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2 月例会のお知らせ

出生率低下や若者の県外流出
により、近い将来、我々の郷土
秋田は世界でもトップレベルの
少子・高齢化都市となる事が予
測されています。
そこで、我々地域に住む青年

がこの問題に関心を持ち、何がで
きるのかを考え実践していくこ
とが、活力ある少子・高齢化社
会実現へ向けた第一歩に繋がっ
ていくと考えます。皆さん、秋
田の未来について考えてみませ
んか？

2008 年 2月 14 日（木）
18：30 より
秋田キャッスルホテルにて

講演：秋田県の少子高齢化の
現状と今後の推移、経済社会へ
の影響について

講師：秋田大学教育文化学部
　　　　准教授　島澤　諭　様
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2 0 0 8 年 度 ス ロ ー ガ ン 　『 今、気概を持って　進め、誇り溢れるまちあきた創造のために 』　

２００８年度スローガン

 今、気概を持って　
 進め、誇り溢れるまち あきた創造のために
２００８年度基本方針
１．誇り溢れるまちあきた創造のため   勇気と気概を持って行動しよう
２．市民や行政と連携し   地域愛を育む運動を展開しよう
３．新公益法人制度に対応しつつ    生き生きとした組織づくりを実践しよう
　

　定時総会の出席の皆様、 当日は天候も悪く年始のお忙しい中、 早い時間からが開催されたにもかかわら

ず出席していただき誠にありがとうございました。 髙橋委員長以下、 総務委員会メンバー一同心より御礼申

し上げます。

　さて私にとって今回の定時総会の運営は初めてででありました。 昨年の１２月より委員会メンバーと細かく

打ち合わせをしているのにもかかわらず不安、 プレッシャーがありました。 しかし委員会メンバーと早い段階

で打合せをしていくうちにメンバー全体が一丸となり新年への希望とやる気が生まれ、 そのおかげで１月定

時総会も無事に終える事が出来たと思います。 　

1 月定時総会を終えて

詳しくは WEB で！
詳しい情報や写真などはホームページに掲載
しております。
当青年会議所ホームページをご覧下さい。

http://www.akitajc.jp/
なおホームページを確認できる環境にない方に       

は内容を印刷し FAX にてお送りいたしますので事
務局までお気軽にお問い合わせ下さい。

2008 年度 ( 社 ) 秋田青年会議所長谷川尚造理事長

Vol.1

総会は始まってからはよかったのですがシ

ュミレーションをする時間が短く、 配置レイ

アウト急遽変更！などドキドキしながら本番

に入りました。 いくら打合せをしてもシュミ

レーションしないと見えないものがいっぱい

ありました。

　今回の経験した事をもう一度振り返り、 ９

月総会ではより良い総会にしたいと考えて

おります。

　　　　　総務委員会　副委員長 ： 吉川伸吾



新年例会を終えて

挨拶する長谷川理事長

2008 年度  理事構成メンバーの顔ぶれ

祝辞を述べる渡邉商工会議所  会頭
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　去る１月１１日、 シャインプラザ平安閣にて

