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挑戦
～共に明日を切り拓く～

新型コロナウイルス感染症の蔓延により、

当たり前のことが当たり前でなくなった昨今。

このような状況下でも、今まで以上に私たちは明るく豊かな社会の

実現のため歩みを止めずに活動し続けてまいりました。

JAYCEEとして過ごしてきた自信と誇りを胸に

新しい挑戦に向けて、明日を切り拓く 22 名のリーダーが

盛岡青年会議所から旅立ちます。



一般社団法人　盛岡青年会議所
2021年度12月例会 卒業式

次　　第

■ 2021 年 12 月 4 日（土）
●式典の部
　ホテルメトロポリタン盛岡　本館 4 階 岩手・姫神
・開　　　会
・国歌斉唱
・JC ソング斉唱
・JCI クリード唱和
・JCIMission 並びに JCIVision 唱和
・JC 宣言文朗読並びに綱領唱和
・東北 JC 宣言唱和
・卒業証書授与
・卒業生スピーチ
・送　　　辞
・答　　　辞
・閉　　　会

●懇親会の部
　ホテルメトロポリタン盛岡　本館 4 階 岩手・姫神
・開　　　会
・特別会員ご紹介
・理事長挨拶
・乾　　　杯
・歓　　　談
・卒業生による企画
・記念品贈呈
・一発屋伝達式
・閉　　　会
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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.
より良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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一般社団法人盛岡青年会議所 2 0 2 1 年度卒業生の皆様、ご卒業おめでとうございます。

　もりおかに前向きな変化を起こすために、己を信じ、仲間を信頼し、誇りをもって市民意識変革運動を展
開してこられた皆様に敬意を表するとともに、青年会議所に入会した年や動機は各々違いますが、同じ年
にこの世に生を享けた者として、皆様と共に発展・成長の機会を与え合うことができたことはこれに勝る喜び
はなく、心より感謝を申し上げます。

　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。しかしながら未来は想像した通りにし
かなりません。想像した未来を実現させるために意義や目的をもって行動するからです。そして、我々が青
年会議所を選択し、ここで出会い、共に行動し、友情を育んだことによって、個人で想像した未来よりも、
より良い未来を創造することができます。なぜなら、ひととの出会いは自己を成長させ、人生すらも大きく変
えることができるからです。一つ一つの出会いや出来事には意味があり、価値観の違うひとが切磋琢磨を
繰り返し、信頼関係を築くからこそ、一人では決して見ることができないであろう景色を目にすることができる
のです。しかし、ひとは得てして、恵まれた環境にいながらも幸福を感じられず不平不満をもらしたりします。
だが、それでは何に対しても前向きな変化を生じさせることはできません。Opportunity や Chance の機
会を前向きに捉え、理想を実現させるためにひたむきに挑戦するからこそ素晴らしい考え方や人格を自分自
身に落とし込むことができ、結果として物心ともに豊かな人生を送ることができるのです。

　エンパワーメント：一人ひとりの力を引出し高めること。
　インクルージョン：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むこと。
　レジリエンス：変化にしなやか且つ強靭に適応し復元すること。
この三要素をはじめとした強さと優しさを兼ね備えた皆様の姿は、私たちの憧れそのものです。強いだけで
なく、強さの中に秘められた優しさに、私たちは魅力を感じずにはいられません。皆様は盛岡青年会議所
の会員に対し、とても大きな波及効果をもたらしてくださいました。そして、青年会議所には在籍できる年齢
に制限があるからこそ、一所懸命に活動し卒業してから何を成すのかが問われているのだと思います。本
年、人生における節目の一つを迎えた皆様には、それぞれに活躍する社会の各分野と青年会議所を繋ぎ
合わせていただき、私たちのカウンターパートとして共に機会を公平に提供し前向きな変化を生み出し、誰も
が理想の未来を描き、挑戦できる社会の起点として、今後もご協力を賜りたく現役会員を代表してお願いを
申し上げます。そして、すべての活動には心身の健康が不可欠であることを忘れることなくご健康には十分
にご留意いただきたく、皆様のご健勝を心よりご祈念申し上げます。

　明るい豊かな社会の実現は、夢やおとぎ話のように感じるひともいるかもしれません。しかし決してそのよ
うなことはなく、理事長所信を具現化させる一年一年の積み重ねによって一歩ずつ着実に近づいています。
「一燈照隅万燈照国」
　誰もが理想の未来を描き、挑戦できる社会の起点として、一人ひとりが自分のいる場所を明るく照らすこ
とができれば、その一燈は万燈となり、明るい豊かな社会を輝かせます。
　卒業生の皆様が進む道をご自身の輝かしい光で照らしながら歩まれるとともに、その光が皆様のまわりの
方々の希望の灯りであり続けることを心よりお祈り申し上げます。

一般社団法人盛岡青年会議所 2021 年度

第 69 代理事長　田屋舘　真留久

卒業生の皆様へ贈る言葉 卒業生の皆様へ贈る言葉 
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　私たち 22 名は SUNNYな時代を経験した世代です。高校生の頃はコギャルブームや裏原宿ブームな
ど様々な文化の波を新たなツールを駆使しながら、食らいついていました。その一方で、バブル崩壊
後の就職氷河期の経験、2000 年に突入すると、世界情勢の悪化から、各地でテロが発生するなど、不
安な日々の中、目まぐるしく私たちも歩んでまいりました。
　歩みのなかで、各々が盛岡青年会議所に出会いました。
　卒業生代表として挨拶を私が行うのは、歴代の挨拶を寄稿された先輩方を考えると歴や経験など確
実に不足しており、現役メンバーに何か心に刺さるメッセージを伝えることが出来るか、分かりませ
んが、頂いた機会なので、卒業生代表の言葉を述べさせていただきます。
　盛岡青年会議所は仕事やプライベートなどの時間を工夫しながら活動を行います。時にはすごい時
間を費やすこともあります。そこでパソコンの知識や建設的な考えなどを学ぶことが出来ます。ただ
このようなことはパソコン教室やセミナーなど受ければ、取得可能です。その方が効率的かもしれま
せん。しかし、盛岡青年会議所の活動の中で学ぶことで+αが生まれてくると思います。その+αは
人によって違いますし、得られない人もいると思います。ただ何かを得ることが出来たら、これから
の自分の武器にはなるのかなと思います。その一つに繋がりがあると思います。多くの人は青年会議
所に繋がりを求めて入会します。友達 100 人出来るかなと。これを実現できた人はほとんどいないと
思います。これだけの人数がいれば、価値観が合う人、合わない人、何か気まずい人。気が合う人は
ほんの一握り。その価値観が違うメンバーがグループではなく、チームとして目的達成のために、1年
間全力を尽くします。事業を構築していく上で、様々なことがありました。記念誌に載っている写真 1
枚 1 枚、そこにたどり着くまで、チームの一員として時間を共有し、失敗を繰り返しながら作り上げ
てきました。何も行動しなければ、関わらなければ、失敗すら生まれません。不思議なことに成功し
たことより失敗したことの方が思い出に残り、チームが友達に変わったこれから先もその話題で盛り
上がることでしょう。

　自分の手の届く範囲でしか興味、関心が無かった入会時から、その円は少しずつ広がっていくこと
で、地域に気づき、地域と向き合うことが出来ました。それは自分自身と向き合うことにも繋がります。
地域をより良く変えるには人は強く優しくなければなりません。

　本年 22 名は盛岡青年会議所を卒業します。職場も価値観も好きな食べ物もバラバラな 22 名の共通
点は、生まれた年　青年会議所　もりおか　この３つです。そんな私たちが、卒業という通過点を一
緒に通過し、また様々な方向に飛び立っていきますが、盛岡青年会議所で広がった円がこの仲間たち
とまた交じり合った時、もりおかに新たな価値を生み出せるように頑張っていきます。

2021 年度　卒業生

鳥居　誠

Thank you message
卒業生感謝の言葉
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~ Congrat ulations ~
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JCR の影 三栄ビルの上 すいこまれる空
幻とリアルな気持ち 感じていた
点鐘がなり 例会のいつもの JC 宣言
何に従い 従うべきか考えていた
ざわめく心 今おれにあるのも
意味なく思えて とまどっていた

理事会後 大通りふらつき 俺たちは風の中
解放感 瞳に浮かべウキウキ歩いた
笑い声と説教の飽和した懇親会
瓶ビールのハイスコアー 競い合った
退屈な上程書作り 刺激さえあれば
何でも大げさに盛り込んだ

行儀よくまじめなんて 出来やしなかった
上程書のコピペばれてマジでキレられた
逆らい続け あがき続けた　はやく自由になりたかった
信じられぬ　常任理事会との闘いの中で
基本方針どれだけ修正くらっただろう
うんざりしながら それでも直した
早く審議通したかったから
JC からの 卒業

やがて俺も監事になり 理事会最後に理想の JC それだけを講評した
上程通すため計算高くなれというが
明るい豊かな社会へのまっすぐさを強く信じた
大切なのは何か
JC の常識
社会の常識との区別迷った

卒業していった者に何が解るというのか
想い出の他に 何が残るというのか 
あと何度自分自身 卒業すれば
本当の自分に たどりつけるだろう
仕組まれた組織に 組み込まれた事に
あがいた日々も終わる
JC から の卒業

　人生 100 年時代、いくつになっても挑戦する気持ちが大事です。何か
を始めるのに今日より早い日はありません。私も 40 歳にしてゴルフを始
めました。スポーツに関しては華麗なる経歴を持つ私ではございますが、
ゴルフにおいては全く思い通りにいかず悪戦苦闘しております。それでも
卒業後１年で 100 切りを目標に日々精進していきたいと思います。皆様
のお誘いお待ちしております。人生において健康が一番大事です。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　訓練で汗を流す量が多ければ多いほど戦場で血を流す量が少なくて
すむのでＪＣではどんどん汗を流しましょう。質を求める前にまずは手数
を増やしどんどんチャレンジしよう。
　そこから得られる何かがあるはずです。悪名は無名に勝る。
皆さんの活躍が耳に入るのを楽しみにしております。

JC 活動を振り返って

強く、優しく～卒業後の展望と挑戦～

新入会員・現役会員へのメッセージ

‘08	 会員開発委員会
‘09	 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
‘10	 情報戦略実践委員会
‘11	 まちのプライド発信委員会
	 東北地区協議会　東北ゼミナール委員会　委員
‘12	 総務広報委員会
	 岩手ブロック協議会　JC運動連携委員会　委員
‘13	 会員開発委員会
‘14	 会員拡大委員会
	 日本青年会議所　国家グループ　真の経済復興創造委員会　委員
‘15	 総務広報渉外委員会
	 日本青年会議所　国家グループ　国史会議　委員
‘16	 未来構想委員会　委員長
‘17	 地域交流委員会
	 日本青年会議所　稼ぐ地域推進委員会　委員
‘18	 羅東 JC姉妹締結 50周年記念委員会
‘19	 社会研究室　室長
‘20	 会員拡大委員会
	 未来戦略特別委員会　委員
‘21	 監事
	 未来構想特別委員会　委員

