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21世紀が始まり、はや5年。我々が夢と希望を持ち、そ
して期待をしていた未来とは違い、現在の日本は、バブル
の崩壊と共に景気は後退し低迷を続ける経済情勢、犯罪の
低年齢化と凶悪化、戦争やテロ、政治に対する不信感など
社会に不安を感じる状況は閉塞感でいっぱいです。このよ
うな状況の中で、次世代を担う子供達に夢ある未来を継承
することが出来るのでしょうか。
今、我々が直面している課題に青年として成すべきこと
は、若い英知と勇気と情熱を持って、時代の先駆者として
高い志と夢を抱いて真っ向から立ち向かって行くことでは
ないでしょうか。
過去の延長上に現在があり、現在の延長上に未来があり
ます。当然の事ながら過去を変えることは出来ません。し
かし、未来を変える事、言い換えれば私達の手で創り上げ
る事はできます。明るい豊かな社会の実現という青年会議
所運動の崇高なる理念はまさにこの未来への行動であり、
そうした意味で青年会議所の「まちづくり」は「未来づく
り」にほかならないのだと考えます。私たち自身のために
も、そして次世代のためにも明るい未来を創造するための
行動をしていくことが私たち青年に与えられた使命である
と考えます。
今この時から、一人ひとりが行動を起こし、その結集し
た力がＪＣとして動く時、一つの未来づくり運動が始まる
と信じます。
物質的な豊かさを追い求め実現する一方で、我々は、人
としての本質や心の豊かさを失いつつあるように思いま
す。こんな混沌としている今の日本は、「物質的時代」か
ら「心の時代」へと抜け出す大きな変革期を迎えるべきで
す。「One for all. All for one.」一人はみんなのため
に、みんなは一人のためにという言葉がありますが、お互
いが相手のために何ができるのか、個の利益を追求する以
前に自分から何を与えることが出来るのかを考える必要が
あります。人と人の「心」のつながりの大切さを再認識し、
心豊かな魅力あるまちあきたの創造を目指した活力ある事
業を展開していかなければならないのだと思います。

昨今、各種団体等、様々な目的や価値観を持った団体や
個人が共存し、ＪＣしかなかった時代から、ＪＣもある時
代へと変化してきました。その役割に応じて共に考え行動
するコラボレーションの時代を迎えています。ＪＣがあき
たの中で運動していくためには価値観を確立しＪＣの存在
を地域住民にもっと知って戴くことが必要です。価値観を
確立するためには、メンバー一人ひとりが人間の内面的な
育みを通じて自己の成長を行い、自分自身だけの成長に留
めることなく、その気づきや学びを地域の人に伝え、志を
高く持った人を育てることのできる団体になることです。
これこそが明るい豊かな社会を創るためにも必要と考え、
実践いたします。
子供達による信じられない出来事が次々と起こっていま
す。彼らの心に何が起こったのでしょうか。教育基本法の
見直しや情報化社会により、子供達を取り巻く環境は変化
をし、競い合いから生まれる強い心を失い、また伝統や文
化を大切にするという心の豊かさを失ってきているように
思います。
そこで、様々な実体験を踏まえた人々との関わり合いの
中から、子供達の心の成長を支援し、正しい情報の使い道
を示すことが出来れば、未来を担う子供達の夢や可能性を
育むことが出来ると思います。
メンバーのほとんどは、自らの企業から何らかの支援を
戴きながらＪＣ活動をしております。ところが、昨今の経
済状況の中、企業自体が活力を失い、ＪＣにおいてもその
活動に影響があるように思われます。例え経済状況が悪く
ても、仕方が無いなどと言って諦めずに絶えず経営を良く
していく努力をしなければなりません。我々青年はもっと
企業経営や自分自身の資質向上のための勉強をすべきでは
ないでしょうか。このことに重点を置き研修する機会を積
極的に提供します。
本年、社団法人秋田青年会議所は、創立５３年目を迎え
ます。この半世紀にわたり、まちづくりの先駆者として実
践してこられた先輩諸兄に感謝いたします。明るい豊かな
社会を実現して行くためには課題が山積みですが、創始の
精神を見つめ直し、高い志を持ち、気概をもって行動する
事が我々に課せられた使命だと思っております。
同じ志を持った仲間と共に夢を語り合い、心豊かな魅力あ
るまちあきたを創造してまいります。

2005年度理事長

谷口 満州美
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まず始めに、当日の悪天
候で足元が悪く、また年始
の忙しい時期の早い時間帯
から総会が開催されたのに
もかかわらず、１月定時総
会へ皆様にご出席戴き誠に
ありがとうございました。
また頼りない新任理事を

先頭に総務交流委員会とし
て初めて運営する総会で、

かなり不安やプレッシャーがありましたが、皆様の温
かい協力があったお陰で、委員会メンバーが一丸とな
って運営する事ができ、無事に１月定時総会を終える
事ができました。
私は、昨年も総務交流委員会に配属されていた事も

