した内容をしっかりと引継ぎ、会員拡大の短中期的ビジョンの運用、検証を実施するとともにポストコロナでの組織運
営のあるべき姿について検討し、組織運営マニュアルを策定します。

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・戦略の運用、

検証 1月〜 9月 0円
1.1	会員拡大短中期ビジョン・戦略の運
用、検証 1月～ 9月 0円

2．ポストコロナにおける組織運営マニュ
アルの策定 1月〜 12月 0円
2.1	ポストコロナにおける組織運営マ
ニュアルの策定 1月～ 12月 0円

3．ビジネスマッチングサイトの運用、検証 1月〜 12月 150,000円
3.1	ビジネスマッチングサイトの運用、
検証 1月～ 12月 150,000円

合　計 150,000円
　　※事業の詳細については別紙参照

期間
事業名

2020 2021

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・戦略の運用、検証 準備 実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・報告
2.1	ポストコロナにおける組織運営マニュア
ルの策定 準備 通年・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・報告

3.1	ビジネスマッチングサイトの運用、検証 準備 通年・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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　2021年度　当初予算
2021年1月1日から2021年12月31日まで

科　　　目 2021年度予算額 2020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 2,000 0
　　　　　　特定資産利息収入 0 0 0
　　　　②入会金収入 1,200,000 1,200,000 0
　　　　　　入会金収入 1,200,000 1,200,000 0 30,000円×40名
　　　　③会費収入 13,960,000 15,280,000 -1,320,000
　　　　　　正会員会費収入 13,040,000 14,360,000 -1,320,000
　　　　　　　　正会員年会費 9,960,000 11,280,000 -1,320,000 120,000円×83名
　　　　　　　　正会員（休会者） 120,000 120,000 0 60,000円×2名
　　　　　　　　新入会員 1,760,000 1,760,000 0 月割計算×40名
　　　　　　　　仮会員 1,200,000 1,200,000 0 3 ヶ月で入会（10,000y/m×40名）
　　　　　　特別会員会費収入 920,000 920,000 0 40,000円×23卒業生23名
　　　　　　賛助会員会費収入 0 0
　　　　④事業収入 1,313,500 1,327,000 -13,500
　　　　　　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 1,186,000 1,186,000 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 127,500 141,000 -13,500 会員名簿￥1,500×85名
　　　　⑤補助金等収入 0 0 0
　　　　　　国庫補助金収入 0 0 0
　　　　　　地方公共団体補助金収入 0 0 0
　　　　　　民間補助金収入 0 0 0
　　　　　　国庫助成金収入 0 0 0
　　　　　　地方公共団体助成金収入 0 0 0
　　　　　　民間助成金収入 0 0 0
　　　　⑥寄付金収入 0 0 0
　　　　　　寄付金収入 0 0 0
　　　　　　募金収入 0 0 0
　　　　⑦雑収入 100,700 100,700 0
　　　　　　受取利息収入 700 700 0
　　　　　　その他雑収入 100,000 100,000 0 お祝い金など
　　　　事業活動収入計 16,574,200 17,909,700 -1,335,500
　　2.事業活動支出 0
　　　　①事業費支出 3,950,500 3,881,560 68,940
　　　　　　事業費支出 3,750,500 3,881,560 -131,060
　　　　　　　　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 680,000 842,000 -162,000 2020会員拡大委員会
　　　　　　　　地域開発委員会 1,000,000 1,090,000 -90,000 2020ビジネス創造委員会

59,000 -59,000 2020地域開発委員会
　　　　　　　　次世代育成委員会 60,000 93,000 -33,000 2020次世代育成委員会
　　　　　　　　国際社会創造委員会 567,500 148,800 418,700 2020国際社会研究委員会
　　　　　　　　JCブランディング委員会 943,000 1,198,760 -255,760 2020ＪＣブランディング委員会
　　　　　　　　未来戦略特別委員会 150,000 300,000 -150,000 2020未来戦略特別委員会
　　　　　　委員会運営費支出 0 0 0
　　　　　　事業予備費支出 200,000 0 200,000

（単位：円）
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科　　　目 2021年度予算額 2020年度予算額 増　減 摘　　　要

