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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。
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１月例会

２０２０年度一般社団法人一関青年会議所１月例会新年交賀会を開催いたしました。
第６５代理事長平間正宏君と共に会員４１名で今年の体制、活動方針を多くのご来賓の皆様にご臨席を賜り、
お伝えすることができました。
また、本年は一関青年会議所は６５周年という節目の年にもなります。
希望 ～この地域の未来のために今できることを～
のスローガンのもと、地域の明るい豊かな未来へ繋がるように運動を展開してまいります。
本年も一般社団法人一関青年会議所を宜しくお願いいたします。

一般社団法人一関青年会議所２０２０年度
第６５代 理事長 平間 正宏

本年一関青年会議所は、６５年目の節目を迎えます。

日本の青年会議所の誕生は、戦後の焼け野原の中『新日本の再建は
我々青年の仕事である。』という志を胸に抱いた青年たちの行動により、
１９４９年に東京青年会議所が設立されました。共に向上しあい、社会
に貢献しようという志と思いは全国に広がり、約３４，５００人のメン
バーが地域の課題に向き合い、運動をしております。青年会議所の特色
として、生い立ちや業種などにとらわれることなく構成されており、世
界には約１６０，０００人の仲間がいる国際的な団体であり、地域の課
題解決に向けた運動を日々展開しています。

一関青年会議所は盛岡青年会議所の支援を受け、１９５５年１０月に
全国で７８番目の青年会議所として誕生いたしました。今日までの６４
年間は、決して平たんな道ではなく、先輩諸兄の運動で築いた信頼と実
績の基に、今日の運動や活動ができていることを私たちは忘れてはいけ
ません。現在、一関青年会議所は４年未満のメンバーが過半数であり、
今までの運動やその思いを今一度認識し、これからの未来へ繋がる１年
となるよう邁進してまいります。

2020年度スローガン

～この地域の未来のために今できることを～

新年交賀会 開催

TOBIRA
2020.1.４



2月例会

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２０２０年度アカデミー開
校式と新春のつどいが多くのご来賓をはじめ、岩手県内１３青年会議所メンバーが多く
出席するなか、ベリーノホテル一関にて盛大に開催されました。

第３７期いわてJAYCEEアカデミー委員会には、一関青年会議所より５名を輩出しており、
アカデミー生をはじめ多くのメンバーで開校式に参加しました。
学長八重樫利久君（北上JC）をはじめ、本宮貴浩塾長（盛岡JC）、伊藤芳徳塾長（花

巻JC）、蒲生恵美塾長（陸前高田JC）には一年間アカデミー生がお世話になります。
祝宴の部では、２００名を越えるメンバーやご来賓の皆様と親睦を図り、PRタイムでは

一関青年会議所６５周年記念式典を１０月１１日にベリーノホテル一関で開催する旨
のPRをさせていただきました。

岩手県内の青年会議所１３LOMが

一関市の地に集結
新春のつどい 開催

TOBIRA
2020.2.1

岩手ブロック協議会第５０代会長、阿部
徹君（一関青年会議所より２１年ぶりの会
長輩出）の掲げる【Growth～持続可能な岩
手の実現へ～】をスローガンとし、成長を
キーワードに自身の成長が会社の成長へ会
社の成長が地域の成長へ地域の成長が最終
的には岩手、東北、日本の成長に繋がると
力強い所信のもと運動を展開していくと表
明されました。

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
２０２０年度 会長 阿部 徹 君



3・4・5月例会

令和2年3月26日にメンバーのみで開催する予定であった「【再考×再構×最高】まつりサイコー会議」は
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から人が集まる『会議』という形式ではなく『Web』を活用し、一
関夏まつりの70周年に向けた新たな取り組みの在り方としてGoogleアンケートを実施しました。
令和2年５月８日19：00より、新型コロナウイルスの影響で3月以降開催が出来ていなかった例会セレモ
ニーをWebライブカメラを通して、メンバー15名の参加のもと開催いたしました。理事長 平間正宏君から
メンバーに対し、新型コロナウイルス感染症拡大が心配されている中で一関青年会議所として何が出来るの
か、これから何をしなければならないのかといった想いを伝える貴重な機会となりました。
また、例会セレモニー終了後には有志による「新型コロナウイルス対策助成金・制度セミナー」と題し、

