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青年会議所（JC)は明るい豊かな社会の実現を理想と
し、責任感と情熱をもった20歳～40歳の青年団体です。
「修練」「奉仕」「友情」の三つの信条のもと、より良い社
会づくりをめざし、さまざまな活動に積極的に取り組んで
います。

2018年度 8⽉例会

二代目
時の太鼓大巡⾏

〈 Day 〉 2018年8月5日
〈 Place 〉一関市大町ほか
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一関夏まつり２日目の８月４日、一関JCの先輩方が42年間歴
史を紡いできた「二代目時の太鼓大巡行」を行いました。

一関のまつりに新しい担い手を増やし、賑わいを創出すると
いう理事長所信の元、関係団体との意見交換会を開催したほか、
修紅高校から生徒ボランティアを募りました。

当日は、炎天下の中、総勢179名が巡行に参加。実行メン
バーの熱い思いを「イッセーイッセー」の掛け声と太鼓ばやし
にのせて、街に賑わいを創出しました。一緒に巡行を作り上げ
ていただいた時の太鼓顕彰会様、炎舞会様、巡行に参加してい
ただいた皆様に感謝します。ありがとうございました。

Cover story

自分の今を見つめ、
未来へ繋ぐ懸け橋に
６月例会「TA交流分析」を開催

8⽉例会「二代目時の太鼓大巡⾏」を開催しました。
カ バ ー ス ト ー リ ー

:

７月31日、夏まつり期間中の晴天を祈願して
「お天気まつり」を開催し、今年も夏まつり実行
委員会様をはじめ、二代目時の太鼓大巡行に携わ
る多くの皆様と本番に向けて心を一つにしました。

「お天気まつり」は、二代目時の太鼓大巡行の
実施に向け、関係する団体と親睦を深める恒例行
事。夏まつり直前の忙しい時期の開催となりまし
たが、総勢101名もの方々にご参加をいただきま
した。JCの日頃の活動や運動が、地域の皆様に支
えられていることを改めて実感しました。

フィナーレでは、時の太鼓顕彰会様の演奏と炎
舞会様の演舞を全員で鑑賞。今年の夏まつりも力
を合わせて地域を盛り上げていこうと決意を新た
にしました。

６月25日、講師にJCの先輩でもあられる今西界
雄様を招き、６月例会「TA交流会」を開催しまし
た。「自分自身を知る」きっかけや考えることが
なくなっている昨今。この事業を通して自身を知
り、自らの良いところや悪いところに気付くこと
で、今後の行動を考えるきっかけを得ていただく
ために実施しました。

それぞれ捉え方や感じ方は異なったものの、新
入会員が多い当LOMに、JCの運動に対する関心を
深め、活動に対する姿勢に変化を与えるきっかけ
になったのではないかと感じております。

事業の実施にあたり、講師の今西様をはじめ、
メンバーのご協力とご意見に感謝申し上げます。
ありがとうございました。

街へ活気と賑わいを
晴天願い、心一つに

「お天気まつり」開催



いよいよ事業実施！
宮古の魅力を再認識させる
特色ある3塾の事業を展開！

理 事 長 ・ 専 務

活 動 報 告
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８月11、12の両日、いわてJAYCEEアカデミー第4講座が
宮古市で開催されました。

今回は、宮古地域の若者を対象にしたバスツアーで３塾
それぞれが宮古地域の魅力を感じられる事業を実施しまし
た。私が所属する古谷塾では、地元の田老かりんとうと
ワッフルをデコレーションして「おしゃれスイーツ」を作
る体験会を実施。参加者からも好評でとても嬉しかったです。

9月には集大成となる第5講座と閉校式が開催されます。
事業の良かった点や改善点を洗い出し、今後のJC活動に生
かせるよう最後まで気を抜かずに頑張ります。

7⽉〜8⽉の

活 動報告

【７月】
７日・岩手ブロック大会in遠野 ／ ８日・JCカップ岩手ブ
ロック大会in遠野 ／ 14日・いわてJAYCEEアカデミー第４
講座 ／ 14、15日・東北ゼミナール ／ 20日・一関夏まつ
り第二回事業部会 ／ 21、22日サマーコンファレンス

【８月】
３日・一関夏まつり開会式 ／ ４日・一関夏まつりくるく
る踊り先導 ／ ４日・８月例会二代目時の太鼓大巡行 ／
５日・子供七夕みこし ／ 10日・東北地区協議会正副会長
会議 ／ 25日・全国地ビールフェスティバル開会式 ／ 25
日・第8回会員会議所 ／ 28日・8月定時総会 ／ 31～９月
３日・東北青年フォーラムin三沢