会 社 名　土樋パルス㈱
生年月日　1981 年 6 月 30 日
血 液 型　B型

土樋　梓

  JCプロフィール
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　まずは、私のような世間知らずな人間に愛を持って関わって下さいまし
た全ての皆様に心からの感謝を申し上げます。皆様と出会わなければ今
の私は存在しません。
　JCで過ごした時間はまるでキラキラした宝物のように感じます。自分の
無力さが不甲斐なく悔しくて涙したこと、柄にも無く厳しい姿を演じ慣れ
ない役職に思い悩んだこと、達成感に酔いしれ仲間と朝まで飲み続けたこ
と、ただただバカ話ばかりしながら大笑いしたこと…。そんな全ての時間
が、何よりも青く必死であったかけがえのない時間に思え、思い返すと胸
が締め付けられる気持ちでいっぱいになります。ここでしか触れることの
できない一生に一度の経験、心から尊敬できる大好きな先輩や心許せる
志高い同志との出会い。JCは私の人生を確実に豊かにしてくれました。そ
して、JCで積み重ねた時間は私に使命を与え、もりおかの可能性を見せて
くれました。JCに出会わなければ、世界がこんなにも美しいこと、心震える
景色や瞬間があることを知らずに生きていたのだと思います。40歳を迎
えこれからが本当の挑戦です。JCで得た沢山の宝物を胸に、人にやさしく
誇り高いJAYCEEとして生きていくことをこの場でお誓い申し上げます。

　JCは先進的な感性や思想に触れやすく、成長へのステージが常に用意
されている場所です。そんなJCに長年在籍してきたので、JC自体がライ
フスタイルそのものになっていて、自
身の成長に対しJCに依存している部
分があるように思います。ですが、これ
からは自分の目で可能性を見出し、自
分の足で力強く道を切り拓かなけれ
ばなりません。
　そこで決意表明！何よりも人を大事
にし、自分を律しながら自己研鑽に勤
しみ、貪欲に成長を求める人間で在り
ます。家族には寂しい思いをさせまし
た。常に笑顔で居られるよう愛を持っ
て接し、共有する時間を増やしていき
ます。仕事ではJCで学んだことを活か
しながら、自分にしかできない価値を
創りもりおかから世界に発信していき
ます。人から必要とされる企業、地域
から頼られる企業として、JC以上に社
会へインパクトを与えてみせます。利

JC 活動を振り返って

強く、優しく～卒業後の展望と挑戦～

他の精神を大事に地域への貢献活動を行い、子供たちがもりおかに生ま
れて良かったと思ってもらえる地域を創って参ります。
　大それたことを書きましたが
私一人では何ともなりません。
不完全な私ですが引き続きお
付き合いを頂ければ幸いです。
　あと、神様に願うのは出来れ
ばフサフサで、ムキムキで居ら
れたら尚良いです。

○○○○○○○○○○○○○

　入会時と今とではJCもだいぶ変わったなと感じます。昔は、返事はYes
かハイのみ。理由も教えられず「やりゃわかるからまずやれ。」会議の時間
も回数もエンドレス。頭を叩かれることもありました笑。今では時代の波と
同時に組織改革も進み、多様な環境下においても誰もが参加しやすいス
マートな組織なりました。ですが、それで100％良い組織と言えるでしょう
か。答えはNOです。なぜなら組織の環境を整える以前に、自分自身をど
んな環境に置くかが最も重要だからです。要するに、意識的にコンフォート
ゾーンから抜け出し、恐怖や痛みを克服する事こそが発展や成長に直結す
るのです。昔に比べ、修練という言葉を聞かなくなりました。修練とは、「人
格・学問・技芸などが向上するように、心身を厳しく鍛えること。」と書いて
あります。もがき、抗い、がむしゃらになんてもう流行らないかもしれませ
ん。理不尽や不条理の先に答えがあるなんて言ったら軽蔑されるかもしれ
ません。ですが、それが現実だったりします。先輩から言われた好きな言葉
があります。「倒れるときは前から倒れろ。」人にやさしく、誰もが活躍でき
る環境を整えながら、自分に厳しく、いつまでも情熱を持って果敢に挑戦
する、そんな生き方の先により良い未来があるのだと私は信じています。

新入会員・会員へのメッセージ

‘11	 会員拡大委員会
‘12	 ひとのつながり創造委員会　委員
	 岩手ブロック協議会　いわて JAYCEEアカデミー委員会　塾生
‘13	 市民力向上委員会　幹事
	 岩手ブロック協議会　連携推進会議　委員
‘14	 地域のネットワーク創造委員会　委員長
‘15	 まちの魅力発信委員会　委員
	 岩手ブロック協議会　総務広報委員長　委員長
‘16	 常務理事
	 未来特別委員会　委員
‘17	 未来創造室　室長
	 未来構想特別委員会　委員
	 第 30 回国際アカデミー in 熊本　デリゲイツ
‘18	 副理事長
	 組織進化特別委員会　委員
	 日本青年会議所　LOM支援グループ　褒賞委員会　運営幹事
‘19	 副理事長
	 盛岡青年会議所革新特別委員会　委員長
‘20	 理事長
	 未来戦略特別委員会　委員
‘21	 直前理事長
	 未来構想特別委員会　委員
	 東北地区協議会　会務担当（情報共有担当）副会長
	 岩手ブロック協議会　出向理事
	 よしもとプロジェクトチーム　サブリーダー

会 社 名　㈱東北工商
生年月日　1981 年 10 月 12 日
血 液 型　O型

宮野　祐樹

  JCプロフィール
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　私は 2013 年に入会しました。周りは自分より地位も収入も高く、
知り合いもいなくて、さらに何をやっているかよくわからず入会した世
間知らずでしたので、あまり積極的ではなかった記憶があります。そ
んな中でどうにか対抗していかなきゃと、とりあえず目立とう精神で参
加していたら、気にかけてくれる先輩、仲間ができ、そんな皆様が心
の支えとなり、卒業まで活動を続けられたと思います。
　2016 年に委員長の役を受けましたが、役割を全うすることができ
ず、その 1 年間のうち半年以上活動に参加できませんでした。たくさ
んのメンバーに迷惑をかけ、一時はもうこの組織にはいられないとま
で考えました。それでも自分に声をかけ続けてくれた仲間、覚悟を持っ
て久しぶりに参加した私を温かく迎えてくれた仲間、その後も叱咤激
励してくれた仲間、多くの仲間との出会いが、JC 活動での一番の財
産です。
　多くの仲間、楽しい思い出、悔しい記憶、後悔、反省。盛岡青年
会議所で活動してきたからこそ、このような豊かな財産を得ることが
出来たと思います。

　卒業後は自己の成長に励み、仕事に生かしていきたいです。入会の
誘いを受けた際に、自己啓発、成長、学びというワードに惹かれ入会し、
活動してきました。しかし、忙しさを言い訳にして、目の前の作業や
仕事でいっぱいいっぱいになって、自己成長につなげるまで至らなかっ
た部分が少なからずあります。卒業後にじっくりと振り返り、自分の力
に繋げていきます。
　地域の活動にも家族で積極的に参加していきたいです。
　健康面では、入会前から 10kg 程増えた体重を減らして、家族の為
にも長生きしたいと思っています。また、これまでは忙しさもあり趣味
といえるものが無かったので、何か趣味を見つけたいとも考えており、
ランニングや登山を趣味にすれば一石二鳥とうっすら企んでいます。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　先に記述している通り、ひねくれた世間知らずで目立つことばかり考
えていた自分ですが、同世代の仲間の活躍を間近で見続けることで、
とても強い刺激を受けました。職場で仕事をしているだけでは経験で
きない刺激でした。この刺激を受けたことで、自分だってやればでき
るのではないかと、それまで斜めに見ていた世界を、多少はまっすぐ
に見られる様になったかなと思いました。JC 活動は仕事ではないので、
できない理由、やらなくていい理由をあげ否定することは簡単です。
しかし、私が見てきた先輩達のほとんどが、その時々で役割や自分の
ミッションを受け入れ、本気で向き合い、自己の力として吸収していま
した。また、自分の経験では、苦しい事業を行った年の委員会メンバー
とはその後も太長いつながりになっています。恐れず、面倒くさがら
ずに、積極的に活動に参加し、現役のうちに太長い繋がりを沢山作っ
てください。

JC 活動を振り返って

強く、優しく～卒業後の展望と挑戦～

新入会員・会員へのメッセージ

‘13	 会員拡大委員会
‘14	 次代の担い手育成委員会　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
‘15	 グローバルネットワーク委員会　副委員長
‘16	 未来の担い手スポーツ推進委員会　委員長
‘17	 まちの未来創造委員会
‘18	 組織の力拡大委員会
‘19	 国際社会研究委員会
‘20	 地域開発委員会
	 岩手ブロック協議会　総務広報委員会　委員
‘21	 監事

会 社 名　㈱カガヤ
生年月日　1981 年 9 月 8 日
血 液 型　B型

菅原　一法

  JCプロフィール
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　2013年に母校の同窓会に出席し、
その日初めて出会った先輩方に盛岡
青年会議所へ誘われ、青年会議所の
ことは何も分かりませんでしたが、先
輩方が輝いて見え、その場の勢いで
入会をOKしたのが青年会議所との出
会いでした。仮会員として初めての例
会に参加したときは「これが盛岡のセ
レブの集まりか！」と勘違いし、その場
にいるだけで妙に誇らしかったのを憶
えています。
　勢いや勘違いから始まった青年会議所生活でしたが、私は本当に幸
せで学びある青年会議所生活を送らせていただきました。’13年の新入
会員では、直接接点が無くとも歴史を紡いできた先輩方への尊敬や感
謝の心を学び、’14年の委員では、盛岡青年会議所の楽しさと共に事業
を実施する仲間との絆を学び、’15年の委員と岩手ブロック協議会総務
幹事出向では、与えられた役を全うすることの大切さと青年会議所の根
幹である会議や議案上程とは何かを学び、’16年の副委員長では、長を
補佐し共に会をまとめ、掲げた目的を達成するための事業を実施する楽
しさと喜び達成感を学び、’17年の委員長では、組織の理事としての責
任、一つ一つの言葉の重みと事業の計画や構築とは何かを学び、’18年
の委員と東北地区ゼミ出向では、初心に立ち返る大切さと多様な価値
観の中で協同することを学び、’19年の室長では、個性を把握しひとに
寄り添いながら導くことの大変さと重要性を学び、’20年の副理事長で
は、より大きな視座から組織全体の未来を考え、ひとを育てることの必
要性を学び、’21年の監事と岩手ブロック協議会副会長出向では、今ま
での知見や経験を活かし努力したとしても失敗することがあり、それで
も現時点で最大限努力した自分を認め、次に同じ様な事象が起こって
も更に成長した自分ならより良い形で乗り越えられると信じ、慢心する
ことなく学び続けることを怠らないという私の人生の所信に気づかせ
てくれました。
　青年会議所を通して起きた事柄や出会ったひとは、私を本当に磨き
成長させてくれました。改めてこの縁に感謝致します。本当にありがとう
ございました。

