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●はじめに
緩やかながら上向きに

転じていると言われてい
る日本経済。我々の住む
「あきた」でこのことを実
感できる人がどれだけい
るのでしょうか。人間の
業というにはあまりにも
凄惨なニュースが報じら
れている毎日。これらの
現在の状況は決して自然

発生的に生まれてきたものではありません。我々人間が作
り出した現象であるならば、我々が立ち向かい跳ね返して
いくべきです。人間は夢を描くことで未来を創造してきま
した。いつの時代も人間の本質は変わりません。望むべき
人生や仕事の本質の探究を常に行っていくことこそが夢の
実現に向かっていくことであると私は考えます。青年会議
所の夢は「明るい心豊かな社会」の実現です。
社団法人秋田青年会議所は創立から５４年の月日を迎え
ようとしています。多くの先輩達が築き上げられた輝かし
い歴史に感謝し、今青年という一番輝ける時代を生きる
我々が、新たな歴史を築いていくときなのです。一人ひと
りの行動が、またその行動により集まった元気がこのまち
を動かすのです。

●魅力あるまちあきたの創造
あきたの魅力とは何でしょうか。本来それを一番実感でき
るのはその地域に住む人々でなくてはなりません。しかし
現状をみると若者の県外流出や少子高齢化など問題が取り
ざたされ、地域に住む人々がこのあきたの魅力を実感でき
ていないのではないでしょうか。このあきたを地域に住む
人々にとって誇りあるものにするためには、地域に住む
人々がそれぞれ当事者意識を持つことが必要です。そのた
めに本年度も継続して人間力開発の取り組みを行います。
既存の事業をさらに進化させることをはじめ、様々な側面
から人間力開発を意識した事業を展開します。そして人間
力溢れる人々が集うまち、すなわち「魅力あるまち」あき
たの創造に向けて活動をしてまいります。

●地域の共育力の強化
未来を担う子供たちのために我々は一体何をすべきなの
でしょうか。少年犯罪や学力の低下、そしてＮＥＥＴと呼
ばれる若者の増大は大都市だけのことではなく我々の身近
にも起こる時代になりました。偏った個人主義や行き過ぎ
た放任教育で子供たちの道徳心が著しく低下しているのが

現状ではないでしょうか。大人も子供も夢を持って生きて
います。どんな時代にも大人は夢を持ち、そしてその夢の
実現のため日々生きていることをしっかりと子供たちに伝
えていくことが必要です。夢と希望に溢れキラキラした目
を持つ子供たちを育てるため、我々大人が範を示すことが
必要なのです。身近に魅力的な大人たちがいれば子供たち
は将来に夢や希望を見出せるはずです。メンバー自身が夢
や希望を持つ大人として、その大切さを率先して子供たち
に伝え、まわりの大人たちに波及させることで地域共育の
輪を広げていく事が我々の役割なのです。本年度は夢に満
ち溢れた子供たちを支援するための青少年事業を展開して
まいります。

●組織の進化
現在、社団法人を含む公益法人制度の抜本的な改革が進
められています。その中で社団法人秋田青年会議所という
団体に「真の公益性」が問われていくこととなります。
様々な目的を持ち活動する団体と共存しながら存在意義を
確立していかなくてはなりません。もっと地域に住む人々
に理解され必要とされる団体であるために、我々メンバー
一人ひとりの人間力と、青年会議所が持つネットワークと
いう強力なパワーを最大限に生かしていかなくてはなりま
せん。組織があるから使命があるのではなく、使命がある
からそれを担う組織が創られるのです。またその使命が地
域に広く理解されているかということも大きなポイントで
あると考えます。時と共に変わっていくニーズに応えなが
ら、不変のテーマである「明るい心豊かな社会」の実現に
向かってムーブメントを創りだすということが社団法人秋
田青年会議所の存在意義であると考え、組織の更なる進化
に努めます。

