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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 4⽉例会

農と食が紡ぐ
豊かな暮らし

〈 Day 〉 2018年4月21日
〈 Place 〉⼭目市⺠センター
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5月例会

４月21日に名取市のセリ農家・三浦隆弘氏をお招きし、4月
例会「農と食が紡ぐ豊かな暮らし」を開催しました。

三浦氏は、400年続く「セリ」の生産地で、今までになかっ
た「セリ鍋」という新たな提供方法を確立。生産農家でありな
がら飲食店や消費者と直接つながることにより、仙台を代表す
る特産鍋になっています。当日は、県内外より総勢53名が参加。
農業に対する関心の高さを実感する例会になりました。

この事業が、一関で豊かに暮らす手段として農業が選択され
るきっかけとなり、農業が盛んな元気なまちの足掛かりになる
ことを願っています。

Cover story

勝ち負けだけじゃない、
小さな子供たちに魅せられた大きな力

「第２回JCカップいちのせきフェスティバル」開催

4⽉例会「農と食が紡ぐ豊かな暮らし」を開催しました。

げきが響きました。
今大会では、試合の勝敗だけでなく、人を思いや

る気持ちであるグットルーザーの精神を重視。互い
に声を掛け合いながら、生き生きとプレーしている
姿を見て、改めて青少年育成事業の重要性と継続し
ていくことの大切さを感じました。

チームの皆さんをはじめ、たくさんの方々のご協
力があり、成功を収めることができました。これか
らも、スポーツを通じて青少年の人材育成や地域間
交流の懸け橋となる事業を展開していきます。

カ バ ー ス ト ー リ ー

:

５月４、５の両日、一関サッカー・ラグビー場で
5月例会「第２回JCカップサッカーU-11いちのせき
フェスティバル」を開催しました。市内から11チー
ム124名が参加。２日間にわたり、熱戦を繰り広げ
ました。

昨年に引き続き、優勝は山目ウイングスFC。優勝
チームには、理事長から優勝杯が手渡されました。
参加した子供達は、監督の指示に従い、一生懸命に
プレー。グランドには、チームメイトからの励まし
の声のほか、父兄の熱のこもった応援や監督の熱い



いよいよ迎える山場
宮古での事業実施に向けて

ラストラン！

理 事 長 ・ 専 務

活 動 報 告

Record
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Report by Tsukasa Murata
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開講式から参加しているアカデミー。盛岡での第1講座、
二戸での第2講座を経て、盛岡での臨時塾会議に出席しま
した。

塾会議では、事業の実施に向けて宮古の地域資源を互い
に提案しました。いよいよアカデミー生が主体となって事
業を展開していくんだな、と実感しています。

５月26日には、事業を実施する宮古へ現地視察に。活用
する資源を整理をしようと思っていましたが、事業構築の
難しさを感じています。時間はありませんが、力強いメン
バーがいますので、力を合わせて頑張っていきたいです。

4月〜6月の

活 動報告
【4月】
28日・第４回会員会議所会議in一関 ／ 29日・東北ゼミナール委
員会in弘前
【5月】
4、5日・５月例会 ／ 13日・超テクノロジーメッセin遠野 ／ 14
日・一関夏まつり実行委員会第1回幹事会 ／ 18日・一関地区法
人会青年部定時総会 ／ 18日・建部清庵文化顕彰会総会 記念講
演会 ／ 20日・大船渡JC50周年記念式典及び祝賀会 ／ 22日・一
関市民憲章推進協議会総会 ／ 22日・一関・平泉バルーンフェス
ティバル実行委員会合同部会 ／ 24日・第21回全国地ビールフェ
スティバル第3回プロジェクト(委) ／ 29日・一関市拠点駅推進
協議会総会 ／ 29日・一関夏まつり実行(委)総会
【6月】
2日・北上JC５５周年記念式典及び祝賀会 ／ 3日・第５回会員会
議所会議in遠野 ／ 16日・６月例会 ／ 30日・第６回会員会議所
会議in江刺