JC 活動を振り返って

　正直、卒業後が楽しみです(笑)人に平等に与えられた一日の時間は
24時間であり、時間や体力は有限です。青年会議所で得られることは
本当に多くありますが、優先順位をつけたことで私生活を犠牲にするこ
とも当然ありました。ただ、青年会議所活動に向き合ってきたことに対
しての後悔は全くなく、青年会議所があって今の松本陽吉がいるのだ
とつくづく思います。
　青年会議所活動をしながらも実施してきた私自身が描く将来像に向か
うことに、今まで以上に時間、お金、気力、体力を使うことが楽しみです。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　「JC活動を振り返って」でも記載させていただきましたが、私が青年
会議所から学べたことは本当に多く、ここへ書ききれないことも沢山
あります。ただ、皆さんにとって私が記載した様な気づきや学びが当て
はまるかというとそうではなく、私が青年会議所で学び得たことは私に
とっての真実であり、他の人にとっての真実ではないということです。同
じ役職を担っても感じることも違えば学びになったと思うポイントもそ
れぞれ違います。例えば、委員長を担ったという事実は皆同じでも、そこ
から得ることのできる学びや想いは各々の向き合い方で違うので、良
い意味でも悪い意味でも委員長という役職への百人百様の真実ができ
ると思っています。
　せっかく青年会議所へ所属し、人生の大切な時間を使うなら、機会を
活かし自身の人生にとって悔いのない青年会議所への真実をつくって
欲しいと思います。

強く、優しく～卒業後の展望と挑戦～

新入会員・会員へのメッセージ

‘13	 会員拡大委員会
‘14	 まちの未来創造委員会
	 岩手ブロック協議会
	 いわて JAYCEEアカデミー委員会　塾生
‘15	 青少年育成委員会
‘16	 総務広報委員会　副委員長
‘17	 まちの未来創造委員会　委員長　
‘18	 JCブランディング委員会
	 組織進化特別委員会　副委員長
	 東北地区協議会　東北ゼミナール委員会　委員
‘19	 地域開発室　室長
	 公開討論会プロジェクトチーム　サブリーダー
‘20	 副理事長
	 未来戦略特別委員会　委員
‘21	 監事
	 第 46 代一発屋
	 岩手ブロック協議会　副会長（ブロック大会運営委員会）
	 よしもとプロジェクトチーム

会 社 名　銀河アクア
生年月日　1981 年 9 月 11 日
血 液 型　O型

松本　陽吉

  JCプロフィール
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卒業生代表の言葉で力尽きました。

　仕事の展望は今まで JC 活動に時間を使った年度や、全く使ってい
ない年度、様々でしたが、来年はその時間が丸々空くので、昼寝など
せず、有意義に使っていきたいと思います。仕事はブライダル中心の
貸衣裳なので、結婚予定者の情報のアンテナを今まで以上に張ってい
きたいと思います。特にメンバーが結婚するという情報があれば、追っ
かけ回したいと思います。あとはプライベートを充実させて、最近遊
んでない友達などと、面白いお酒を飲んで、ぐでんぐでんになってい
きたいと思います。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　委員長を 2019 年度経験させていただきました。その時を振り返
れば、LINE が来るたびドキッとする癖に、不安になるとすぐに鬼電を
かけていました。迷惑ばかりかけていました。一人が OB 先輩になら
れたので、中々会う機会がありませんが、今では会いたくて仕方あり
ません。人の脳とは上手くできている…のかどうかは分かりませんが、
いい思い出に変換されます。
　役職を受ける、受けないは自分で決めればいいと思いますが、委員
長時代には色んなことに気づくことが出来ましたし、もっとこうすれば
良かったと思うこともあります。それを次年度以降に活かそうと伝えま
したが、皆さんも伝え方には注意してください。いつの間にか上から
目線で話してしまうことがあります。言い方には気をつけましょう。会
社においてもこの経験は生かされます。私の会社は女性が多いのです
が、会議などにそのままのテンションで挑むのはやめましょう。特に女
性からは変な目で見られてしまいます。場面を見極めてください。

JC 活動を振り返って

強く、優しく～卒業後の展望と挑戦～

新入会員・会員へのメッセージ

　地区にも出向を 3 度させても
らいました。1 回目は、事務局
次長として、理事会などにも出
席させていただきました。その
時先輩から、「昼にスーツ着て、
PC 持って会議に出ていると、
仕事をしていると勘違いしちゃ
うけど、会社の社員や家族の支
えがあって活動しているのだか
ら勘違いするなよ。」と言われ
て、勘違いしそうになっていた
自分に気づけました。皆さんも
気を付けましょう。
　2 回目の出向は前年度、同じ
次長として出向した人と共に小
幹事としてついていきました。
特に伝えたいことはありませんが、その方と初めて話した時は、ちょっ
と何を言っているのか、わかりませんでしたが、1 年経つと、「もう１年、
一緒にいてもいいかな」と思えるぐらいなりました。離れた場所では
誰しも心細いものです。一緒に盛岡の仲間と出向すると、仲良くなれ
ます。今では彼の方がそっけないです。片思いです。
　3 回目はゼミの小幹事として出向しておりました。各地からやる
気とクセが強いメンバーが集まって刺激をうけました。もう少し若
ければ、ゼミ生も楽しそうだなとおもいました。
　結局何が言いたいかというと、出向はいいですよ。

‘14	 会員拡大委員会
‘15	 青少年育成委員会
	 岩手ブロック協議会
	 いわて JAYCEEアカデミー委員会　塾生
‘16	 ひとの繋がり創造委員会
	 未来特別委員会　委員
‘17	 広報渉外委員会
	 東北地区協議会　事務局次長
‘18	 組織の力拡大委員会
	 東北地区協議会　広域連携推進委員会　幹事
‘19	 JCブランディング委員会　委員長
‘20	 地域開発委員会
	 東北地区協議会　東北ゼミナール委員会　幹事
‘21	 次世代育成室　室長

会 社 名　㈱イワテブライダルセンター
生年月日　1981 年 7 月 25 日
血 液 型　A型

鳥居　誠

  JCプロフィール
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　青森県で生まれ育ち、２０代を東京・名古屋で過ごし、岩手に住み
始めてから早いもので１０年の年月が経過しました。盛岡のこともよ
くわからず、また、あまり異業界の方と触れ合うことも少ない中、わ
ずかではありましたが JC 活動にかかわることにより、いろいろなこ
とを考える機会を得ることができました。盛岡にはどういう魅力があ
るのか、またその街にはどういう人たちが生活し、どういう人がこの
街を盛り上げようとしているのか。JC と出会うことがなければ、お
そらく考えが至らなかったようなことは多々あります。とはいえ、残
念ながら私は社業や子育てとの時間のバランスの中で、JC 活動に
多くかかわることはできませんでした。所属した委員会のみなさまに
はご迷惑をおかけしたことを、この場を借りてお詫び申し上げます。
同時に、特に最終年にはいろいろとお声をかけていただき、分け隔
てることなく接していただいた会員のみなさまの優しさには深く感謝
しております。できなかったことは多々ありますが、得たことがない
訳でもありません。この得たものを今後も大切にしていきたいと思
います。

　JC の綱領は「明るい豊かな社会を築き上げよう」と結ばれており
ます。私も引き続き、自社のビジネスを通して、盛岡、岩手、東北
が明るく豊かな社会になっていけるように微力ながら力を尽くしてい
きたいと思います。個人・自社でできることには限界もありますが、
私の大事にしている言葉の１つに「一燈照隅　万燈照国」という言
葉があります。JC に関わった者の端くれとして、しっかりと一隅を照
らしてまいります。
　またプライベートにおいては２児の父でもあります。子供たちの成
長に負けないように自身も成長に向けた努力を重ねることは勿論で

JC 活動を振り返って

強く、優しく～卒業後の展望と挑戦～

すが、この子たちが将来、岩手、東北に
愛着を持てるように地域を知る、地域に関
わる機会はできるだけ作りたいと考えてい
ます。仕事中心の生活の中ではあります
が、この点については意識的に時間を割
いてまいります。

○○○○○○○○○○

　私の生まれた昭和の頃と比べると、現在は社会変化も激しく、また、
人生 100 年時代と呼ばれ活躍を求められる期間も長期化していると
感じています。そうだとすると、変化に対応しながら長期間活躍でき
るように、継続的な能力開発はますます必要になってくるはずです。
JC の中でも、JC 以外でも、多くの機会を捉えて積極的に学ぶこと
に挑戦してみる必要があるかもしれません。
　またそうは言っても、いろいろな事情の中で、私のように JC 活
動に必ずしも多くの時間を割けなかった方もいらっしゃるかと思いま
す。社会ネットワークの考え方の中に、「弱い紐帯の強み」と呼ばれ
る研究結果があるそうです。その研究によると、つながりの弱い人
は、自分の知らない新情報をもたらしてくれる可能性が高いと解釈
されています。どこまで能力開発しても、自分だけでできることには
限界があります。その際に、仮に緩やかでも JC という組織と繋がる
ことで、いろいろな気づきを得ることはあるのではないでしょうか。
関わり方、目的は会員それぞれかと思いますが、多様な形を受け入
れながら、引き続き盛岡 JC からいろいろな刺激、情報、運動を発
信していただければと期待しております。

新入会員・会員へのメッセージ

‘14	 会員拡大委員会
‘15	 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
‘16	 未来構想委員会
‘17	 まちの未来創造委員会
‘18	 休会
‘19	 休会
‘20	 休会
‘21	 地域開発委員会　　　　　		

会 社 名　トヨタカローラ岩手㈱
生年月日　1981 年 7 月 22 日
血 液 型　O型

塚原　孝一

  JCプロフィール
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　私がＪＣを紹介されたのは、起業してから仕事が軌道に乗った２０１６
年でした。学生時代の友人とは結婚や出産などの、ライフスタイルの
変化でなかなか会う事ができず、会ったとしても、互いの立場や考え
方のズレを感じ、仕事をしていたほうが楽しいと感じていた時期でした。
そんな中、声をかけてくれたのが、Ｕ接骨院のＭ先輩でした。
Ｍ先輩「今ＪＣに入ってるんだけど、一度きてみない？」
くみこ「それって面白いんですか？」
Ｍ先輩「いやぁ、それがさぁ～、ここだけの話俺もよくわからないん
だよね w」
くみこ「・・・」