●基本の再認識
我々は、「明るい心豊かな社会」の実現のために集う青
年です。そのために様々な事業を行なってきました。その
パワーの源は、入会時の緊張感や事業を達成したときの充
実感と感動、そして真剣に取り組んだ研修、本気で議論し
た委員会や理事会などであると私は思います。「やらされ
ている自分」がいたとき、それは基本を忘れているときで
す。「奉仕・修練・友情」の３信条を基本として、心と心
でつながった絆が青年会議所の最大の強みなのです。今一
度この基本に立ち返りながら、常に新鮮な気持ちで活力あ
る事業を展開していきましょう。

西暦2007年に社団法人秋田青年会議所は創立５５周年を
迎えます。50周年のときに掲げられた運動指針「Powerful
City Akita」Visionが現在進行形でありますが、55周年を
迎えるにあたり、本年度はこの運動指針に掲げられた目的
と根本を再認識し、今のあきたののニーズを見つめながら
活動を進めてまいります。今この地域が社団法人秋田青年
会議所に求めていることはこれまで以上に行動集団である
ことだと信じて共に突き進もうではありませんか。

2006年度理事長

渡部　羊三
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身を切るような寒さ
の１月１３日（金）、シ
ャインプラザ平安閣に
おいて、１月定時総会
が行われました。当日
はお足元の悪い中、早
い時間からの開催にも
係らず、多数の皆様に
ご参加戴き、無事に総
会を終えることができ
ました。小松貴委員長
以下、総務交流委員会

メンバー一同心より御礼申し上げます。
さて、今回の総会は、私にとって初めての総務交流

委員会であるのと同時に、半年前に入会した私にとっ
ては初めての１月総会でした。初体験で内容を良く理
解していなかったため、会場内を意味無く右往左往し、
大きな体で皆さんの目障りになったことと猛省してお
ります。

この委員会に配属され、いきなり総会が担当事業で
新年早々慌ただしく動くことになりましたが、新しい
メンバーで一緒に準備を進めることで新しい年度の始
まりを実感できました。また、総会で２００６年度ス
ローガン唱和を行った時に、初めてで新鮮だったのと
同時に、身の引き締まる思いがしました。「夢の実現へ
邁進　行動力こそJCらしさ」スローガンにあるように
行動力のあるJCマンを目指し、今年度が終わった時に
今年の総務交流委員会は良かったと言われるよう、微
力ながら小松委
員長を盛りたて
てがんばってい
きたいと思いま
すので、よろし
くお願い致しま
す。
総務交流委員会
加賀屋　久人

「あと４時だや。」「あと明日にしましょう。」「まで
っ、もう一回チェックだ」「あと5時半だや。」「あっ、
名札作成していない！」「えっ！？」
去る１月１３日（金）シャインプラザ平安閣におい
て、恒例の新年例会式典及び懇親会が盛大に開催され
ました。当日は、年始のお忙しい中また、寒風吹きす
さぶ中、たくさんのご来賓、OB会員の皆様方をお迎え
し、今年度の新体制をご紹介致しました。式典では渡
部羊三理事長の夢の実現へ向けての熱い挨拶から始ま
り、２００６年度の役員紹介、ご来賓を代表して秋田
県産業経済労働部佐藤文一部長、秋田商工会議所渡邉
靖彦会頭、（社）日本青年会議所東北地区協議会吉澤彰
浩会長と３名の方々より温かいお言葉を頂戴し、OB会
鎌田壽代表世話人からは、邁進するべき激励を頂戴し
ました。
引き続き行われた懇親会では、秋田商工会議所辻兵
吉名誉会頭のご挨拶、松田悦子秋田ブロック協議会会

長の華やかな乾杯でスタートしました。和やかな中に
も、終始会場内には、熱気に満ち溢れ、行動力ある現
役メンバーが、ご来賓・OB会員の皆様方と親しく交流
を深めさせて戴きました。「宴もたけなわですが…」の
アナウンスに、なごり惜しいと思いつつ「若い我ら」、
OB会田口昭一直前代表世話人の中締めで、無事滞りな
く、今年度の新年例会・懇親会も閉会となりました。
多数のご来賓、OB会員の皆様方をお迎えし、意義深い
行事がスムーズに運営できたのも、当日ご協力戴いた、
各委員会メンバーの皆様のお陰です。本当にありがと
うございました。
さて、冒頭の会話は、当会員拡大推進会議の４人が、