あり、総会の準備作業や総会の流れなどは大体把握し
ておりましたが、いざ自分が委員長として委員会をま
とめ引っ張っていく立場になってみると、昨年と殆ど
変わりない流れで総会を組み立てていくのにもかかわ
らず『本当にこれでいいのだろうか？』などと、かな
り不安がありました。しかし、長谷川副理事長、小南
常任をはじめとする理事メンバーの皆様より、ご指導
ご鞭撻を戴き、総会を組み立てていくに伴い徐々に不
安などは消え去ってゆきました。

しかしそれとは逆に総会が近づくにつれて、どんど
ん自分の中で大きくなっていく不安が１つありまし
た・・・
その不安とは『司会』という役目で、以前から人前

で話すのが大の苦手の私にとって、総会を運営してい
く上で最大の難問でした。以前、青井監事から『俺は、
司会をする時は何回も声を出して練習するぞ！』って
教えを思い出し、不安を取り除こうと声を出して何回
も練習をしました。練習の成果もあり、今迄は処刑台
に見えていた司会者席にすんなり立つ事ができ、一気
に不安も解れて気持ちが楽になりました。
下手な司会で行われた総会も無事終わる事が出来ま

した。運営上多々ミスがありましたが今回経験した事
を再度委員会内で話し合い９月の定時総会はより良い
総会にしたいと思っております。
最後に、今思うと

殆ど議長が総会を進
行していて、私は全
然マイクに向かって
話ししていなかった
と思うのは私だけで
しょうか？

総務交流委員会　
委員長　加藤誠

去る１月１３日（木）シャインプラザ平安閣におい
て、毎年恒例の新年例会式典及び懇親会が開催されま
した。年始のお忙しい中にもかかわらずたくさんのご
来賓をお迎えし、ＯＢ会員の皆様にもご参加頂いて盛
大に行われました。
２００５年度新体制の幕開けとなる式典では、谷口

理事長の熱い想いが込められた冒頭の挨拶にて始まり、
２００５年度役員紹介・そして寺田典城秋田県知事、
秋田商工会議所渡邉靖彦会頭、（社）日本青年会議所東
北地区協議会弓田修司会長をはじめ、ご来賓の方々よ
り温かい期待のお言葉を頂戴致しました。その後、Ｏ
Ｂ会田口昭一代表世話人より激励のお言葉を戴いて、
厳粛にそして盛大に無事式典の幕を閉じました。引き
続き行われました懇親会では、秋田商工会議所辻兵吉
名誉会頭のご挨拶を皮切りに、秋田ブロック協議会福
田幸一会長の乾杯、寺田学衆議院議員の挨拶など、終
始和やかなムードで進行しました。そして、恒例の

「若い我等」で輪を作り、最後に桑原稔直前代表世話人
の中締めのご発声で無事閉会となり、秋田ＪＣ２００
５年度のスタートを切りました。
今回の新年例会及び懇親会は、昨年７月に入会した

私としては初の担当例会という事もあり、事前準備や
当日の段取りなど様々な面で勉強する事が出来ました。
まだ始まったばかりのＪＣライフですが、まずは２０
０５年度秋田ＪＣスローガン「継なごう　心の絆　続
けよう　夢あるあきたのまちづくり」をしっかり理解
し、気持ちも新たに納得のいく形でＪＣ活動に取り組
んでいきたいと考えております。
最後に委員会メンバー、当日お手伝い戴いた沢山の

皆様の多大なるご協力により、当日大きなハプニング
も無くスムーズに運営・進行する事が出来ましたこと
この場をお借りいたしまして感謝申し上げます。本当
に有難うございました。

青少年育成委員会　委員　　岡部　徹
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2005年1月21日から3日間の日程で恒例の京都会議が開
催されました。
私は入会6年目での初参加、そして天候も悪く初日、2
日目ともに飛行機が遅れる中での出発という事で多少不
安を抱えながら京都へ向かいました。私は2班5名と共に
2日目に秋田を出発、京都へ到着しました。10年ぶりの
京都。前日現地の地図等の資料を集め、不安を払拭する
べく予備知識は詰めたものの、田舎者の私は人の多さに
圧倒され、予定通りの道を探すことすらままならず、途
中であきらめ流れに身を任せようと。趣味の一つである
“美女鑑賞”に気を取られているうちに目的地への道が
怪しくなってきました。徒歩5分のところ20分近くかか
りプチ迷子はようやくホテルへたどり着き、見慣れたメ
ンバーと合流し、落ち着きを取り戻していざ“ロムナイ
ト”へ。
初参加の私はこれが普通だと思いましたが、何回か参
加されているレギュラーの皆様の話では、「今年は挨拶
に来るロムが多い」という事でした。この流れは二次会
の「多麻」さんでも途切れることはなく慌しく時間が過
ぎていきました。最後、「まつ栄」さんにも帯同させて
いただき、諸先輩からの京都会議にまつわるいろいろな
お話を伺うことができ、とても参考になりました。
翌日、新年式典参加のため国際会議場へ向かいました。
残念ながら役割の都合上、会頭の所信はライブで体験で

