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本年度も秋田市のご協力のもとサケの稚魚７万尾を
放流する事になりました。子供達の夢をのせ、４年後

に稚魚が成魚とな
って戻ってくる事
を願いつつ、下記
要項にて実施致し
ます。
当日は花言葉で

｢思いやり｣の意味
を持つチューリッ

プを植えます。思いやりをもって植えた花を咲かせる
ことで、自然環境や物を大切にする心を、参加した子
供たちに持っていただく機会にしたいと思っておりま
す。ご多忙中とは存じますが、何卒皆様のご参加をお
願い申し上げます。
日　時／２００７年４月７日（土）（予定）

１０：００～　＊小雨決行
場　所／秋田市添川字飛鳥田の河川敷公園
＊放流に参加される方はバケツ・長靴をご用意下さい。

＊今年は、チューリップの移植を行います。参加希望の方はシャベ

ルを持参して下さい。

＊小学生以下の方は保護者同伴でご参加下さい。

地域環境委員会　委員長　小松　貴

■開催趣旨
サンフランシスコ講和条約が発効され、経済の自主

性を回復し、日本が独立国家として再び歩み始めた１
９５２年、我々が住むこの秋田でもみなぎる勇気を持
った６１名の創始者達の熱い情熱により、（社）秋田青
年会議所は全国で３２番目の青年会議所としてその輝
かしい歴史の一歩を踏み出しました。
世界平和と経済発展、そして活力ある

地域の創造を目指した先人達の精神は、
誰もが自らのことで精一杯であった時代
に芽吹き、そして今日まで脈々と受け継
がれてきました。
しかし、現在の我々を取り巻く社会環

境は、少子高齢化や若者の県外流出とい
った地域活力の根幹を揺さぶる大きな課
題を抱え、しかもここ秋田で最も顕著化
している課題となってきております。
愛して止まない郷土秋田が抱えるこの

大きな課題に対し、我々は創始の精神を
繋いできた先人達の英知に学び、逃げる
ことなく、情熱を持って真正面から立ち
向わなければなりません。
これらの考えに基づき、我々は「幅広い世代の人々

が集い、生きがいや郷土愛を育む事業」即ち、「ふれ愛」
「認め愛」「助け愛」の「三愛精神」を育む事業を通じ
て、独自の文化、そして歴史や伝統を後世に伝えるこ
とで、「あきたRASIKU」生きがいのある心豊かな社会
の実現を目指します。

創立５５周年という節目の年にあたり、これまで（社）
秋田青年会議所の５５年の歴史を刻んでいただいた先
人達や、支え育んでいただいた多くの方々に敬意と感
謝を表すと共に、これまでの歴史や様々な運動を通じ
て培われた絆を再認識し、我々が新たな歴史を刻むこ
とを決意する「温故創出」の機会といたします。

＜ロゴマークについて＞
ロゴマークの中心にある人物を表し

たデザインは、これまで秋田JCを支え
ていただいた多くの市民の皆様、そし
て55年の歴史を築いて頂いた全てのOB
の方々をイメージすると共に、秋田Ｊ
Ｃの歩みそのものも表現しています。
そして55周年記念事業である、「世代

間協働事業」も合わせてイメージして
います。
「ＲＡ・ＳＩ・ＫＵ」は本年度基本

理念・スローガンにある「青年ＲＡＳ
ＩＫＵ」より抜粋し、その下の英文
「誠実さ、優しさと理解を伴った本当の
行動」（日本語訳）はＲＡＳＩＫＵを実

践するための規範を示しています。
また、花言葉が「思いやり」であるチューリップを

添えることで、全ての人々を思いやる心を大切にして、
今後も積極果敢に社会変革運動を展開することを誓っ
ています。

＊本年は、一般参加者を多く見込んでおります。メンバーの参加者
は、メンバー用駐車場より徒歩で会場までおこし下さい。

記念式典「2007.5.12（土）秋田市文化会館」に開催決定！
社団法人秋田青年会議所　2007年度創立55周年スローガン

「55年の絆「あきたRASIKU」を再発見」～ Real Action with SIncerity, Kindness and Understanding ～
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時代と共に変化してきたライフスタイルは、形だけでは
なく、人の心をも変化させてきたと思われます。人と人、
特に世代間のコミュニケーションは不足しがちで、受け継
がれてきた「あきた」らしい慣習が継承されにくい環境に
あると思われます。
「あきた」らしい慣習の継承は、世代を繋ぐ証の一つで