　　　　②管理費支出 9,244,825 10,483,958 -1,239,133
　　　　　　会議費支出 110,000 90,000 20,000
　　　　　　　　総会費 100,000 80,000 20,000 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 4,100,000 5,300,000 -1,200,000 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 200,000 260,000 -60,000
　　　　　　通信・発送費支出 300,000 300,000 0
　　　　　　消耗品費支出 200,000 200,000 0
　　　　　　会員支給品費支出 640,000 628,000 12,000
　　　　　　　　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 140,000 128,000 12,000 バッジ￥1,800	プレート￥1,700　40名
　　　　　　リース料支出 0 0 0
　　　　　　修繕費支出 80,000 0 80,000 Wi-Fiアクセスポイント交換
　　　　　　光熱水道費支出 424,000 440,000 -16,000
　　　　　　賃借料支出 1,320,000 1,320,000 0 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 70,000 70,000 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）,	ZOOM
　　　　　　租税公課支出 72,000 72,000 0
　　　　　　渉外費支出 351,000 450,000 -99,000
　　　　　　　　各種大会登録料 10,000 10,000 0
　　　　　　　　他団体会費 50,000 80,000 -30,000
　　　　　　　　他団体交流関係費 231,000 300,000 -69,000
　　　　　　　　冠婚葬祭関係支出 60,000 60,000 0 お酒、慶弔、お祝い金など
　　　　　　　　復興支援対応費 0 0 0
　　　　　　　　ブース出展費 0 0 0 各種大会
　　　　　　　　バス代 0 0 0 各種大会
　　　　　　雑支出 50,000 50,000 0
　　　　　　管理・運営予備費 27,825 3,958 23,867
　　　　③負担金支出 2,398,875 2,564,182 -165,307
　　　　　　ＪＣＩ負担 201,500 219,232 -17,732
　　　　　　日本ＪＣ負担金 595,000 690,000 -95,000 基本額および付加金
　　　　　　地区協議会負担金 214,500 229,000 -14,500
　　　　　　ブロック協議会負担金 755,000 770,000 -15,000
　　　　　　国際協力資金 228,125 248,200 -20,075
　　　　　　日本ＪＣ出向者負担金 100,000 60,000 40,000
　　　　　　We Believe購読料 294,750 327,750 -33,000
　　　　　　東北地区出向者負担金 10,000 20,000 -10,000
　　　　④他会計へ繰越金支出 980,000 980,000 0
　　　　　　特別会計への繰入金支出 980,000 980,000 0 積立金管理特別会計へ
　　事業活動支出計 16,574,200 17,909,700 -1,335,500
　　　　事業活動収支差額 0 0 0
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科　　　目 2021年度予算額 2020年度予算額 増　減 摘　　　要

Ⅱ投資活動収支の部
　　1.投資活動収入
　　　　①特定資産取崩し収入 0 0 0
　　　　　　災害積立資産取崩収入 0 0 0
　　　　　　〇〇事業積立資産取崩収入 0 0 0
　　　　②固定資産売却収入 0 0 0
　　　　　　土地売却収入 0 0 0
　　　　　　建物売却収入 0 0 0
　　　　　　構築物売却収入 0 0 0
　　　　　　車輌運搬具売却収入 0 0 0
　　　　　　什器備品売却収入 0 0 0
　　　　③固定資産取崩収入 0 0 0
　　　　　　減価償却積立資産取崩収入 0 0 0
　　　　④敷金・保証金戻り収入 0 0 0
　　　　　　敷金戻り収入 0 0 0
　　　　投資活動収入計 0 0 0
　　2.投資活動支出
　　　　①特定資産取得支出 0 0 0
　　　　　　災害積立資産取得支出 0 0 0
　　　　　　〇〇事業積立資産取得支出 0 0 0
　　　　②固定資産取得支出 0 0 0
　　　　　　土地購入支出 0 0 0
　　　　　　建物取得支出 0 0 0
　　　　　　構築物取得支出 0 0 0
　　　　　　車輌運搬具取得支出 0 0 0
　　　　　　什器備品取得支出 0 0 0
　　　　　　減価償却積立資産取得支出 0 0 0
　　　　③敷金・保証金支出 0 0 0
　　　　　　敷金支出 0 0 0
　　　　投資活動支出計 0 0 0
　　　　　　投資活動収支差額 0 0 0
Ⅲ財務活動収支の部
　　1.財務活動収入
　　　　①借入金収入 0 0 0
　　　　　　投資活動収入計 0 0 0
　　2.財務活動支出
　　　　①借入金返済支出 0 0 0
　　　　財務活動支出計 0 0 0
　　　　　　財務活動収支差額 0 0 0
Ⅳ予備費支出
　　当期収支差額 0 0 0
　　前期繰越収支差額 0 0 0
　　次期繰越収支差額 0 0 0
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2021年度　公益目的支出計画管理特別会計　収支予算書
2021年1月1日から2021年12月31日まで