７月21、22の両日、パシフィコ横
浜で開催されたサマーカンファレン
ス（サマコン）に、理事長をはじめと
するメンバー４名で参加してきまし
た。今年のサマコンのテーマは「日
本創生への奇跡」。各界の著名人
の対談を聴き、多くの学びを得て、
刺激を受けた２日間となりました。

刺激と感動いっぱいの
サマーカンファレンス︕

７月７日、JC岩手ブロック協議会
「第48回岩手ブロック大会ｉｎ遠野」
が遠野で18年ぶりに行われました。
今大会は県民、メンバーに対して
運動を発信する最大の場。今年度
は元サッカー日本代表前園真聖さ
んによるトークショーなど魅力溢れ
るステージ演出ばかりでした。地域
に良い変化をもたらすJCの力を再
認識しました。

㊤ 事業の最後にみんなそろって記念写真
／㊨㊤ 安部塾の事業の様子。山田生せん
べいをアレンジした料理を提供 ／㊨㊦ 古
谷塾の事業は子供たちに大人気でした
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18年ぶりに開催︕
JC岩手ブロック大会in遠野



阿部勇太
㈲東和警備保障
専務取締役
2012年度入会

担当副理事長

阿部 諭
Swal.Low
2015年度入会

副委員長

佐藤大樹
サトウボデー
専務取締役
2016年度入会

委員

清水善郎
㈱清水屋
専務取締役
2017年度入会

委員

鎌田真澄
㈱岩手日日新聞社
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ営業局
2018年度入会

委員

川崎能大
川崎能大司法書
士事務所
2018年度入会

委員

梁川真一
委員

並木裕矢
㈱リンク農機具王
⽀社⻑
2018年度入会

委員

JC名言・格言集

委員会紹介

美男美女

村山 梓瑳 さん
25歳・飲食店勤務
千厩町出身・おとめ座

多くの人が訪れ、賑わうまちに
地主町の「Swal.Low」に勤める村山さんは千厩

町出身。イケメン看板店員として活躍中です。
好きなタイプは黒髪で優しい人。彼女募集中です。

休日はサッカー一筋。地元の社会人チーム「ヌ
ペーレ平泉・前沢」に所属し、練習に打ち込んで
います。一関の魅力は、人情味に溢れていて、まち
を盛り上げようとする人たちがいるところ。一
関をいろんな人が訪れ、昼夜問わず賑わうまち
にしたいと話してくれました。
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The CM

（先輩方に芸を教わった感想です。変な意味ではありません）

Member

入会に関するお問い合わせは▶
一般社団法人 一関⻘年会議所事務局
〒021-0881 一関市大町４-29なのはなプラザ４階
TEL︓0191-23-8639 / FAX︓0191-23-6451
MAIL︓ iseki78jc@mx4.et.tiki.ne.jp

個人の資質を生かし、志を同じくする仲間と
切磋琢磨しながら、地域社会の発展を目指し
て活動しませんか︖
一関⻘年会議所は、地域社会の発展を真剣に
考え、様々な活動を展開している団体です。
メンバーは、経営者、一般会社員、公務員などに
よって構成されています。入会するにあたり、所属
部署や企業形態は関係はありません。
一人でも多くの入会を切に願っています。

「 」地 域 創 生 委 員 会

私たちが
活動する

小野寺伸吾
Shingo Onodera

勇太副理のもとに集いしこの⻘年
たちは、ゴールを⾒据え失敗を恐れ
ず、最大限の知恵と⾏動⼒で前に進
む委員会です。JCで学んだ「でき
るかできないかではなく、やるかや
らないかだ︕」を胸に刻み、勇往
邁進いたします。僕の前に道はな
い、僕の後ろに道は出来るのです。

我々、地域創生委員会は「一関の農業を元気にし

たい！」「一人でも多く農業で食べていける生産者に

活躍をしてもらいたい！」そんな思いを胸に日々活動

しています。

一関は東北で4位、全国でも30位の農業産出額を

誇る地域です。この豊かな環境を生かせば、経済、

交流人口の増大、担い手の確保、特産品の開発など

農業で拓ける可能性は無限大です。農業の魅力と可

能性を様々な形で多くの方に伝えてまいります。

委 員 長

共に活動するメンバーを紹介します。

入会のご案内 Enrollment Guidance

㈱デクノボンズ
代表取締役
2017年度入会

By 清水善郎

阿部裕章
つむぎ接骨院
院⻑
2018年度入会

委員

一関まちづくり㈱新
鮮館おおまち店⻑
2018年度入会