新年例会当日の早朝、事務局にて交わしていた会話で
ある。懇親会終了後の二次会では、S副議長とS運営幹
事は夢の中へ邁進し、行動力こそっ、のM議長は雪の
中、48時間耐久レースへ参戦していきました。皆さん
大変お疲れ様でした。 会員拡大推進会議　星　章夫
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１月19日（木）から１月22（日）の４日間。例年通
り京都会議が行われました。アテンド班は1月21日の12
時15分の関西空港行きにて秋田空港を出発。関西空港か
らは特急列車「はるか」にて京都駅に。実は私は京都初
上陸。初めての都入り。心躍らせて祇園の「まつ栄」さ
んと「多麻」さんにご挨拶。初めて生の京都弁にふれて、
古き日本の文化にどっぶりと漬かることができました。
ＬＯＭナイトの会場は「大岩」さんという串揚げ屋さん。
我々魅力あるあきた推進委員会アテンド班は花見小路か
ら徒歩で向かうことに。花見小路から「大岩」さんまで
は徒歩で30分くらいですが歩くだけでも京都の町は楽し
く、あっという間に到着しました。「大岩」さんでは
様々なＬＯＭの方がご挨拶に来て戴き、おみやげの日本
酒も抱えきれないほどに。
二次会の「多麻」さんは、まさしくThis is 京都。

初めて舞妓さん芸子さんと直にお話することが出来、普
通では絶対に出来ない経験をさせて戴きました。3次会
の「まつ栄」さんでは辻先輩の会頭当時の現天皇陛下と
一緒に写った写真が飾られており、秋田ＪＣと京都との
深いつながりを感じることができました。翌日は国際会
議場にて、会頭所信を聞き、アテンド班としての京都で

の日程を無事終えることができました。が、京都駅にて
秋田の天候が悪く、飛行機が引き返す可能性があるとの
情報。不安にかられながら関西空港へ。しかし、心配も
徒労に終わり、無事秋田に定時通り到着。秋田空港にて
解団式を行い、トラブルもなく京都会議を終えることが
できました。
京都の人々はとてもやさしく外部の人を受け入れてく
れます。道を聞いても、ものすごく親切に教えてくれる
し感じもいい。京都の人を好きになってしまいました。
そして京都も大好きになりました。魅力あるまちは魅力
ある人が多いまちかな・・・と。今年の我々の事業にち
ょっとしたヒントを与えてくれたような気がしました。
また、行きたいと思います。

魅力あるあきた推進委員会　田口正人

１月２８日（土）に有志で除雪のボランティア活動を行い
ました。事の始めは１６日に行った当委員会の二次会で話
をして急遽段取りをすることになりました。
そして１８日の三役会で承認を経て、メンバーには２０

日まで出欠の返信をもらい、１７，２３，２６日と秋田市
社会福祉協議会と打合せをし、２８日に実行という運びと
なりました。思い立って２週間弱、今回の事業で一番びっ
くりしているのが、秋田青年会議所のポテンシャルの高さ
でした。まさかこんなに短期間で５０人も集まり、予定し
ていた１月２８日に実行できたことです。自分の中ではJC
として動くのであれば、いろいろ段取りを踏むので２月下

旬の実施になる
のではと正直思
っていました。
三役の皆様あり
がとうございま
した。
さて、当日の

様子ですが午
前・午後・終日
参加できる人別

に１１班を編成し、
割り振りした各持ち
場へと向かいまし
た。屋根から落ちた
雪が窓にかかり壊れ
そうになっていた
り、玄関までの道がなかったりと、現場の雪の多さはもの
すごいものでした。中にはその雪の多さを見た瞬間愕然と
した人もいたようでした。しかし、JCマンパワーはやはり
すごかった。汗をぶん流し、血豆を作り、２日後に来るで
あろう筋肉痛をものともせず、秋田市社会福祉協議会の軽
トラックのミラーが割れたハプニングもありましたが与え
られた任務はすべて完了致しました。除雪をした家の人か
らの感謝、秋田市社会福祉協議会からの感謝、除雪を終え
たという達成感で参加したメンバーも慰労されたことと思
います。
最後になりますが、除雪ボランティアに参加して戴きあ