2021年度　特別事業支出積立金管理特別会計　収支予算書
2021年1月1日から2021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 1,787,000
　　　　　　次世代育成委員会 815,000 わんぱく盛岡600,000円、わんぱく男子全国95,000円、わんぱく女子全国120,000円
　　　　　　地域開発委員会 972,000 さんさ踊り練習会62,000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 1,787,000
　　　　当期収支差額 -1,387,000
　　　　前期繰越収支差額 30,343,974
　　　　次期繰越収支差額 28,956,974

科　　　目 当年度予算額 摘　　　要
Ⅰ事業活動収支の部
　　1.事業活動収入
　　　　④事業収入 0
　　　　　　事業費繰入収入 0
　　　　　　登録料収入 0
　　　　　　販売収入 0
　　　　　　業務受託収入 0
　　　　　　家賃・会議室料収入 0
　　　　　　雑収入 0
　　　　⑦雑収入 0
　　　　　　受取利息収入 0
　　　　　　その他雑収入 0
　　　　⑧他会計からの繰入金収入 980,000
　　　　　　本会計からの繰入金収入 980,000
　　　　　　他の特別会計からの繰入金収入 0
　　　　　　委員会事業会計からの繰入金収入 0
　　　　事業活動収入計 980,000
　　2.事業活動支出
　　　　①事業費支出 0
　　　　　　委員会 0
　　　　②管理費支出 0
　　　　　　修繕費支出 0
　　　　　　渉外費支出 0
　　　　　　　　国際交流促進費 0
　　　　　　管理・運営予備費 0
　　　　④他会計へ繰越金支出 0
　　　　　　本会計への繰入金支出 0
　　　　　　特別会計への繰入金支出 0
　　　　　　委員会事業会計への繰入金支出 0
　　　　事業活動支出計 0
　　　　当期収支差額 980,000
　　　　前期繰越収支差額 6,480,530
　　　　次期繰越収支差額 7,460,530



59ANNUAL REPORT 2021

2021年度　収益事業管理特別会計　収支予算書
2021年1月1日から2021年12月31日まで

（単位：円）
科　　　目 2021年度予算額 2020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 184,200 124,200 60,000

　　　　次期繰越収支差額 244,200 124,200 120,000
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一般社団法人 盛岡青年会議所　2021年度　役員・役職名簿

■役員
　理事長 田屋舘　真留久
　副理事長 吉　田　将　太
　副理事長 藤　原　大　修
　副理事長 服　部　　　達
　副理事長 豊　岡　　　淳
　専務理事 大和田　祐　輔
　室長 照　井　和　弘
　室長 鳥　居　　　誠
　室長 髙　橋　　潤⒃
　室長 山　口　雄　司
　室長 立　花　　　唯
　常務理事 池　野　利　彦
　理事 佐々木　裕　一
　理事 沼　田　　　悟
　理事 瀬　川　　　瞬
　理事 小　倉　征　也
　理事 道　下　剛　史
　事務局長 北　條　　　宏
　事務局次長 里　　　裕　一
　事務局次長 鈴　木　七　恵
　事務局次長 中　嶋　政　裕

　監事 菅　原　一　法
　監事 土　樋　　　梓
　監事 松　本　陽　吉

■顧問・直前理事長
　顧問 伊　藤　淳之介
　直前理事長 宮　野　祐　樹
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一般社団法人 盛岡青年会議所　2021年度　出向者名簿
■国際青年会議所（１名）
　　アジア太平洋開発協議会（JCＩ	APＤC） 開発担当役員 伊藤淳之介