「よくわからない」と言われたけれど、Ｍ先輩を信じて入会しました。入っ
てみたものの、最初はＪＣの何がそんなに楽しくて、みんな一生懸命やっ
ているのかがわかりませんでした。疑問を抱きながらも、流されるま
まに JC 活動に参加していましたが、徐々に色んな楽しさを見つけるこ
とができました。元々人が好きな私は、個性あふれるＪＣメンバーとの
出会いや、様々な考え方や価値観に触れ、視野が広がっていくことが
とても刺激的で楽しかったです。
　『人や経験は価値ある「財産」である。』
　多くの詩人や成功者が残している言葉ですが、振り返ってみるとＪＣ
活動はこれをより深く実感できる場、これに尽きると思いました。沢
山の仲間ができ、いろんな経験ができたことは私の財産です。

　私には仕事を通じて多くの方を今より元気にする！という使命があり
ます。商品をただ販売するだけではなく、お客様とコミュニケーショ
ンをとり、いろんな角度から健康への提案をさせて頂いておりますが、
コロナ禍の今、健康について真剣に考える方も多くなったと感じてい
ます。しかしその一方で、なげやりになったり落ち込んだりして、精神
を病んでしまう方も同じくらい増えたと感じています。
　心と体は連動しているので、体づくりと同じくらい、考え方・心の在

JC 活動を振り返って

強く、優しく～卒業後の展望と挑戦～

り方は大切です。卒業後はメンタル面も含めた健康への提案を、企業
や学生・子育て中の方々を対象としたセミナー、個別カウンセリング
という形で増やしていきたいと思っています。
　プライベートでは、農業に挑戦したいと思っています！無農薬野菜を
沢山作るので、収穫したら食べにきてくださいね♪

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　JC に入会した当初、先輩から教わったことがありました。それは、
頼まれたことは「はい」か「イエス」で答えるということです。一見
ジャイアン的ではありますが、先輩方はチャンスを逃がすな！ということ
を私達に教えたかったのだと思います。もともと断れない性格もあり
ましたが、私はこの教訓を密かに大事にしていたので、頼まれたこと
は引き受けてきました。そのおかげで、今まで知らなかったことを沢
山経験することができました。コツは頭で考えずに行動してみることで
す。頭で考えてしまう癖は、私もまだまだ抜けてはいませんが、行動
型にすることで自分の想像を超えるいろんな体験ができるはずです。
　バラバラのメンバーが一つになって事業をやり遂げた時の達成感、
絆が徐々に深まる楽しさを感じることができたのも、チャンスをその都
度掴んできたからこそだと思います。
　みなさんも是非、頭で考えることをやめて「はい」か「イエス」で
答えてみましょう♪

新入会員・会員へのメッセージ

‘16	 会員拡大委員会
‘17	 地域交流委員会
	 岩手ブロック協議会
	 いわて JAYCEEアカデミー委員会　塾生
‘18	 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
‘19	 組織開発委員会　幹事
‘20	 次世代育成委員会
	 岩手ブロック協議会　総務広報委員会　幹事
‘21	 国際社会創造委員会　副委員長

会 社 名　ファイテンショップ盛岡店
生年月日　1981 年 3 月 20 日
血 液 型　B型

高橋　久美子

  JCプロフィール
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　2017 年の入会以来、走り続けて
きた 5 年間だったと思います。それ
まで仕事に関係する団体以外に所属
したことも無く、個人として団体に
入会するのは完全に初めての経験で
した。どのように活動すればよいの
かも分からず、自分の意見を言うタ
イミングも分からないまま右往左往
するだけだった私を、丁寧に順序立
てて説明して導いていただいた当時
の会員拡大委員会の皆さまには、本
当に感謝しております。
　JC 活動を通して多くの仲間と出会い、学びを得ることができまし
た。学びを得る機会は JC 活動をしていればいくらでもあります。た
だ、この機会を活かすのは自身の姿勢が重要であるとも感じます。
事務局次長、委員長、室長、副理事長と役をいただき、その直中に
はつらい、きつい事も確かにありました。ただし、やりきった今、そ
の1年で自分がどのように変わったかを感じ「定点観測のできる組織」
であることを再認識する繰り返しだったと思います。この 5 年を振り
返り、改めて「役を受けて良かった！」

　職業柄、ハードウェアとしてのまちづくりをしてきた自負がありま
す。ただ、やはりモノを作るだけでは「まち」にならない事を学びま
した。これからは事ある毎に、様々なチャンネルを通して、ソフトウェ
アとしてのまちづくりにもかかわり続けたいと思います。そして、同
じ想いで活動していく仲間。「JC の仲間」を増やすことで、ひとづく
りへ繋げていきたいと思います。

JC 活動を振り返って

強く、優しく～卒業後の展望と挑戦～

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　青年会議所は「言葉」を大切にしている組織だと思います。言葉
にすることで、黙しているより多くの情報を伝えることができます。
ただ、言葉は丁寧に扱わないと不正確に伝わったり誤解を招いたり
することがあります。この「丁寧に扱う」ことを学ぶには、最高の環
境です。例えば、実際に会話する「コミュニケーションの言葉」や
文書に書き記す「次代へ伝える言葉」などがあげられます。JC で
活動していると、どちらの言葉も確実に上達します。言葉を大切に
使い、同じ想いでつながる仲間をどんどん増やし、入会時の自分を
振り返って「やってて良かった！」と思えるように活動を続けることを
期待しています！！

新入会員・会員へのメッセージ

‘17	 会員拡大委員会
‘18	 事務局次長
	 組織進化特別委員会　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
‘19	 社会研究委員会　委員長
‘20	 次世代育成室　室長
‘21	 副理事長
	 未来構想特別委員会　委員長　　　　　　　　		

会 社 名　㈱岩清水園芸
生年月日　1981 年 8 月 15 日
血 液 型　B型

吉田　将太

  JCプロフィール
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　私が２０１７年に入会したのは、ＯＢ先輩である藤田圭先輩と木村大介
先輩に異業種交流会の案内を頂いたのがきっかけでした。それまでも
ＪＣについては聞いたことがありましたが、実際何をやっているのかは
分からず、異業種交流会にも何か仕事で活かせる事があるかも…と安
易な気持ちで参加してみました。その後、転職もありＪＣの事はすっか
り忘れていた頃、当時の拡大委員長である及川尚宏委員長からお電話
を頂き、ＪＣへの入会を誘われました。「これも何かの運命かな？」と思
い、その場で入会を決めた事が昨日のことのように思い出されます。
　’１７及川委員長の下での拡大
委員会、’１８佐藤委員長の下で
の組織の力拡大委員会、’１９吉
田委員長の下での社会研究委員
会、’２０三浦委員長の下での会
員拡大委員会、’２１沼田委員長
の下での次世代育成委員会。思
い起こすと一言では言い表せな
いほど様々なことがあり、たくさ
んのメンバーと知り合え、仕事
ではできないような事を経験す
ることができました。遅くまで作
業したこと、その後朝まで飲ん
で次の日仕事に行ったことも今と
なっては楽しい思い出に感じます

（笑）。
　女性メンバーが多くいたこともＪＣ活動を乗り越える上でとても心強
い存在でした。様々な経験を出来たことは私自身の糧になりました。
事業を成功させる為、仲間と苦楽を共にした時間、そして尊敬するこ
とができる仲間と ’１７同期のみんなに出会えたことが、私のＪＣ活動の
中で得た財産です。入会して卒業するまで、本当に楽しく幸せな時間
を過ごすことができました。ありがとうございました。

JC 活動を振り返って

　私は保険代理店のアイドカで働いております。仕事をする上でも重
要なのは人との縁だと思います。ＪＣで出会った皆様との縁を大事にす
るのと同じよう、今後仕事で出会う方との縁も大事にしていきたいと
思います。また保険の仕事は加入する時だけではなく、その後のつな
がりが大事な仕事です。お客様やご家族が保険金を受け取る時、「入っ
て良かった」と言っていただけるような仕事をしていきたいと思います。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　活動していく中で私が一番難しいなと感じたことは、ＪＣ活動と仕事
のバランスでした。私は会社経営者でも自営業者でもなく、サラリー
マンですので、もちろん仕事が優先にはなります。ただ、ＪＣ活動をす
るその時間は１００%ＪC の事を考えて活動していました。JC には経
営者・サラリーマン・自営業者と様々な立場の方がいますが、立場を
フラットにして活動できるのが JC だと思います。経営者だから言いづ
らいということはなく立場関係なく討論ができる場所です。４０歳まで
の限りある時間の中ではありますが、せっかくなので思う存分活動し
てみてください。言い合ってみてください。そうすることで自分自身
が成長できる機会になると思います。
　たくさんの諸先輩やメンバーに出会い、たくさんの事を教えていただ
きました。そのような出会いも大切に今後の JC 活動を頑張ってください。
　皆様の今後のご活躍を期待しております。

強く、優しく～卒業後の展望と挑戦～

新入会員・会員へのメッセージ

‘17	 会員拡大委員会
‘18	 組織の力拡大委員会
	 岩手ブロック協議会
	 いわて JAYCEEアカデミー委員会　塾生
‘19	 社会研究委員会　副委員長
‘20	 会員拡大委員会
‘21	 次世代育成委員会
	 よしもとプロジェクトチーム

会 社 名　㈲アイドカ
生年月日　1981 年 7 月 7 日
血 液 型　O型

豊岡　美夏 

  JCプロフィール
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　2018 年、盛岡青年会議所に入会しました。入会当時、ほどほど
のパフォーマンスで卒業までテキトーにやり過ごそうと一定の距離
を取って参加していました。しかし、そうさせてくれなかったのが、
2019 年の次世代育成委員会です。そもそも毎月必ず事業運営を課
せられていました。わんぱく相撲盛岡場所＆全国大会男女アテンド、
中学生の職業体験、ＪＣカップ、毎月実施される『もりおかまちラン』
…。もちろん協議内容も多く、毎月の委員会は必ず 0 時を越えると
いうブラック委員会でした。その後の懇親会とラウンドワンでのボー
リングが始まり、終わるのは毎回朝 5 時でした。そんな狂いそうな
1 年でしたが、当時の委員長は、「参加する方のため」と本気で考え
ていて、全ての事に全力で取り組む姿勢を背中で見せてくれました。
その姿を見ていると、見返りを求めず誰かのために何かをすること
も悪くないと思い始め、この人を全力で支えたいと考えるようになり
ました。それからはたくさんのことに首を突っ込むこととなりました。
たくさんの事業に手を出した結果、たくさんの人脈ができました。こ
の人脈は今後の人生でかけがえのないものになると思います。おそ
らく卒業後も仕事や宴席で何度も顔を合わせ、遠慮なく意見をぶつ
けられる存在になると信じています。