きませんでしたが、会場内の
雰囲気を体感できただけでも
感激しております。式典終了
後、ロムの集合写真を会議場
前で撮影し、帰路につきまし
た。私は手違い？で本隊とは
別の便で秋田へ到着しました
が、空港では本隊と合流。解
散式にも参加させていただき
ました。
今回の参加で一番印象的だ

ったのが、ロムナイト等での
挨拶にこられる人達の多さ。
これは本年深沢日本ＪＣ顧問
や全国大会運営会議議長とし
て出向されております斎藤議
長をはじめとする日本、東北
への出向者の皆様のご努力、

お人柄だと私なりに感じております。その頑張っている
同志達のためにも是非全国大会へはより多くのメンバー
で参加したいと思いました。奮ってご参加の程、宜しく
お願い致します。
最後になりますが、谷口理事長をはじめとする参加者
の皆様、そして団長としてまとめてくださいました長谷
川副理事長本当にお疲れ様でした。担当委員会としてお
役に立てなかった部分多いと思いますが、個人的には貴
重な体験をさせていただいたことに感謝を申し上げたい
と思っております。本当にありがとうございました。

人間力開発委員会　副委員長　中村純也

2005年1月4日（火）13時30分より太平山三吉神社に
おいて、谷口理事長を始めとする秋田青年会議所メン
バーにより秋田ＪＣ新年祈願が行われました。
当日はうす曇の天候でしたが、集まったメンバーの

顔は実に晴れやかで、酉年である本年は昨年より更に
高いところを飛んでやろうという気力が感じられまし
た。
会場内は凛とした空気に包まれ、田村副理事長が司る
儀式は厳かに進行いたしました。そして谷口理事長が
拍手をポンポンと打ち、本年1年の願いを掛けたのでし

た。まさに身の引き締まる時間、やるぞという気合が
漲ってきました。
本年の（社）秋田青年会議所スローガンは「継なご

う　心の絆　続けよう　夢あるあきたのまちづくり」
です。よく見ると継続という文字が浮かび上がってい
ることに気づきます。このスローガンを今年1年間の心
の拠り所として、いろんな事に挑戦し、一人ひとりが
成長できることを願います。
張り切って頑張っていきましょう。

副理事長　長谷川　真彦
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新年早々地震の影響から世界中が善意のワゴンセー
ルの様相を呈している。ベルルーニ伊首相に至っては
個人で、ある国の義援金の50倍もの寄付をしたと聞く。
はたしてそれが良いモノであるかはわからない。しか
し金であれ人材であれ人のために尽くすのならば、受
け入れる側が「理解」を示されなければ「やりがい」
が浮かばれない。
だから良い印象で理解されるために提供側は様々な

演出でその効果を伺っているのではないだろうか。
我々ＪＣも事業内容を対内外的に開示し、共鳴を促す
べく演出の手段を講じている。今年度当委員会はその
一翼を担う訳であるがその責任の重さをひしひしと感
じる。
などと固いコトをいっているが一年間気楽にお付き

合い願いたい。
情報サービス委員会　佐々木　寛人

来る2月14日（月）１８：３０より秋田キャッスルホ
テルにおきまして2月例会を開催致します。
「失敗から学ぶ成功経営の途」をテーマに、（株）日

本トップマネジメント研究所代表取締役二条彪氏をお
招きし、ご自身で事業の立ち上げ・事業継承・事業清
算をご経験された事を元に、その経験則から今後我々

が進むべき道を単刀直入にお話し戴き、経営の本質に
気付くことが出来る機会にしたいと考えております。
尚、当日は会場内禁煙でございますので、ご協力をお
願い致します。

経営資質向上委員会　委員長　猿田由紀夫

人間力開発委員会
S43.1.30生れ　O型
（株）ボデーワークス
【自動車修理業】

魅力あるあきた推進委員会
S53.7.6生れ　A型
参議院議員金田勝年事務所
【秘書】

組織進化検討委員会
S50.10.3生れ　A型
（株）ヤマコン秋田
【コンクリート圧送業】

経営資質向上委員会
Ｓ42.6.14生れ　O型
（有）佐藤モーターサイクル
【オートバイ販売、修理】

青少年育成委員会
S44.1.20生れ　AB型
お届け料理　田中屋
【仕出し業】

環境行動推進委員会
Ｓ49.10.3生れ　B型
アリコジャパン
【生命保険業】
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