当青年会議所OBであられます、有限会社げいび観光センター 常務取締役 佐々木朋和様、鈴木哲社会保
険労務士事務所 代表 鈴木哲様に講師を務めていただきました。セミナーでは、制度の概要や経済対策、
雇用調整助成金などを分かりやすくご説明していただきました。
今後、この状況がどのように変化していくのか不透明なところではありますが、今回のようにWeb等を最

大限に活用し、地域に必要とされる団体となるべく、活動等を発信してまいります。

持続可能な一関夏まつりを目指し

【再考×再構×最高】まつりサイコー会議
コロナ禍でも負けずに経営を持続する方法を学ぶ

新型コロナウイルス対策助成金
制度セミナー 開催

TOBIRA
2020.5.8

TOBIRA

6月例会

2020.7.24

夏の夜空に希望の花を咲かす

全国一斉花火プロジェクト
～はじまりの花火 in 一関～

７月24日20時、公益社団法人日本青年会
議所や全国各地の青年会議所と連携し、
『全国一斉花火プロジェクト～はじまりの
花火in一関～』を開催させていただきまし
た。本来であれば7月24日は、東京２０２０
オリンピックの開会式が開催される日であ
り、新しい日本の幕開けのはずでしたが、
新型コロナウイルス拡大感染の予防から開
催が延期となり、それでも私たちは新しい
日本を始めなければならないとの想いを持
ち、全国一斉にはじまりの合図を鳴らしま
した。３密予防の観点から打ち上げ場所が
非公開でしたが、多くの地域の皆様に花火
を鑑賞していただき、地域の活力や明るい
未来を照らす一筋の光になりましたことを
切に願います。
一関青年会議所では、今後もより良い地

域となるよう運動を展開してまいります。



7月例会

令和２年７月３１日、一関銀座会様と共催で一関ミニ七夕飾りの展示を行いました。本年のいちのせき
夏まつりは、新型コロナウイルスの感染拡大の防止の観点より中止が決定されました。しかしながら、
何かこの町の活力になるものはないかということで、一関夏まつりに欠かすことのできない七夕飾り今年
も商店街に飾りたいという想いからスタートしました。一関銀座会様は、商店街や今まで七夕を作成して
こられた協力者の方々へ、一関青年会議所としては、市内の学童や一部の保育園、福祉法人より１５団体
に参加をいただき、ミニ七夕飾りを作成していただきました。全体で５１団体の皆様にご協力をいただき、
一関の商店街に夏の彩であるミニ七夕飾りを展示することができました。
いちのせき夏まつりの風物詩である七夕も年々数が減少しており、このミニ七夕飾りが今後の新しい七

夕の形として、より祭りを盛り上げること、新型コロナウイルスの状況下の中、少しでも賑わいや彩をつ
け地域活性に結び付けること、そして、いちのせき夏まつりの開催の根源でもある、カスリン・アイオン
台風の慰霊の意味が込められた祭りであることを子供たちに伝えていくこと、なにより、いちのせき夏ま
つりを一関市全域で盛り上げていきたいという想いで、下記団体の皆様にご協力をいただきました。
本日、お預かりした七夕飾りを無事に展示することができ、商店街に夏の風物詩である七夕飾りが町に