　卒業後にやりたいことはこれと言って特にありません。これまで通
り仕事もプライベートも、やりたいこと、やらなくてはいけないこと
に向き合っていきたいと思います。できる事なら、会社を辞める時
までは社会から、死ぬまでは家族や友人から少しは必要とされる存
在になれるように生きていきたいと思います。死ぬときにはたくさん
の人から棺桶にお酒をいっぱいかけてもらえるよう努力したいと思い
ます。

JC 活動を振り返って

強く、優しく～卒業後の展望と挑戦～

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　入会ありがとうございます。そして、
知らない 40 歳のおじさん、おばさん
のために卒業式の準備をしていただ
きありがとうございます。
　おそらく今、青年会議所に対して
理不尽で矛盾だらけ、無駄なプロセ
スだらけと思うことが多いのではな
いでしょうか。これから青年会議所
の中で、継続するもの変化させるも
のを見定めていただいて、より必要
とされる組織になるために進化させ
てもらいたいと思います。
　青年会議所は思っている以上に利
用価値のある団体だと私は思いま
す。みなさんなりに自分のため会社
のため、地域のために青年会議所
をどんどん利用していってください。
プラスもマイナスも、やった分は必
ず何かで跳ね返ってきます。

新入会員・会員へのメッセージ

‘18	 組織の力拡大委員会
‘19	 次世代育成委員会
	 岩手ブロック協議会
	 いわて JAYCEEアカデミー委員会　塾生
‘20	 ビジネス創造委員会　副委員長
‘21	 JCブランディング委員会　副委員長
	 岩手ブロック協議会　総務広報委員会　幹事
	 よしもとプロジェクトチーム　　　　　		

会 社 名　㈱岩手日報広告社
生年月日　1981 年 2 月 1 日
血 液 型　B型

沼袋　祐也 
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　2018 年に入会させていただいてからの約 4 年間、本当にあっ
という間までした。
　今、考えてみると、「あの時こうしておけばよかった」「もっと
スムーズに出来たのではないか」など、反省点も多々あります。
しかし、その反面、たくさんの事を経験させて頂き、考え方など
も成長出来たと思います。活動の中で心が折れそうなことも多々
ありましたが、その分、やりとげた時の達成感の方が大きく、成
長に繋げる事が出来たと思います。まずは、計画し、実際にやっ
てみる。そして、うまく出来た理由、失敗した原因を考え、次に
活かしていくという、当たり前の事に改めて気づき、考え、成長
できるのがこの団体の良さだと思います。
　入会して何がよかったのか、自分自身しかわかりませんが、ま
ずは試してみるという気持ちが強くなったのはこれからの人生に
もプラスになると感じています。
　青年会議所の活動の中で色々な方と出会い、たくさんの事を学
ばせて頂いた事に感謝し、今後の社会生活に活かして行きたいと
思います。

　ＪＣ活動の中で学んだ奉仕・修練・友情の精神を大切にし、日々
学び続け、自分自身が成長すると共に、地域社会の発展のために
貢献できる人間になっていきたいと思います。

JC 活動を振り返って

強く、優しく～卒業後の展望と挑戦～

○○○○

　私は、在籍期間が約 4 年弱
と決して長い方ではないと思
うのですが、在籍した期間の
長短に関係なく、限られた時
間の中で、どれだけ有意義な
ＪＣ生活を送れるかが重要な
のだと改めて感じています。
今思えば、「JC 活動にもっと
参加できる場面もあったのか
な…」と後悔している所もあ
りますので、現役会員、新入
会員の皆様には積極的に事業
に参加して頂き、後悔のない
JC 生活を送って欲しいと思
います。
　皆さまの今後一層のご活躍
をお祈り申し上げます。

新入会員・会員へのメッセージ

‘18	 組織の力拡大委員会
‘19	 国際社会研究委員会　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
‘21	 国際社会創造委員会　　　　　　		会 社 名　ピュア㈱

生年月日　1981 年 10 月 10 日
血 液 型　B型

藤澤　知明 

  JCプロフィール
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　2018 年に入会してから約 4 年間の活動でした。決して長いわけで
はなかったですが、私にとっては色濃い時間でした。
　青年会議所に入会をしていなければ、見向きもしなかった様々な作
業や経験をさせて頂き、とても良い思い出になりました。諸先輩方は、
戸惑う私に対してしっかりとした「道筋」を示し、やり遂げた際には必ず

「労いのことば」をかけて頂いたことは、私の成功体験として今後も
様々な決断をしていく場面で大きな力になることでしょう。また、大人
になると同年代で交流の輪を広げることや、新たなコミュニティの中
で多種多様な価値観に触れることが難しくなるものですが、JC で得ら
れた繋がりは私がこれから事業を展開していくなかで大きな支えにな
ると感じております。人と人との結びつきを大切に、今後起こりうる課
題に誠心誠意努めてまいりたいです。

　私が掲げるビジョンは以下の３つです。

1.　「飲食店事業」におけるサービスの深化
　ご来店頂いたお客様の、その時々にしっかりと寄り添い「私のお店」
に来て頂くことが価値であり、ステータスとされるような唯一無二の
店舗経営を突き詰めます。

2.　「タヒチアンダンス」の普及
　ライフワークでもある「タヒチアンダンス」の表現者・指導者とし
ての経験値を更に積み増していくことで、県内での「タヒチアンダンス」
の認知を上げ、個人としてもスクールとしても観衆を魅了できる表現
を目指し、各曲に込められた想いを伝えて参ります。

JC 活動を振り返って

強く、優しく～卒業後の展望と挑戦～

3.　「新規事業」の展開
　コロナ禍を経験した今、価値観の
革新が求められる中で新規事業として

「エステ事業」を展開致します。単な
る来店型エステの枠を超えて、色々
なテクノロジーや新たなサービス手法
を用いた県内で初の業態となる事業
を計画しています。協力者と共に必ず
形にし、皆さまにリリース致します。

○○○○○○

　大人になっても「学ぶ場」があり、
自分に足りないことや、自分にとって
長所とは思っていなかったところを気
付かせてくれる環境というのは、探す
ことがとても難しいものです。そこで
今後も繋がっていくことのできる仲間
との出会いは、人として、事業者と
しての幅を広げるのにありがたい存
在になる筈です。現役会員の皆さま
は、新入会員に対して、かけがえの
ない仲間の存在、大切さを伝えてい
くことが地域の発展に繋がることと思
います。自分が「不得意」と感じると
ころには思い切って飛び込んで、たく
さんの経験を積み上げてください。

新入会員・会員へのメッセージ

‘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	 国際社会創造委員会
‘21	 地域開発委員会　　　　　　　		会 社 名　PHILIA

生年月日　1981 年 4 月 25 日
血 液 型　O型

工藤　静香 

  JCプロフィール
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　18 年度入会当初、右も左も分からずいたところに卒業式準備が始まり、
未経験のムービー作成を任され途方に暮れていました。困っていること
に気づいた同期が家まで来て色々と教えてくれました。別の同期は、「俺
はショートスリーパーだから」と言っていたのをいいことに、悪いとは思
いつつ毎日のように朝方 4 時、5 時に作り直しや修正したムービーを送っ
たところ、こうしたらいいと修正案をすぐに返答をくれ、素人なりに何と
か形にすることが出来ました。ただ、毎日のように朝方まで修正し続け、
同期が「ほぼ完ぺきだと思う」と言ってくれたものを最後の最後で修正
するよう言われた時はとてもショックだったのを今も覚えています（笑）
※先輩が立場上言わざるをえなかったのは理解しております。
　と、色々ありましたが素晴らしい同期の皆に出会えたことに感謝しかな
いですし、一生の友に出会えた入会年度でした。
　19 年度は、委員会が毎回午前０時をこえる白熱ぶりでした。委員長と
いう重責を担った谷藤大樹委員長がろくに寝ることも出来ず頑張っている
姿を見て倒れるのではと本当心配でした。しかし、その姿を見ていたか
らこそ何とか力になりたいと心から思えました。そして懇親会は朝方まで
のボーリング大会とお酒を飲めない私も楽しい懇親会を体験できました。
これも、同じくお酒が飲めない谷藤大樹委員長のおかげで新しい懇親の
仕方がうまれたのではないかと思います。一年通して楽しいブラック委員
会でした（笑）
　20 年度は立花唯委員長のもと副委員長を仰せつかりコロナ禍でありま
したが大宮中学校職業観育成事業は、委員長の想いが詰まった最高の事
業だったのではと思います。開催当日は炎天下で熱中症になり、まとも
に歩けなくなったのは完全にトラウマです（笑）軽く考えず予測・対策を
しっかりと取ることの大切さを学びました。

　21 年度はアカデミーに出向させて頂き、同期の今野塾長とともに塾
生のために駆け抜けた一年でした。一緒にやろうと声をかけてくれた今
野君に感謝の最後の年となりました。
　ＪＣに入る前は同年代の知人が盛岡にほとんど居なかった私でしたが、
多くの仲間や素晴らしい先輩に出会うことが出来ました。ＪＣをやって本
当に良かったと思います。

JC 活動を振り返って
　卒業しても、ＪＣで出会った方々とのつながりを大切にします。
仕事に関しては、資格取得に遅れが生じていますので空いた時間を十分
に活用し取得し業務につなげていきます。
　プライベートにおいては今までは日程的にお誘い頂いてもお断りせざ
るを得なかったことも多かったのですが人との出会いを大切にしてお会い
できる機会を作って参ります。また健康面、特に体重管理が出来ており
ませんでしたので、きちんとした管理を行って参ります。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　入会した当初、私は大分斜に構えていました。できる限りやる気のな
い奴だと思っていただけるように努力していました ( 笑 ) しかし、ＪＣは、
色々なことを失敗できる素晴らし
いところだと気づいた時、もとも
と「こんなことを言ったら変に思
われるのでは」とか「自分だけが
そう思っているだけかも」などと
思いあまり発言をしなかった自分
が、思い切って発言できるように
変化しました。
　また、様々な事業に参画した中
で、一生懸命行ったが結果を見
れば一般の方がほとんど参加して
頂けない自己満足事業を行ってし
まったのでないかというものもあ
りました。しかし、それも決して無駄ではなく、失敗があったからこそ次
は絶対同じ過ちを起こさないと心に決め、次の事業で反省を活かしたも
のを作っていくことが大切です。ただ、毎回同じというものがなく新たな
学びが必ずあります。これは、まるで雪だるまのようだと思います。た
だ転がして大きくするのではなく、色々な角度からギュッギュッと圧縮さ
れ少しずつ大きくなり、密度の濃いなかなか溶けない雪だるまを作って
いるのが青年会議所なんじゃないかなという感覚がありました。
　是非、新入会員の皆様は、失敗を恐れず一つ一つの事業や出会いを
大切にしてより良い自分を築き上げてください。そして楽しんでください。
現役会員の皆様におかれましてもお体を大切に、素晴らしいＪＣ活動を今
後も頑張ってください。