■公益社団法人日本青年会議所（７名）
　　地域グループ質的価値創造会議	 副 議 長 髙橋　潤⒁

小 幹 事 藤原　良行 
委　　員 石井　優宇 
委　　員 豊岡　　淳 
委　　員 松浦　直人 

　　アジアアライアンス構築委員会 兼任委員 伊藤淳之介

　　総務グループ	総務委員会 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（１名）
　　会務担当（情報共有担当） 副 会 長 宮野　祐樹

■公益社団法人日本青年会議所東北地区岩手ブロック協議会（24 名）
副会長 松本　陽吉 

　　総務広報委員会 委 員 長 米谷　　猛 
幹　　事 沼袋　祐也 
委　　員 長瀬　智也
委　　員 針生　真和
委　　員 宮　　　慧

　　いわて JAYCEEアカデミー委員会 塾　　長 今野　洋介
幹　　事 谷藤　一徳
委　　員 石田　　寛 
委　　員 岩⻆慎太郎 
委　　員 牛渡　一王 
委　　員 小野寺　竜
委　　員 熊谷　松亮 
委　　員 後藤　翔也 
委　　員 後藤　勇太 
委　　員 佐々木宏之 
委　　員 里　　裕一 
委　　員 髙橋　　凌 
委　　員 中嶋　政裕
委　　員 福田　和晃
委　　員 細川　翔太
委　　員 道下　剛史
委　　員 吉津　英文 
委　　員 若松　慈由 
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一般社団法人 盛岡青年会議所　2021年度　組織図
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2021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 13日（水） 9日（火） 9日（火） 6日（火） 11日（火） 8日（火）

理事会 27日（水） 24日（水） 23日（火） 20日（火） 25日（火） 22日（火）

岩
手
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会

正副会長会議

役員会議 14日（木） 10日（水） 12日（金） 13日（火） 12日（水） 15日(火)

会員会議所会議 30日(土)
【一関】

27日(土)
【江刺】

20日(土)
【カシオペア】

24日（土）
【水沢】

22日（土）
【陸中宮古】

ブロック行事 会頭公式訪問
26日(土)
ブロック大会	
50周年記念式典
【陸前高田】

いわて
JAYCEE
アカデミー

６日(土)
新春のつどい	
アカデミー開校式
【北上】

６日(土)
アカデミー
第１講座
【大船渡】

15日(土)
アカデミー
第２講座
【ＷＥＢ】

各LOM事業

東
北
地
区
協
議
会

正副会長
拡大会議

13日（水）
【ＷＥＢ】

3日(水)
【ＷＥＢ】

3日(水)
【ＷＥＢ】

2日（木）
【ＷＥＢ】

6日(木)
【ＷＥＢ】

2日(水)
【ＷＥＢ】

財政コンプラ
イアンス
審査会議

18日(月)
【ＷＥＢ】

8日(月)
【ＷＥＢ】

8日(月)
【ＷＥＢ】

5日(月)
【ＷＥＢ】

10日(月)
【ＷＥＢ】

7日(月)
【ＷＥＢ】

役員会議 20日(水)
【ＷＥＢ】

17日(水)
【ＷＥＢ】

17日(水)
【ＷＥＢ】

14日(水)
【ＷＥＢ】

19日(水)
【ＷＥＢ】

16日(水)
【ＷＥＢ】

会員会議所会議 22日(金)
【京都】

地区行事

正副会頭会議
（月初）

28日（木）
（移動）

25日（木）
（移動）

1日（木）
（移動）
28日（水）
（移動）

3日（木）
（移動）
30日（水）
（移動）

正副会頭会議
（月中／ＷＥＢ）

7日（木）
（ＪＣ会館）

10日（水）
（ＷＥＢ）

5日（金）
（ＷＥＢ）

8日（木）
（ＷＥＢ）

7日（金）
（ＷＥＢ）

10日（木）
（ＷＥＢ）

常任理事会 15日（金） 19日（金） 9日(火) 16日（金） 14日（金） 18日（金）

理事会 22日(金)
（京都） 20日(土) 10日(水) 17日(土) 15日(土) 19日(土)