彩と賑わいの創出につながる一助となれば幸いです。
今後も一関青年会議所は、地域の団体とパートナーシップを結びこの町がよりよい街になるよう運動を

してまいりますので、地域の皆様からのご理解とご協力を何卒よろしくお願いいたします。

七夕飾りでまちを彩ろう

いちのせき夏まつり持続可能な取り組み
～ミニ七夕飾りで賑わい創出～

TOBIRA
2020.7.31

≪ご協力いただきました皆様方≫
東山児童クラブ・川崎児童クラブ・大東児童クラブ
ふじっ子学童クラブ・折壁児童クラブ
千厩学童クラブ・放課後児童クラブ
はずみの里・マルキの家学童クラブ・舞川児童クラブ
くまの子クラブ・赤荻クラブ・ひまわりクラブ
西光寺保育園・認定龍澤寺保育園
社会福祉法人 藤の園

ご協力いただきありがとうございました。



8月例会

ホテルサンルート一関にて感染症予防対策を徹底し８月定時総会が行われました。
青年会議所の事業年度は１月から１２月までではありますが、毎年８月に次年度の理事
長予定者や副理事長予定者、理事予定者を決定し、次年度に向けた準備が始まります。
２０２１年度理事長予定者は小山裕貴君に決定し、次年度の新体制や意気込みを発表し
ました。来年に対する思いをメンバーで共有し、次年度体制に繋がる第一歩を踏み出し
ました。

一般社団法人一関青年会議所

２０２０年度 定時総会 開催

TOBIRA
2020.8.27



9月例会

令和2年9月21日月曜日に2020年度9月例会「わくワークお仕事作文コ
ンクール一次選考会」を行いました。
一関の生産年齢人口の減少に歯止めをかけるため、子どもたちに地

元の企業を知ってもらい将来の選択肢を広げる事業として、市内の企
業20社にご協力いただきお仕事紹介動画を撮影しました。
動画の内容を見て自分の将来をテーマに書いた作文は、4.5.6年生合
わせて146通の作文が集まりました。
集まった作文を各学年上位6作品まで選考する中、小学生の将来に対
する思いや夢が詰まった作文は、読んでいるメンバーに地域の子ども
たちが自分の将来像について考えている事を学ばせていただく事が出
来ました。
今回の事業により、子どもたちに地元企業の仕事の楽しさや魅力を

知ってもらい地元に関心や愛着心を高めることが出来たと感じました。
地域の方達にも良い事業だねと沢山のお声掛けをいただき実りの多い
事業となりました。ご協力いただきました皆様、ご参加いただいた皆
様に心から御礼申し上げます。

story 9月例会わくワークお仕事作文コンクール表彰式までの軌跡:

令和2年10月18日日曜日に「わくワークお仕事作文コンクール表彰式」を行いました。
今回、作文の応募は一関市内の参加小学校から146作品も集まりました。
その中で各学年、優秀賞5名、最優秀賞1名をお招きして理事長より賞状の受け渡しをさせていただきました。
最初は、緊張気味の小学生のみなさんも賞状を受け取る時には緊張もほぐれ嬉しそうな顔を見せておりま

した。
当日、勝部市長にも表彰式に駆けつけていただき、市長直筆の「夢」の言葉入り色紙を子どもたちに配布

していただきました。
今回の事業を機会とし、一関でのお仕事をもっと知ってもらい地元での暮らし、将来地元に戻ってくると

いう選択肢を小学生の皆様に持っていただければと思います。
ご多用のところ表彰式にお集りいただいた勝部市長をはじめとするご来賓の皆様、会場まで一緒に来てい

ただいた保護者の皆様、そして今回の主役である小学生の皆様には心から御礼申し上げます。

子供たちに

地元企業を知ってもらい将来の

選択肢を広げてもらいたい。

わくワークお仕事作文コンクール 開催

TOBIRA
2020.10.18



10月例会

10月例会
『100％例会達成』

令和2年10月11日(日)に2020年度10月例会
一般社団法人一関青年会議所創立65周年記念事業
『子供達のためにいま私達ができること～売り渡される食の安全～』講演会を開催しました。
講演会では元農林水産大臣であり、遺伝子組み換え食品やTPPといった食の安全に対する活動を行っている山田