強く、優しく～卒業後の展望と挑戦～

新入会員・会員へのメッセージ

‘18	 組織の力拡大委員会
‘19	 次世代育成委員会
	 岩手ブロック協議会
	 いわて JAYCEEアカデミー委員会　塾生
‘20	 次世代育成委員会　副委員長
‘21	 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　幹事

会 社 名　谷藤地所㈱
生年月日　1981 年 3 月 30 日
血 液 型　O型

谷藤　一徳 
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　2018 年度、組織の力拡大委員会をはじめに、2019 年度、国際
社会研究委員会、2020 年度、地域開発委員会、2021 年度は会
員拡大委員会と岩手ブロック協議会第 38 期いわて JAYCEE アカデ
ミー委員会のブロック出向も経験させていただきました。入会が 9
月だったこともあり、最初は何もわからないまま活動をしていました
が、卒業式に周りの人たちの凄さを体験したのを今でも覚えていま
す。2019 年度、国際社会研究委員会では、国際社会への理解を
深めるための事業を始め、羅東の来盛、KAKEHASHI 事業を体験し
ました。さんさ期間も含む忙しい時期でしたが、長い日程での対応
を委員長が組み立て行動する姿は、かっこよく、難題に向き合うこと
への姿勢を学ばせていただきました。2020 年度、地域開発委員会
ではコロナ禍の影響もあり、活動自体が危ぶまれる苦しい戦いになっ
たと思います。その中でも、委員長の負けずに最後までやり切る姿
勢からは、何回でもチャレンジすること、諦めないことを学びました。
2021 年度の会員拡大委員会とブロック出向では、委員会に参加し
ながら出向先での役割を担うことの難しさや、県内 LOM の人繋ぎ
をすることの難しさ、そして一人の力ではできないことが仲間の力を
合わせることで実現できるという体験をさせてもらいました。

JC 活動を振り返って

　卒業後は、家族に無理をかけてきたこともあり、家にいられなくな
る前に、しばらくゆっくりと家族サービスをする予定です。朝に仕事
に行く際に子供に「また明日ね」と言われた時はワンアウト満塁です。
仕事では、会社の理念をより地域に活きるものに昇華し、人づくりを
していきたいです。趣味としてはゴルフと登山を頑張ります。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　仲間とどんどん繋がって一緒
に事業を楽しんで欲しいです。
自分が知らなかった考え方、や
り方を次々と見ることができ、
共に向き合う際には切磋琢磨で
きると思います。その際にはしっ
かりと取り組むことで、熱い温
度で向き合える仲間ができてい
るはずです。そんな仲間と一緒
に考えていくと、なぜ、何のた
めに行動するのかがわかってく
るのではないでしょうか。家庭と
仕事と青年会議所を両立させる
のは難しいですが、一歩目を踏
み出さないと本当に難しいかも
わかりません。これからサラリー
マン会員も増えていくと思いま
すが、時間がない中で少しでも
チャレンジしていって欲しいと思
います。

強く、優しく～卒業後の展望と挑戦～

新入会員・会員へのメッセージ

‘18	 組織の力拡大委員会
‘19	 国際社会研究委員会
	 岩手ブロック協議会
	 いわて JAYCEEアカデミー委員会　塾生
‘20	 地域開発委員会　副委員長
‘21	 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　塾長

会 社 名　㈱ウインドクロス
生年月日　1981 年 7 月 27 日
血 液 型　O型

今野　洋介
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　入会した当初、仮会員として委員会に初めて出席した時は、なんて
高度な会議をやっているのだろう、こんな中で自分はついていけるの
だろうかと少し不安になった事が思い出されます。さほど長い期間で
はありませんでしたが、こうして入会当時のことから今に至るまでを
振り返ってみると、こんな私でも少しは成長することができたのかな
と思います。
　印象深く残っている事業の一つとしては 1 年目の卒業式の設営で
す。卒業式では式典の司会を任せていただきました。最初に司会が
私だと聞いた時には、「なぜ人前に出る事が苦手なこの私にそんな大
役を？」という気持ちになったのですが、これが JCI Mission に書か
れている『成長の機会の提供』ということかと思い、ありがたく引き
受けさせていただきました。やはり、慣れないことなのでいろいろと
苦労はしましたが、経験したことで自信が付き、その後の例会などで
も臆することなく司会等を行えるよう
になったと思います。
　私の JC 在籍期間は、半分以上が
コロナ禍によっていろいろと制限さ
れてしまったところが残念ではありま
すが、制限された状態でしか得られ
なかった学びというものもたくさん
あったと思っています。JC で得たこ
と、知り合う事のできた素晴らしい
仲間たちは一生の財産です。これか
らもその財産を大切にして日々成長
していけたらと思います。

　まず社業についてですが、私は 2 年前に会社の代表になりました。
今までは前社長にだいぶフォローしてもらっての 2 年間でしたが、こ
れからは自分で経営の仕事を全て行うという気持ちで頑張らなくては
と思っています。第一に考えることは、少しずつでも会社を成長させ
ていく事です。私の会社は 100 年以上の歴史がありますが、老舗だ
からこその古いやり方を残している部分が多くあると思っています。
もちろん昔ながらのやり方でもいいところはたくさんあります。いい
ところは残しつつ、新しい物を上手に取り入れ、時代の波をうまくつ
かんでいけたらと思っています。
　個人的な挑戦としては、子育てがもう少し落ち着いたら、学生時代
から一番の趣味だった音楽活動を再開することです。音楽学校まで出
て作詞、作曲、編曲、楽器等と幅広くやってきましたが、ここ数年はまっ
たく人前で演奏する機会を作れていませんでした。いつかステージに
立つことを目標に準備をしていきたいと思っています。

JC 活動を振り返って

強く、優しく～卒業後の展望と挑戦～

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　私は 3 年間の JC 在籍期間中、何の役職にも就くことはありません
でした。仕事や家庭の方を優先したい時期に重なってしまったことや、
JC 活動に時間を取られたくないという気持ちから、3 年間委員を通
すことを決めました。そんな思いの中、同期が今年度は 4 人も委員
長を務めました。3 年間委員を通すことは自ら決めたことではありま
すが、委員長予定者として昨年、4 人の名前が出た時になぜか少し悔
しい気持ちになりました。まさか、自分でもこんな気持ちになるとは
まったく思っていなかったので不思議な気持ちだったのですが、今に
なって思うと挑戦した 4 人と比べ、私は JC で経験できた事が明らか
に少なかったということに気付き、得られなかった物の大きさを無意
識的に感じ取ったからだったのだと思います。今でも 3 年間委員でい
たことは自分の中では仕方がなかった事だと思っており、後悔もあり
ません。ただ新入会員の皆さんには、もし無理のない範囲で JC 活
動にかけられる時間があり、挑戦する機会があるのであれば、積極
的に役職に就いたり出向をしたりすることをお勧めしたいと思います。
JC は大きな可能性に満ち溢れています。
　現役会員の皆さんには本当にお世話になりました。卒業後も繋がり
を大事に育てていきたいと思いますので、仕事でもプライベートでも
是非気軽に声をかけてください。
どうもありがとうございました。

新入会員・会員へのメッセージ

‘19	 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
‘21	 JCブランディング委員会　　		会 社 名　㈱成瀬器械

生年月日　1981 年 7 月 13 日
血 液 型　A型

成瀬　敦理
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~ Congrat ulations ~ 強く、優しく 〜誰もが理想の未来を描き、挑戦できる社会へ〜強く、優しく 〜誰もが理想の未来を描き、挑戦できる社会へ〜

20

　私が入会した時は丁度さんさ踊りと、羅東國際青年商會の来盛、
KAKEHASHI が重なっている時期でした。メンバーの皆さんの奮闘ぶ
りが今でも目に焼き付いています。
　2 年目の次世代育成委員会では、立花委員長より幹事という職を担
う機会を提供していただきました。時には水路に落ち、時には鉄アレ
イをマイクに見立て、リポートしたり、また時にはアフロのカツラを被
り、司会をしたり、楽しく友情を深める機会の提供をしていただき大
変感謝しております。谷藤一徳君の新たなキャラも見い出すことがで
き、とても充実した 1 年を過ごさせていただきました。
　3 年目の国際社会創造委員会では、田屋舘理事長より委員長という
職を担う機会を提供していただき、今までの JC 活動を更に深く、よ
り広がった世界を知る機会となりました。委員長という職は、大変さ
がまず先に思い浮かぶかもしれませんが、それよりも更に広い世界を
知ることができ、自身の見識の域も広がりました。建設業にしか興味
が無かった私が、まちを創りたいと思うようになったのは、やはり委
員長という経験があってこそでした。是非現役会員の皆さんも、JC
に入会したからには挑戦を続け、自身の可能性を拡げていただければ
と思います。それが自身の住み暮らすよりよいまちを創造していくこ
とに繋がると信じております。

　私自身、40 歳までが準備期間で、40 歳からがスタートだと思って
います。若さを失うことを嘆くのではなく、年を重ねていくことを受
け入れて、自らの目標に向かって具体的な行動を起こしたいです。
JC で様々な経験をさせていただく中で、まちづくりというものに非常
に興味を持つようになりました。私が従事している建設業界では、震
災から 10 年が経過し、年度予算の削減により工事の受注数の減少が
懸念されています。その中において「だったら自分達で仕事を創ろう」
といった発想に至ったのも JC の活動があってこそです。「無いなら創
る」「分からないならやってみる」といった発想は元々持っていました
が、それがより大きな展望に繋がりました。まちを良くし、創ってい
きたいので、困った時はここで出会った仲間たちの手を借りながら、

JC 活動を振り返って

強く、優しく～卒業後の展望と挑戦～

共にまちづくりをしたいと考えています。そして、未来ある若者達の
可能性を拡げる機会を提供できる場を創り、今の私たちの子供世代
が、前向きな考えを持ち、やりがいを持てる地域社会づくりをしてい
きたいと考えております。具体的に何をするかは、企業秘密なので言
えませんが。( 笑 )

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　新入会員・現役会員の皆さんにおかれましては、今年度の田屋舘
理事長や、昨年度の宮野理事長の所信にもありましたが、ひとへの
思いやりを忘れないでください。他人を受け入れるということを忘れ
ないでください。活動の中で、怒ったり、叱ったりしてしまう機会が
あると思いますが、それは相手の多様な可能性を奪うということに繋
がります。私は自分自身の会社においては、存在自体がパワハラだと
思っています。私がいるだけで社員が恐縮してしまうからです。その
ような存在に怒られたりするだけで、次から相手は「怒られないように」、