あり、地域一人一人の使命であると考えます。
そこで、少子高齢化社会に対応した世代間協働事業を通

じて、心豊かな社会の実現を目指した事業を実施し、社会
意識変革運動へと展開したいと考えております。

3月13日、秋田キャッスル
ホテルにて経営力向上を目
的に3月例会を開催いたしま
した。
『“社員のヤル気”を引き

出すこともリーダーの役割』
との考えから「身につけよ
う、リーダーの資質」とい
うテーマのもと、「上司にな
ったら覚える魔法の言葉」
の著者、秋田稲美（あきた
いねみ）先生を講師にお招

きし、コーチングテクニックやコミュニケーションスキル
について、実践を交えお話いただきました。限られた時間
にも関わらず、納得できる事例と会場全体を巻き込んだワ
ーク、また、先生の分かりやすい話し方から「伝えること
の大切さ」も学ぶことができました。
本例会では、実際に使える、役立つ内容をお届けするこ

とを目的に委員会メンバーで打合せを重ねました。その委
員会メンバーからは、このような感想が出ていました。

『管理職3名との昼食時、「オープンクエスチョン」を実践
してもらうよう説明しお願いしたところ、「それはいい！
是非、やってみましょう」となりました。ちょっと優越感
で気持ちよかったです（佐賀）』
『居眠りしている人も見ませんでしたし、誰もがすぐに実
践できることを教えていただけた事が本当によかったで
す。出席したメンバー全ての好印象を得ることが出来たの
ではないでしょうか。（熊澤）』

『相手のタイプによってほめ方を変える！「ハッ」としま
した。コツコツ型、工夫型の社員・職人が我社には多かっ
たと気づきました。息子に「自分を信じる力」を身につけ
てほしいので、存在を認めるメッセージを心がけたいと思
います。（佐々木）』
『子供に「いてくれてありがとう」って言いました。テレ
ながら「うん」っていってくれました。（相場）』
『「答えを持って質問してはいけない。」とても痛かったで
す。そこから変えてみようと思いました。（加藤）』
『皆さんが最後まで集中して受講している姿が忘れられま
せん。例会で得た言葉の使い方、皆様方の会社でも活用し
経営力向上に役立てていただければ幸いです。（桜庭）』

また本例会は、経営層のメンバーだけではなく、企業の
経営力に役立てたいとの考えから、メンバー企業にオブザ
ーバー参加を呼びかけたところ、JCに興味を持ってくれて
いる方を含め、24名ものオブザーバーに出席いただきまし
た。
最後に、委員会のや

りたいことにご理解い
ただき、ご協力くださ
った皆さん、社員のオ
ブザーバー参加を快く
承認いただいたメンバ
ーの皆さん、本当にあ
りがとうございまし
た。

経営力向上委員会　
副委員長　加藤恒

1月29日に開催致しました意見交換会でいただいた意見
をまとめた内容について、今回は更なる絞込みをするべく
意見交換致します。

日時／4月9日（月）19:00～　　
会場／秋田キャッスルホテル
※参加者募集中ですので、興味のある方はご一報下さい。

世代間協働推進委員会　委員長　進藤　史明

4月6日18時半より秋田キャッスルホテルにてJCスクール第1校時を行います。メンバーの方はぜひご
参加くださいますようお願いいたします。

●ホームページを見られない方へ
→ホームページをご覧いただくことが出来ない方はFAXにてお送りいたしますので、事務局へお問合せください。
●大好評！秋田JC便り毎週更新中！
→秋田JCの今がわかる旬のブログ。今週も更新中です！是非ご覧ください。
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国安：どうぞ宜しくお願
いいたします。早速です
が、JCという組織はご存
知でしたか？
支局長：そうですね。駆け
出しの頃群馬にいたんで
すけど、そのときに記者
クラブへニュースリリー
スとか持ってきてくださ
ったりして。ああ、商工
会議所のほかに青年会議
所もあるんだ、といった
くらいの印象ですね。
国安：そうですか。実際
交流はあったんですか？
支局長：いえ、あまりない