For Kids

For Lady

連載「ぶしょう・ザ・
ブート・キャンプ」。
今回は魚捕りにお
ススメのスポットで
す。子供たちが大
好きなザリガニも
大量につれます。
夏の思い出づくり
にぜひ。次回はカ
ブトムシ、クワガタ
編です。

Somethings !
一関の「とっておき」紹介します

夏の思い出づくりに︕
旧国道4号沿い⽔路

PLACE︓中⾥地区内

大自然を感じなが
ら、大人も子供に
帰れる場所です。

一関市舞川にあ
るみちのくあじさ
い園。約1.5ｋｍの
散策路に400種・4
万株のアジサイが
咲き誇ります。見
ごろは6月下旬。
美しいアジサイに
囲まれながら、森
林浴を楽しめます。

梅雨が待ち遠しくなる
みちのくあじさい園

PLACE︓一関市舞川

散策路を一周でき
るカートも。⽼若
男⼥、家族全員で
楽しめます。

Hot Spot

ママ会・⼥⼦会に︕
テラスロンド
PLACE︓ﾍﾞﾘｰﾉﾎﾃﾙ⼀関
とっても上品な雰
囲気でカフェやラ
ンチが楽しめるベ
リーノホテル一関
内の「テラスロンド」。
スイーツもお食事
は、見た目もお味
も抜群です。フォト
ジェニック間違いな
しなお店です。

⾒た目はおしゃれ
で、高級なあじわ
い。⼥子ウケ間違
いなし。

㊤ 福原塾の現地視察で訪れた浄土ヶ浜 ／
㊨㊤ 盛岡で⾏われた2.5講座。宮古の地域
資源について話し合いました ／㊨㊦ 福原
塾のみんなとの交流もいい刺激に



千葉勝徳
委員

JC名言・格言集

委員会紹介

美男美女

橋本 和⾹奈さん
24歳・地方公務員
川崎町出身・A型

大好きな川崎町でずっと、ずっと
市役所に勤めて2年目の橋本さんは川崎町出身。

休日は、友人や恋人とアウトドアを楽しんでいます。
大学では社会福祉の勉強をしながら、JA全農

いわての「いわて純情むすめ」として活躍。全
国で岩手の農産物をPR活動を行っていました。現
在は「かわたまドン太くん応援隊」に所属。川崎町
の花火大会を盛り上げるために活動しています。
若い世代が、いろいろな世代との交流を楽しめ
る一関になってほしいと話してくれました。
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Introduce

The CM

（山形・東北ゼミナールにて）

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。

「 」賑 わ い ま つ り 委 員 会

私たちが
活動する

千葉 太郎
Taro Chiba

畠⼭担当副理事⻑のもとに集いし
この⻘年たちは、皆１本筋の通っ
た武士たちです。委員会は、毎回
短時間で集中して終え、委員会後
の飲み会は盛大に盛り上がってい
ます。みんなメリハリを付け、楽
しみながらなつまつり本番に向け
て、一生懸命活動していきます︕

我々、賑わいまつり委員会は、地域文化の担い手

を増やし、この一関に賑わいを創出するための委員

会です。3月には、地域文化継承の担い手を育成す

るために、一関藩の殿様である田村家と地域文化財

である「時の太鼓」に関して、勉強会を開催しました。

勉強会で学んだことを生かし、8月の一関夏まつり

で継続事業である「二代目時の太鼓大巡行」を盛り

上げ、賑わいを創出するために委員が一丸となって

突き進んでまいります。

委 員 長

畠山武将
㈲幸栄鉄鋼建設
取締役専務
2012年度入会

共に活動するメンバーを紹介します。

担当副理事長

小山始彦
スナックふらり
店⻑
2013年度入会

副委員長

佐々木豊
㈱大誠商事
代表取締役
2015年度入会

委員

小野寺正人
㈱ﾄﾞﾗｺﾞﾝｹﾞｰﾄ

2015年度入会

委員

佐原翔
㈱佐原
営業本部
2015年度入会

委員

中沢由香
ｽﾅｯｸ アンジュロ
店主
2018年度入会

委員

(有)鈴木組
代表取締役
2018年度入会

入会のご案内 Enrollment Guidance

明和土地㈱ 取締役
2016年度入会

By 畠山武将
副理事長

武闘派
です