りがとうございました。当委員会のオープン委員会の時に
もこんなに人数集まるか不安ですが、今後ともよろしくお
願いします。

地域ネットワーク開発委員会　委員長　鈴木　充

来る２月１４日（火）１８：３０より、シャインプ
ラザ平安閣において「地域環境運動の新たなる展開を
目指して」をテーマに２月例会を開催致します。
２００４年（社）日本青年会議所第５３代会頭を務

められた米谷啓和先輩を講師としてお招きし、ＪＣで
培った経験や知識を踏まえて、築き上げた地域とのつ

ながりを生かした環境活動について講演して戴きます。
歴代会頭の講演を拝聴できる貴重な機会となります

ので、メンバーの皆様のご参加を心よりお待ちしてお
ります。

環境行動推進委員会　委員長　松本繁
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今年度、情報戦略推進委員会の委員長をさせて戴く事
になりました加藤誠です。
今までのＪＣニュースに負けないくらい頑張って取材
し発行していきたいと思います。メンバーの皆様には、

原稿依頼など多々お願いする機会が多いとは思います
がご協力の程宜しくお願いします。

情報戦略推進委員会　委員長　加藤誠

秋元　貴人
地域ネットワーク開発委員会
S45.12.1生れ　O型

日本ビューホテル（株）
秋田ビューホテル【ホテル業】

金山　智秋
青少年育成委員会
S48.7.7生れ　O型
三皇熊野神社【神職】

吉川　伸吾
青少年育成委員会会
S50.12.5生れ　O型
（株）花のヤマト【生花販売業】

古賀　美洋
組織進化推進委員会
S51.7.30生れ　A型
（株）高洋【医療器具販売業】

佐藤　健策
人間力大賞運営委員会
S51.3.10生れ　O型
フジヤ（有）【建設業】

進藤　純
魅力あるあきた推進委員会
S51.5.1生れ　O型
（有）かねじん工務店【建設業】

成　貴直
地域ネットワーク委員会
S43.2.29生れ　AB型
（株）木村スタンド【石油製品販売業】

玉野　博理
情報戦略推進委員会
S45.3.14生れ　B型
（有）ティーダブリューエス【建設業】

樽川　正志
環境行動推進委員会
S50.2.11生れ　O型
（株）小野時計店【小売業】

安田　和博
総務交流委員会
S46.10.28生れ　B型
（株）やすだ【製造業】

四津谷　優伸
組織進化推進委員会
S44.2.28生れ　A型
（株）よつやドライクリーニング商会

【クリーニング業】

去る１月３日（火）太平山三吉神社において、渡部
理事長をはじめとする秋田青年会議所メンバーによる
新年祈願が行われました。
年末の大雪もひと段落し、秋田の正月としては非常

に穏やかなまさに参拝日和に恵まれ、心なしか参加さ
れたメンバーの顔も晴れやかに感じられる新年祈願と
なりました。（この翌日夜から降り出した雪がその後記
録的な大雪になるとは、この時誰一人思ってもいなか
ったことでしょう・・）２００６年度のＬＯＭスロー
ガンは「夢の実現へ邁進　行動力こそＪＣらしさ」で
す。参加者は、夢の実現に向けどのようなお願いをし、
また決意を神前で誓ったのでしょうか？この日から名

実ともに新年度
がスタートしま
した。スローガ
ンにもあります
が、あとは昨年
来描き続けた夢
の実現にむけ行動するのみです。そしてその原動力で
ある「行動力」こそＪＣらしさなのだろうと改めて感
じております。メンバーの皆さん、今年も一年間頑張
っていきましょう！　　　　　

副理事長　長谷川　尚造
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