ブロック会長会議

総会 23日(土)
（京都）

27日(土)
（東京）

JCＩ諸会議 JCＩ常任理事会/理事会
(JCＩ	JEM/JBM)

アメリカ地域会議
20日(水)
～23日(土)

アフリカ・中東地域会議

アジア・太平洋地域会
議

ヨーロッパ地域会議

NOM主要事業
京都会議
(京都)
21日(木)
～24日(日)

財政審査会議 9日（土）
10日（日）

13日（土）
14日（日）

6日（土）
7日（日）

10日（土）
11日（日）

8日（土）
9日（日）

5日（土）
6日（日）

公益審査会議 9日（土） 13日（土） 6日（土） 10日（土） 8日（土） 5日（土）

コンプライアンス
審査会議 9日（土） 13日（土） 6日（土） 10日（土） 8日（土） 5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】ヨルダン（アンマン）　【ヨーロッパ地域会議】ドイツ（ロストック）
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2021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 6日（火） 10日（火） 7日（火） 5日（火） 2日（火） 9日（木）

理事会 20日（火） 24日（火） 21日（火） 19日（火） 16日（火） 21日（火）

岩
手
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会

正副会長会議

役員会議 14日(水) 4日(水) 15日(水) 13日(水) 4日(木) 6日(月)

会員会議所会議 24日（土）
【大船渡】

28日(土)
【遠野】

25日（土）
【久慈】

24日(日)
【花巻】

13日（土）
【北上】

11日(土)
【盛岡】

ブロック行事
13日（土）
謝恩会
【北上】

いわて
JAYCEE
アカデミー

　日(　)
アカデミー
第３講座

【県内各地】

２３日(土)
アカデミー
第４講座
【陸前高田】

各LOM事業

東
北
地
区
協
議
会

正副会長拡大
会議

7日(水)
【ＷＥＢ】

4日(水)
【ＷＥＢ】

8日(水)
【ＷＥＢ】

6日(水)
【ＷＥＢ】

5日(金)
【ＷＥＢ】

財政コンプラ
イアンス審査
会議

12日(月)
【ＷＥＢ】

9日(月)
【ＷＥＢ】

13日(月)
【ＷＥＢ】

14日(木)
【ＷＥＢ】

8日(月)
【ＷＥＢ】

役員会議 21日(水)
【ＷＥＢ】

26日(木)
【ＷＥＢ】

22日(水)
【ＷＥＢ】

21日(木)
【ＷＥＢ】

12日(金)
【ＷＥＢ】

会員会議所会議 13日(土)
【青森】

地区行事
9月4日（土）～9月5日

（日）
東北青年フォーラム

【郡山】

正副会頭会議
（月初）

2日（木）
（移動）
27日（月）
（移動）

4日（木）
（移動）

6日（月）
（移動）

正副会頭会議
（月中／ＷＥＢ）

8日（木）
（ＷＥＢ）

9日（木）
（ＪＣ会館）

1日（金）
（ＷＥＢ）

11日（木）
（ＷＥＢ）

16日（木）
（ＪＣ会館）

常任理事会 15日(木) 17日(金) 5日（火） 26日(金) 17日(金)

理事会 16日(金)
（横浜） 18日(土) 8日(金)

（宇都宮） 27日(土) 18日(土)

ブロック会長会議

総会 8日（金）
（宇都宮）

JCＩ諸会議 JCＩ中間常任理事会	
(JCＩ	MYE)

JCＩ世界会議
16日(火)
～20日(土)

NOM主要事業

国際アカデミー

サマーコンファレンス	
(横浜)
17日(土)
～18日(日)

全国大会	
(とちぎ宇都宮)
7日(木)
～10日(日)

財政審査会議 10日（土）
11日（日）

4日（土）
5日（日）

3日（日）
4日（月）

13日（土）
14日（日）

11日（土）
12日（日）

公益審査会議 10日（土） 4日（土） 3日（日） 13日（土） 11日（土）

コンプライアンス
審査会議 10日（土） 4日（土） 3日（日） 13日（土） 11日（土）

その他 【アジア・太平洋地域会議】台湾（台中）　【世界会議】南アフリカ（ヨハネスブルグ）
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