ですね。リリースを持ってきていただいたときの名
刺交換くらいですね。自営業の息子さんたちが多い
んだなあ、っていう認識で・・・。

国安：あまりいいイメージがなかったんでしょうかね（笑）。
支局長： いやあ。新聞記者ってどこへ行っても警察や行政と

の関わりが大きいじゃないですか。経済紙の記者な
ら交流もあるかもしれませんが、一般紙の記者だと
関係は薄いかもしれませんね。

国安：そうですか。秋田JCとは今年の新年例会が最初の交
流なんですね。

支局長： ええそうなんです。でもあんな大規模なパーティだ
と思わなくてびっくりしました。私はてっきり30～
40人くらいの人が車座になってワイワイやる懇談会
と思って。誰と話していいかもわからないし、名刺
交換もなんだかこそばゆくて違和感がありました
ね。議員さんなんかは顔を売る機会だし、青年会議
所としても新理事長のお披露目だから必要なのかも
しれませんが・・・。

国安：なるほど。お互いの思惑が違っていたんですね。懇
談会だったら、どういう話がしたかったですか？

支局長： 例えば「JCってまちづくりとか言ってるけど何やっ
てるの」とか、「秋田の活性化についてどう考えて
るの」とか、酒を酌み交わしながら語り合いたいで
すね。

国安：それは秋田JCが今何をやってるか見えてない、って
ことですか？

支局長： そうですね。正直言ってわかりません。見えてきた
ら関わりたいと思うかもしれません。私たちはよそ
者ですから、赴任してまず最初にやることはネット
ワークの構築なんですよ。様々な方と接触して知り
合いを増やしたいんです。あんな豪華なパーティに

招待されても「遠い存在」に感じます。
国安：それは残念です。要検討ですね。リリースの投げ込

みについてはどう思われますか？
支局長： そうですね、リリースってあちこちからたくさんく

るんですよ。そうするとよほど奇抜なリリースでな
ければ埋もれてしまうんですよ。手間暇かかります
けど、直接持ってきていただければ記憶に残ります
ね。たとえ10分でもお話できれば、その方に対して
興味が沸くじゃないですか。我々の取材も「人あり
き」ですからね。

国安：その通りですね。先月うかがった時事通信秋田支局
の森支局長が「JCと県の記者クラブの世代があわな
いから交わりにくいかも」とおっしゃってましたが、
木村支局長はどうお考えですか？

支局長： 私は年齢は関係ないと思いますよ。警察や県政の取
材相手は基本的に年上が多いじゃないですか。意識
の違いですよ。「何をどうしたい」とか、熱いエネ
ルギーを感じることができれば我々も受け止めるこ
とができるはずです。訴え方が見えなければ興味も
引かないし輝きも感じない。

国安：見えないですか。結構いろいろ宣伝してるつもりだ
ったんですが、「つもり」で自己満足していたんで
しょうか。

支局長： う～ん。人と人との関わり（興味）が第一歩じゃな
いでしょうか。親近感がわけば電話ひとつで時間も
割けるんです。私たちだっていきなり取材させても
らえるわけじゃないんです。やっぱり最初は個人同
士のおつきあいから始まるんです。そうでないと本
音は聴けないですよ。