「何か言われるんじゃないか」という発想に陥ってしまいます。怒る、
叱るということは、感情のままに自分の思いを伝える上で最も簡単な
手法であると思います。しかし、それよりもどうやったら上手く伝える
ことができるのかを考えたほうが、自身の成長にも繋がりますし、相
手にとっても失敗しても受け止めてくれる存在になります。人は自分
にとって良い結果をもたらす物に集まります。どうか自分の価値観で
物事を押し付けず、相手基準の物差しで測り、思いやるこころ、受け
とめる許容力を持って、相手に接していただければ、信頼関係の構築
への近道になると信じ、行動していただきたいと思います。

新入会員・会員へのメッセージ

‘19	 組織開発委員会
‘20	 次世代育成委員会　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
‘21	 国際社会創造委員会　委員長
　　　　		

会 社 名　㈱アプローチ
生年月日　1981 年 4 月 14 日
血 液 型　A型

瀬川　瞬
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　2019 年 9 月末、滑り込みで入会させて頂いてから 2 年と少しの
期間、正会員になるまで導いてくれた
皆さん、共に委員会活動をした皆
さん、同期の皆さん、大変お世話
になりました。 多くの出会いに恵
まれ、様々な経験をさせて下さっ
た方々にも感謝の念に堪えません。

『修練』、『奉仕』、『友好』。40 年
生きていると無意識になっていたこ
とを、この人生の折り返し時期に改
めて再確認できたこと、その機会
を提供してくれたすべての環境に感
謝申し上げます。

　卒業後は、青年会議所活動で得た経験や知識を自分の業務に反映
させたり、自分の会社の仲間たちや自分の子供たちに、こういった
意識の持ち方や考え方もある、ということを伝えていければと考えて
おります。また、仲間として一緒に活動した人たちと仲良く、楽しく
つながり続けていられたらと思っていますので、今後とも引き続き宜
しくお願い致します。

JC 活動を振り返って

強く、優しく～卒業後の展望と挑戦～

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　新型コロナウイルスの流行、様々
な物資の枯渇や価格高騰。人材不
足であったり急激なＩＴ化の波が押
し寄せたりと、まさに激動の時代と
なっております。この青年会議所
というのは、そういった流れの中に
あっても普遍的なものを根幹に大
切に持ち、同志と共に事業を柔軟
に展開していく組織と思っておりま
す。皆さんには是非その中で、多
くの仲間たちと様々な経験をして、
たくさんの成功を築き人生の糧と
して頂けたらと思います。このよ
うな偉そうなことを語れるようなことはまだ何もできておりませんが、
もし私が入会当時の自分に伝えられるならこう伝えるかな、という体
で書きました。皆様のご健勝と、ここに関わる方々の益々の発展と
御多幸を祈念申し上げます。明るく楽しく突き進んでください。あり
がとうございました。

新入会員・会員へのメッセージ

‘19	 組織開発委員会
‘20	 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
‘21	 国際社会創造委員会
	 岩手ブロック協議会　総務広報委員会　委員
　　　　		

会 社 名　リヒテック㈱
生年月日　1981 年 9 月 26 日
血 液 型　O型

針生　真和 
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　2020 年 1 月に入会させて頂き、初の例会が新年交賀会。2020
年会員拡大委員会幹事の佐々木裕一君に「名刺を 100 枚くらい持
参してください」と言われ訳も分からず盛岡グランドホテルへ。会場
へ入った途端、猛烈に始まった名刺交換、式典、新年交賀会。もの
すごい団体に入ってしまったと、昨日の事のように覚えています。
　私が JC に入会して良かった事は、人との繋がりが出来たことです。
特に、同期との繋がりが私にとって一番の財産となりました。2020
年 12 月例会「卒業式」において、会員拡大委員会メンバーの皆様
にサポートしていただきながらの設営は、このコロナ禍でなかなか
同期同士でもコミュニケーションをとることが難しく、対面してコミュ
ニケーションをとることの大切さについて改めて実感致しました。
　ＪＣ活動が公私ともに制限される中の２年間ではありましたが、自
分自身のモットーである「どうせやるなら楽しく」は実践できたのか
なと思います。そして沢山の方と良い時間を過ごせたこと、これは
間違いなく私にとって一生の財産となりました。ありがとうございま
した。

JC 活動を振り返って

　私は、自動車関連の会社に勤めております。自動車学校、タクシー、
自動車整備工場など、自動車関連業は、ここ数年大きな変化を遂げ
ております。この先も物凄いスピードで変化していくと思われます。
先ずはそのスピードに乗り遅れない様、日々の勉強は欠かせません。
それと同時に少子化や車離れといった自動車関連業にとって致命的
となる課題も多くなっているのは事実です。そのような中でサービ
ス業である弊社としては、今まで以上のアピールが必要となります。
サービス業の基本である「お客様にご満足いただけるサービス」をＪ
Ｃで学んだことを活かし、更に良いサービスをご提供できるよう日々
精進していきたいと思います。
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　「コロナと共に入会し、コロナと共に卒業？！」私にとってそのよう
な 2 年間のＪＣ活動ではありましたが、ここで出来た仲間、特に「20
同期」は、かけがえのない仲間となりました。それぞれが自分の意
見を言い、ぶつかり合い、そして仲良くなる。そんな仲間ってこの
歳になって中々できないと思います。
　新入会員の皆さん、そんな素晴らしいＪＣ仲間を沢山作ってくださ
い。自分が困った時、悩んだ時、必ず助けてくれます。そして楽し
いことは一緒に楽しんでくれます。
　私のＪＣ生活は本当にいい仲間との出会いの場でした。沢山の出
会いを、ありがとうございました。

強く、優しく～卒業後の展望と挑戦～

新入会員・会員へのメッセージ

‘20	 会員拡大委員会
‘21	 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 社 名　㈲石川自動車整備工場
生年月日　1981 年 10 月 18 日
血 液 型　B型

佐々木　宏之 
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　私は2020年、40歳を目前に新しいことに挑戦したい、そして諸先輩
方のありがたい勧めもあり盛岡青年会議所に入会させていただきまし
た。しかし、その時期はコロナウイルス感染症が猛威を振るう状況下、
本業である飲食業は大打撃…。このまま青年会議所での活動を続けて
いいのだろうか、そんな考えが何度も頭をよぎりました。しかし、そのよ
うな状況にあっても前へ進むことをやめない青年会議所の皆さんの姿
勢に刺激と感銘を受け、後悔しないように今できることを精一杯やり遂
げようと心に決め、ここまで活動して参りました。
　入会した年の卒業式では司会の
役割を仰せつかり、社会人になって
から感じたことのない緊張感、無事
終えた後の安堵感、そして達成感を
得られ、非常に素晴らしく貴重な経
験をさせていただきました。また、
2021年には地域開発委員会の幹
事として、新たな勉強もさせていた
だきました。
　私が青年会議所に在籍した期間
は常にコロナウイルスと共にあり、
本来の青年会議所の活動とは程遠
かったのかもしれません。しかしな
がら、度重なる事業変更を前に年
齢や性別、立場の違う仲間たちとそれを乗り越えた経験は私の人生に
とって宝物です。
　短い盛岡青年会議所での活動期間ではありましたが、関わっていた
だいたすべての皆さんに感謝申し上げます。ありがとうございました。

　青年会議所では特に、組織作りの考え方、未来を見据え自社として
SDGsにどのような貢献ができるかを勉強させていただきました。ここ
で得た学びを本業の会社に今後生かしていきたいと思います。
　私は盛岡駅前で商売を営んでおりますが、社内においての人づくり、
そして盛岡駅前のまちづくりに少しでも携わり、盛岡を代表する商業
地域にすべく、自社の発展はもちろんのこと、地域発展に尽力し共存
共栄を目指していきたいと思っております。また、青年会議所の事業に
て、もりおか広域圏について学ばせていただく機会があり、とても興味
を持ちました。今後は盛岡駅前のみならず、広い視野での地域発展へ
も貢献できれば幸いです。
　個人としては家族を大切に、子供が小さい今しかできないことを、大
好きな嫁と三人の息子たちとチャレンジしていきたいと思います。息
子たちにいつか「パパのようになりたい」、そう言わせるのが私の夢で
す。そのために、歳を重ねてもいつまでも心若く、情熱をもって生きて
いきたいと思います。

JC 活動を振り返って

強く、優しく～卒業後の展望と挑戦～

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　私が入会し在籍した期間もそうでしたが、社会情勢は著しく変化し
ています。それに適合するために自身も変化・成長し、そして青年会議
所の在り方も大きく変わっていくのだと思います。変化に対し柔軟に
対応することは時代時代で必要不可欠であり、それは私たちの諸先
輩方もぶつかってきたであろう課題なのだと思います。青年会議所と
しての本質や使命を忘れることなく、新たな時代を切り拓いていって
下さい。その挑戦がまた次の世代へと繋がっていくのだと信じていま
す。
　同期の仲間、異業種のメンバーとの出会いは素晴らしい縁であり、
卒業してからも続く大切な存在です。真剣に事業に取り組み、時には
お酒を酌み交わし、その絆を深めていって下さい。もう少し早く入会し
ておけば良かった、もう少しここにいたい、そう最後に思える充実したＪ
Ｃ活動を皆さんが送れる
ことを心より祈念してお
ります。
※在籍期間が短い私がこ
の文章を書くのは酷です
(笑)がこれは卒業生に課
せられた最後の試練…何
卒、お許しください。

新入会員・会員へのメッセージ

‘20	 会員拡大委員会
‘21	 地域開発委員会　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

会 社 名　㈱イシダ
生年月日　1981 年 3 月 24 日
血 液 型　A型

石田　寛  
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　１年半ほどの短い活動でしたが、次
世代育成委員会幹事を経験できたの
はとても良かったです。元々仕事で小
学生の親子調理や工場見学などにかか
わっており、興味がある分野でした。
沼田委員長にご指名いただいて今でも
とても感謝しています。２月から３月に
中学生、高校生へ取ったアンケートで
は、回答のなかに、「子供たちに我慢
や無理をさせているのはコロナではなく、大人である」と書かれた意
見があり、大変胸が痛みました。子供は社会的に弱者であるというこ
とを改めて自覚させられた意見でした。
　６月のわんぱく相撲は、当初は正直、感染者が出たらどうしようとい
う思いが強かったです。だんだんと近づくにつれ、子供たちや親御さ
んの大会への強い熱意を目の当たりにして、気持ちが大きく前向きに
変わったことを覚えています。最低限の人数にするため、委員会メン
バーと事務局の皆さんの力を借りましたが、本当にメンバーの現場力