正彦先生にお越しいただき、ベリーノホテル一関及びインターネット（ZOOMウェビナー）で講演会を行っていた
だきました。
講演会の終了後は、メッセージボードに明日から食品購入の際に気を付けることをメンバーや従業員、家族とと
もに考え、ボードを作り上げました。
今回の事業により、少しでも食に関する関心が高まったのなら幸いです。
ご協力いただいた皆様、ご参加いただいた皆様に心より御礼申し上げます。

創立65周年記念事業

子供達のためにいま私達ができること
～売り渡される食の安全～

TOBIRA
2020.10.11

１０月例会セレモニーでは、ZOOMを活用して
メンバー全員参加（100％例会）でのセレモ
ニーを行うことができました。

一関青年会議所の創立から65年の歩みをメンバーである顧問阿部
徹君から説明していただき、改めて一関青年会議所の果たす役割を
メンバーで再確認することができました。

一般社団法人一関青年会議所65年の歴史を

振り返ろう



11月例会

11月13日に11月例会次年度アワー~イノベーション地域を牽引するリーダーになれ~と
題して、講師に一般社団法人久慈青年会議所顧問繁名隆君をお招きしSDGｓ、会員拡大、
組織改革について研修会を開催しました。３つのテーマはどれをとっても、青年会議所
活動、社業に通じる内容でメンバー一人ひとりの意識が変わり、行動する意欲が高まる
例会事業となりました。今回学んだことを知識から行動へ変革し、より良い組織へメン
バー一丸となって取り組んでいきます。講師をいただきました繁名隆君、アシスタント
の大沢絢一君、障子上理事長をはじめといたします久慈青年会議所メンバーの皆様あり
がとうございました。

次年度アワー
～イノベーション地域を牽引するリーダーになれ～

TOBIRA
2020.11.13



12月例会

令和2年12月6日(日)に一般社団法人一関青年会議所2020年度12月例会『卒業式 式典』を
ベリーノホテル一関にてコロナウイルス感染防止を徹底し、開催いたしました。
青年会議所は20歳から40歳までの団体であり、40歳を迎えた会員が毎年12月に卒業します。
今年は畠山武将くん、小山始彦くん、千葉洋平くん、村田宰くん、関東禎志くん、松本数馬
くん、平澤有士くんの7名がご卒業されました。
卒業式の醍醐味でもある送辞と答辞では、現役会員が卒業生へ今までの感謝の想いを伝え、
卒業生からは想いを託される場になりました。
現役会員や卒業生が語るエピソードは、JCでの関わりの濃密さを示すように、感動あり、
笑いありで、とても素敵な式典になりました。卒業生の皆様に喜んでいただけましたら幸い
です。
これからはその想いを託された私たち現役メンバーで【明るい豊かな社会】を目指し、邁
進してまいります。
ご協力いただきました皆様、ご参加いただいた皆様に心から感謝申し上げます。
卒業生の皆様、本当におめでとうございました。

TOBIRA
2020.12.6

一般社団法人一関青年会議所

２０２０年度 卒業式 式典 開催

≪卒業生紹介≫

左の写真の順番でご紹介いたします。

前列左側より

小山始彦君（2013年 入会）
畠山武将君（2012年 入会）
村田 宰君（2017年 入会）

後列左側より

関東禎志君（2018年 入会）
千葉洋平君（2017年 入会）
松本数馬君（2018年 入会）
平澤有士君（2019年 入会）



一関青年会議所は、地域社会の発展を真剣に考え、さまざま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、公務員に至るまで、さまざまな分野で働く若者に
よって構成されています。入会するに、所属する部署や企業の形態・規模は一切関係はあり
ません。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？一人でも多くの入会を切に願っています。

一緒に活動する

入会に関するお問い合わせは▶

一般社団法人 一関青年会議所事務局

〒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

一関青年会議所はSDGsの推進に取り組んでいます

一関青年会議所は今年で６５周年