国安：全くそのとおりですね。反省します。ところで、秋
田にいらして半年経ちますが、秋田のまちはいかが
ですか？

支局長： ああ・・・残念ながら駅前は元気がないと思います
ね。活気がないし回遊性がない。休みの日は私は御
所野へ行ってよく映画を見ます。立地条件がいいと
はいわないけど、映画を見て食事して買い物して、
と考えるとどうしても郊外になってしまいますね。
私が赴任して真っ先に調べるのは映画館・図書館・
博物館・美術館なんです。ここに行くとその土地の
文化がわかりますから。そういう意味でいうと秋田
は決して悪くないですよ。

国安： なにがいけないと思われますか。
支局長： 設備も企業も活かし方がまずいんでしょうね。それ

じゃいつまでたっても変わらない。角館なんかは統
一したまちづくりが出来ているから、少々中に入っ
て失敗したな、と思っても見栄えがいいから行っち
ゃうんですよね。決してお金かけなくてもできるは
ずなんです。秋田は一つ一つがバラバラに建ってい
てまちづくりになっていないような気がします。

国安：正論ばかりで、うかがっているのが辛くなってきま
した（笑）今日はありがとうございました。

（聞き手）総務広報委員会　委員長　国安　忍

秋田駅前



去る3月9日（金）19時より、秋田県青少年交流セン
ター（ユースパル）において、「人間力開発プログラ
ム作成に関する意見交換会」を開催致しました。
教育関係者からは秋田市立旭北小学校の三浦律子先

生・由利本荘市教育委員会の本間光幸先生・秋田大学
教育文化学部附属小学校の飯野真紀先生を、育児支援
関係者からは陽だまりサロンオーナーの若松亜紀さ
ん・親業訓練インストラクターの鈴木聡子さんの計5
名をお招きし、秋田青年会議所メンバー29名と活発な
意見を交わしました。
まず、小学校の先生方よりご協力いただいた事前ア

ンケート結果から、今の子供たちの周囲の物や人に対

55周年のロゴマークをご覧になって、皆さんはどう
思われましたか？私は、チューリップがすごい印象に
残りました。花言葉が『思いやり』の通り、あったか

する思いやりや感謝の心を把握し、その後、プログラ
ムの素案について、皆さんからご意見を頂戴しました。
参加していただいた5名の協力者はもちろん、JCメン
バーからも多くの貴重なご意見をいただき、本当にあ
りがとうございました。いただいたご意見は今後完成
させる人間力開発プログラムに反映させていただきま
す。
今回年度末のお忙しい中参加をしていただきました

皆様には心より感謝申し上げます。ありがとうござい
ました。

人間力推進委員会　運営幹事　吉川伸吾
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◆野球同好会の総会開催
秋田ＪＣ野球同好会の総会を開催し、下記について

決定いたしました。本年度も一致団結し、全国大会を
目指して頑張ります。
平成19年3月2日(木)19：30～ユーランドホテル八橋

にて（12名参加）
●今後の活動内容
４月／練習＠向浜４面球場
５月／（２回）練習・練習試合＠向浜４面球場
６月／練習・練習試合＠向浜４面球場
７月／ブロック大会　８・９月／東北大会
９月／全国大会帯広　１１月／玉収め

◆じゃがいもクラブの総会開催
秋田JCじゃがいもクラブ（ゴルフ同好会）の総会を

開催し、下記について決定致しました。
平成19年3月5日18:30～川反津ねやにて（22名参加）
内容
・年間4回の懇親競技会の開催（土曜日、日曜日開催を含む）
・東日本地区大会への参加
・会員の増強（特に現役メンバー）
・参加率の向上
新規会員大募集中！
詳細は会員拡大会議の米澤までご連絡下さい

い感じがするロゴマークだと思います。5.12 ワクワ
クしますねo(^-^)o♪♪

◆ノーサイドクラブの総会開催
秋田JCノーサイドクラブ（ラグビー同好会）の総会

を開催し、下記について決定いたしました。
平成19年2月22日(木)19：00～ユーランドホテル八橋に
て（12名参加）
今後の活動内容
・サッカー同好会と合同練習・夏合宿・練習試合
・定期集会・全国大会は5/12（55周年記念式典予定日）
なので今年は不参加
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