の高さに感心し、運営の穴
を埋めていただきました。
座席を減らした関係で、フェ
イスブックライブの生配信
を行いましたが、たくさん
の方にアクセスいただき、
再生回数は５００回を超えま
した。コロナの中で変更を
余儀なくされましたが、結
果的に会場よりも多くの皆
さんにわんぱく相撲を見て
もらう機会を提供できたの
は、今年の委員会活動の象
徴的な出来事だったと思っ
ています。

　震災から１０年が過ぎました。この間、日本のエネルギー政策は原
発の扱いについて議論が繰り返されてきました。原発は温室効果ガス
を出しませんが、地震大国である日本は原発事故への不安が大きく、
今後の日本においては縮小されていくでしょう。環境政策では、原発
が抜けた穴を埋めるように、火力発電所が排出する温室効果ガスを減
らすために、まだまだ安定性に欠けてはいるものの再生可能エネル
ギーへの急進的なシフトに向かっています。２０５０年ゼロカーボン社

JC 活動を振り返って

強く、優しく～卒業後の展望と挑戦～

会のスローガンは、温室効果ガスを排出しないエネルギーが万能であ
るかのような錯覚を起こさせています。大量に安定的に使えるエネル
ギーである石炭火力、ＬＮＧ火力が現在の日本のエネルギーをベース
ロード電源として支えていることは事実です。そういった事実を直視し、
いかに化石燃料も使いながら、安定的にエネルギー供給をしていくの
かを、ベストなバランスを作っていくところに、盛岡ガスグループの存
在意義があるのだと思っています。私の挑戦は、この素晴らしい街、
もりおかに住む皆さんのエネルギーを理想的なものとすべく、都市ガ
スの原料や、都市ガス事業周辺の仕組みすべての時間軸を前に進め
ていくことです。インフラとしてのエネルギーの理想形は、便利で安
価でクリーンであることだと思っています。都市ガスの青い炎とともに、
強く優しく、エネルギーのＨＥＲＯになることを目指していきたいです。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　私は１年間、次世代育成委員会の幹事を経験させていただきました。
コロナ禍で活動に制約はありましたが、やりたいことの８割から９割は
できたかもしれない、と感じています。心残りを一つあげるとすれば、
さんさ踊りが経験できなかったことです。また、意図しない副産物と
しての経験が随分とあったような気がします。オンラインでの議論が
大半を占めましたが、議論や意見のぶつけ方やスキルも格段に上がっ
た気がします。本質的な議論の入り口くらいは見ることができたかも
しれません。恐れず、踏み込んで他人と付き合うこと、逃げずに正面
から受け止めること、時には逃げることを、この濃い１年間にて経験さ
せていただきました。後輩や新入会員の皆様もせっかく入会したから
には、ぜひ、じっくりと「経験・体験」する機会を作り、みずから踏み
込んで JC 活動に取り組んでください。
　結びとなりますが、委員会メンバー、同期のみんな、青年会議所の
すべての皆さんとの出会いなくして、乗り越えられなかった壁はいっぱ
いありました。これからもほかの団体やゴルフ、酒の場など、会う場
面はたくさんあると思います。是非、今後とも気軽なお付き合いをよ
ろしくお願い致します。

新入会員・会員へのメッセージ

‘20	 会員拡大委員会
‘21	 次世代育成委員会　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

　　　　		会 社 名　盛岡ガスサービス㈱
生年月日　1981 年 5 月 26 日
血 液 型　AB型

熊谷　松亮 
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　私が JC の正会員になったのは 2020 年 12 月です。現在の仕事
をしていく中で、今のままで良いのか？もっと見聞を広げなくてはい
けないのではないか？という思いから入会しました。
　私は飲食店の現場で働いており、仮会員の時に自身の営業時間と
JC の活動時間が重なることが多いため「申し訳ないが、正直この組
織には所属はできない」と打ち明けたことがありました。しかし、先
輩方はそんな私にマメに連絡をしてくれ、時間を調整してくれました。
そのおかげでなんとか正会員になることができました。
　2021 年度にはブランディング委員会に所属しました。自分に一
番必要な発信力の経験をさせてもらいました。初めての取材、撮影、
文章作成。特に文章については何度も添削と推敲を繰り返し、小さ
な記事なのに、出来上がりに感動しました。事業では真剣に意見の
ぶつけ合いをし、その後の打ち上げでは大いに盛り上がり、まさか
この年齢でこんな体験が出来ると思いませんでした。
　この一年、何をする時もコロナウイルスの情勢がついてまわり、
窮屈な年でしたが、ネガティブになりそうな時でも可能性を切り拓く
盛岡青年会議所の仲間が私の力になりました。

　私の出身は盛岡の北側に位置する緑ヶ丘、黒石野地区です。子ど
もの頃は今の盛南地区のように街に活気があり、それが当たり前の
ように生活しておりました。いつのまにか私も 40 歳になり、ふと周
りを見渡すと同級生も地元を離れ、今まで当たり前のようにあった店
も無くなり街の活気が弱くなってきていると感じます。
　宮沢賢治の言葉に『世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の
幸福はあり得ない』という言葉がありますが、地元が元気にならな
ければ商売も元気にならないのではないか？商売を元気にするために
は地元を元気にしなければならないのではないか？と思うようになり
ました。私が JC に入会した理由もそこにあります。今年で JC は卒
業となりますが、これからは自分の商売を発展させていくためにリー
ダーとしての責任と教養と率先力を持ち、会社を盛り上げていきま
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す。そして、自社と同じ様に力を入れて地域の事も自分の事として
真剣に考え行動していきます。家庭、仕事、地域に全力で行動でき
る自分になれるよう努力していきます。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　私のような、1 年しか在籍してない者が JC についてこれからの人
たちに伝えるだなんておこがましいですが、私の感じた JC の良い
所を３つ伝えさせていただきます。
　まずは他の組織と大きく違うところは４０歳で卒業することと、毎年
役職が変わるところです。組織のトップが次の年に一般職になったり、
その逆があったりと、こんな組織ほかにあるでしょうか？最近の自分
の職場での言論、行動、態度を顧みるきっかけとなり、職位の高さ
ではなく「役を知り、役に徹し、役を超えない」という基本、他人
の気持ちを考えるきっかけとなりました。
　次はアウトプットの練習が出来るという所です。色々な研修、セミ
ナーに行っても情報のインプットとノウハウは教えてくれますが、助
言までしかしてくれません。JC にはアウトプットの練習ための背中を
押してくれる仲間がいます。
　やはり最後は仲間です、これが一番ではないでしょうか。私はなか
なか活動に参加する事が出来ず、もっと参加したかったという悔いは
残りますが、それでもこれだけの仲間が出来た事に感謝しておりま
す。ぜひ皆さんも JC＝挑戦の場として限られた時間を楽しんでいた
だきたいです。

新入会員・会員へのメッセージ

‘20	 会員拡大委員会
‘21	 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　塾生

会 社 名　山留
生年月日　1981 年 8 月 28 日
血 液 型　O型

吉津　英文 

  JCプロフィール
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　私は 2017 年に横浜青年会議所に入会しました。同期や委員会の
仲間と事業の準備をするのが楽しくて、月の半分くらいを横浜で、残
り半分を盛岡にいました。千葉の会社は…。
　その後、叔父の会社を本格的に手伝うために 2019 年に盛岡へと
引っ越し、それを機に 2020 年、盛岡青年会議所に入会いたしました。
10 月入会ということもあり、即、卒業式の準備と次年度の準備と充
実した日々をおくってまいりました。さらに急遽、委員長を仰せつかり、
そこからはあっという間の 1 年間でした。
　横浜青年会議所では本当に濃い時間を過ごしましたが、盛岡青年
会議所では、より濃い 1 年間を過ごすことができました。盛岡に引っ
越してきた当時、友人も居らず、家族とも離別したため、このまま孤
独死を迎えることを覚悟していましたが、青年会議所を通し多くの仲
間ができ、一生付き合いたいと思える友人とも出会えました。
　同期のみんな。JC ブランディング委員会のみんな。委員長のみ
んな。関わりのあった皆さま。本当にありがとうございました。これ
からもよろしくね♡

　先述のとおり私は横浜青年会議所に在籍しておりましたが、当時日
本青年会議所に出向をさせていただきました。新型コロナウイルス
感染症の感染拡大前ということもあり、毎月日本各地の LOM にて
委員会を行ない全国の多くのメンバーとかかわる事ができ、とても
刺激を受けたことを覚えています。もちろん LOM の委員会での担

JC 活動を振り返って
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いをしっかり行ない、さらに出向先の担いを行なうということは、労
力は増えますが、家庭・社業・LOM とのバランスを考え時間配分を
うまく調整する能力が必須となります。しかしそれに見合うだけの経
験を得る事ができるので、機会があればぜひ挑戦してみてください。
　昨今、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により大勢で
の事業や、酒を酌み交わす機会はほぼありません。ですがその制限
された環境下でも、事業や人と関わる方法はゼロではありません。
昨年度・今年度と試行錯誤しながら行なってきた手法や議案は、現
役メンバーの経験にしっかり残っております。ぜひそれを活かし、会社・
家族から許していただいた大切な時間を無駄にしないためにも LOM
の仲間と共に精一杯事業に取り組み、楽しんでください。同じ時間
を過ごすのであれば楽しみましょう！

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　現在、千葉県で経営している会社はショッピングモールや工事現場
などの施設や交通誘導を行なう警備業務を請け負う会社です。幸い
にも、通信・電気・水道・ガスなどのライフライン関係の仕事の割
合が大きいこともあり、景気の影響を受けにくい業種となっておりま
す。しかし一方で、岩手で経営している会社は食品の製造・卸を行なっ
ており、取引先がホテルや旅館ということもあり新型コロナウイルス
感染症の感染拡大の影響を大きく受けております。その中で先日、
岩手の会社においても警備業の認定を取得しました。岩手県でも警
備業を始め、景気の影響を受けにくい基盤を築きたいと考えており
ます。私自身新しいことを始めるのがとても好きなので、こちらの警
備会社をイチから作り上げていく作業もとても楽しいです。その他に
も新たな業種にも挑戦していきたいと考えております。
　仕事の展望を話してきましたが、プライベートの方が大きな挑戦
が待っています。
　はたして 40 歳から再婚できるのか・・・できたとしてこれ以上バ
ツは増えないのか・・・
　不安をあげればキリがないですが、今年の卒業生の中に子供 7 人
いるメンバーもいますので、少子高齢化を止めるためにも、私も負
けずに 8 人 9 人目指してがんばっていきたいと思います。

新入会員・会員へのメッセージ

‘20	 会員拡大委員会
‘21	 JCブランディング委員会　委員長
	 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　コスモ・セブン㈱
生年月日　1981 年 5 月 30 日
血 液 型　O型

道下　剛史 
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