「2008 年度 ( 社 ) 秋田青年会議所新年例会 ・

懇親会」 が開催されました。 ご臨席いただきま

した多くのご来賓の方々、 また OB 会員の皆様

に厚く御礼申し上げます。  今後とも、 当青年会

議所への変わらぬご愛顧、 ご指導ご鞭撻の程

よろしくお願いいたします。  

　入会二年目で、 昨年も新年例会担当委員だっ

た私は、 ずっと会場の外での仕事をしておりま

して実は新年例会 ・ 懇親会を実際に見た事が

ありません。 そのような私が運営幹事という役

割をいただき、 加賀屋委員長、　嶋田副委員長

のもとつつがなく新年例会を終えられました事

は、 昨年より準備しました委員会メンバー、 そ

して当日ご協力下さった皆さんのお陰です。 本

当にありがとうございました。

世代間協働推進委員会　運営幹事 ： 児玉大祐



京都会議を終えて
　本年も 1 年のスタートとして、 気概をもって ( 社 ) 日本青年会議

所　小田與之彦会頭の基本方針を聞くべく、 京都会議へ行ってま

いりました。

　私に関して言えば、 3 年連続で行かせていただいており、 今年も

天気が良く、晴れ晴れとした気持ちの中で、長谷川理事長をはじめ、

多くのメンバーと共に、 各種セミナーを受けるなど、 国際会議場に

て充実した時間を過ごすことが出来ました。

　本年度は当ＬＯＭより阿部大助監事が 「日本のアイデンティティ

ー」 確立会議議長として出向している事もあり、 京都会議に出向く

意味合いもひとしおでした。

　阿部議長が京都会議にて担当いたしました協働運動 ・ 連携推進

運動のセミナーは、 したたかで、 強く、 誠実な 「気高き日本」 の

創造に向けて、 各ＬＯＭが取り組んできた運動の事例紹介など、

個人的に 2008 年度人間力開発委員長としてＬＯＭでの事業を邁

進する上で大変勉強になりました。

　もちろん、 空いた時間を使い京都の街並みを散策するなどして、 京都会議を

満喫するのもまた、 楽しみ方の一つだと思います。 今回松澤事務局員も同行し、

お寺巡りや、 2008 年度会頭の所信 ・ 基本方針を聞くなど、 初めての京都会議を

満喫していたようです。

　私、 個人の反省といたしましては、 渉外担当として、 宿泊先やＬＯＭナイトの会

場の大きさなど予約場所に関する情報確認において、 つめの甘さがありました。

今後は様々な事業に対し今回の反省を活かしてまいりたいと思います。

　最後に、 近年京都会議の参加者が少なくなってきている中、 今回参加できな

かった各メンバーにおきましては、 ＬＯＭ内での活動に活かしていくためにも、 会

頭の言葉を聞き、 積極的にセミナーを受けに行くなど日本青年会議所を感じても

らい、 次年度こそ京都会議に参加していただき、 有意義なものにしていただけれ

ばと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人間力開発委員会　委員長 ： 武石　純

初詣に行ってまいりました
恒例となりました初詣、 ２００８年１月３日秋田市の彌高神社にて行い、 長谷川理

事長以下、 理事メンバー一同が参加しました。

彌高神社は企業力育成委員会の運営幹事、 北嶋大輔君のご生家である神社です。

普段はおとなし目に見える彼ですが、 風格を感じさせる雰囲気と 「凛」 とした表情で

我々一同を迎え、 今年一年の無事と成功祈願してくれました。 私は始めての 「初詣」

の参加でしたが、 「本一年が始まるのだな～」 と身が引き締まる思いをしました。

「新たな気持ちでこの１年頑張りたい」、 と感じた次第です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財政局　局長 ： 木村　昭彦
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1.　石井　広樹 （いしいこうき）

2.　コミュニティー再生委員会

3.　S.43.　2.　26 生まれ

4.　石井商事㈱

1. 今野　尚之 （いまのなおゆき）

2. 地域環境委員会

3.　S.50.　9.　28 生まれ

4. ㈲佐藤自動車整備工場

1. 吉川　脩 （きっかわおさむ）

2. 地域環境委員会

3.　S.56.　9.　21 生まれ

4. ㈱モード馬里奈

1. 根田　絵美子 （こんだえみこ）

2. 少子 ・ 高齢化社会検討委員会

3.　S.56.　3.　31 生まれ

4. ㈲根田サイン

1. 大沼　一弘（おおぬまかずひろ）

2. 世代間協働推進委員会

3.　S.51.　5.　29 生まれ

4. ㈱きぼう建設

1. 小山内　直規 （おさないなおき）

2. 人間力開発委員会

3.　S.58.　2.　21 生まれ

4. ㈱弘前エネルギー

1. 菅原　幸 （すがわらこう）

2. 人間力開発委員会

3.　S.51.　5.　24 生まれ

4. ㈱オールホンダ

1. 菅原　陽 （すがわらよう）

2. 世代間協働推進委員会

3.　S.45.　12.　13 生まれ

4. ㈱ JTB 東北秋田支店

1. 大工原　潤 （だいくはらじゅん）

2. 情報コミュニティー委員会

3.　S.52.　9.　15 生まれ

4. ㈲ AM 総合保険

1. 秦　裕勝 （はたまさかつ）

2. 情報コミュニケーション委員会

3.　S.45.　9.　5 生まれ

4.OFFICE JIN

1. 藤島　健 （ふじしまたけし）

2. 地域環境委員会

3.　S.46.　2.　19 生まれ

4. 秋田リコー㈱秋田支店

1. 藤原　宏之 （ふじわらひろゆき）

2. 監事

3.　S.43.　7.　31 生まれ

4. ㈱大潟村同友会

新入会員紹介

1. 氏名　　2. 所属委員会　　3. 生年月日　　4. 職業 / 勤務先

本年度より新しい仲間が増えました。 　どうぞ宜しくお願いします！
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