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去る８月17日（木）、秋田市文化会館において「これ
からの青年会議所を全員で考えよう」をテーマに、８
月例会を開催致しました。当日はお盆休み明け直後で
あり、また日中の最高気温も35度を越えるような猛暑
ではありましたが、多数のメンバーに出席して戴きま
した。
始めに、（社）日本青年会議所東北地区協議会に議長

としてご出向されている岩本出向理事より、公益法人
制度改革とはどの様なものなのかを分かり易くご解説

戴きました。大部分のメ
ンバーが新公益法人制度
について初めて聞いたよ
うで、岩本出向理事のご
説明に対し、真摯に耳を
傾けている姿が印象的で
した。
その後、当委員会メン

バーが二人一組になって5
つのお題を「寸劇形式」
を用いて問題提起し、そ
れぞれに対して自分なり
の率直な意見をぶつけ合
う「意見交換会」を行い
ました。開催前は意見の
偏りがあったらどうした
らいいのか思案しており
ましたが、その様なこと
もなく、非常に有意義な
意見交換会となりました。
今後はこの例会内で出

た意見や法律解釈の問題
を整理し、次年度以降へ
きちんとした形で提言し
ていきたいと考えており
ます。本当にありがとう
ございました。

組織進化推進委員会　
委員長　猿田由紀夫



去る７月１日（土）に仲小路商店街において「商店
街で一日丸ごと職場体験をしよう！」をテーマに仲小
路振興会さんのご協力のもと、市内の小学校５･６年生
を対象に青少年育成オープン委員会Iを開催いたしまし
た。
当日は、47名の小学生の参加で、午前と午後に２つ
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の店舗を体験してもらいました。
午前中最初のお店に向かう時には不安そうにしてい

た子供たちも、それぞれの店舗に着きお店の人たちと
元気に挨拶を交わしてしばらくすると店の雰囲気にも
慣れ、積極的に働いていました。
昼食をとっている時には、自分が行った店ではどん

な仕事をして来たか、午後から行くお店はどんなこと
が出来るのかなど友達同士で話をして大変盛り上がっ
ていました。最後の感想文作成の時には、ほとんどの
子供たちが、原稿用紙２枚以上、多い子だと４～５枚
もの感想文を書いてくれました。
子供たちにとって、働くことの苦労と喜びを体感す

ることで、将来について具体的に考える機会になった
ことと思います。
最後になりましたが、当日お忙しい中お手伝い戴い

たメンバーの皆様、本当にありがとうございました。
青少年育成委員会　副委員長　武藤　寿

来る９月１７日（日）（雨天の場合は９月１８日へ順
延）「高清水の丘　歴史ロマンコースツアー」を開催い
たします。
「高清水の丘　歴史ロマンコースツアー」は、大人

から子供まで誰でも気軽に楽しく参加でき、秋田市で
も有数の歴史の宝庫である高清水の丘の歴史や史跡の
魅力を再認識して戴きます。また、日頃なにげなく通
り過ぎるところや物にも歴史があることや、先人達へ
の感謝の心、自然への感謝の心を伝え、地域環境を守
ることの大切さの気付きの場とし、地域への愛着と誇

りを高めて戴きたいと思います。
内容は、（社）秋田青年会議所で製作した「高清水の

丘　史跡ウォーキングマップ」をもとに、「スタンプラ
リー史跡めぐり」を開催いたします。その後、秋田城
跡地（復元外郭東門前）で、「高清水の昔話の語り部」
や「高清水歴史クイズ」をおこない、最後に「雅楽演
奏・巫女舞」で、１２００年前のみやびの世界を堪能
していただきたいと思っております。下記要項にて実
施いたしますので、ご多忙中とは存じますが、何卒OB
の皆様、会員の皆様のご参加をお願い申し上げます。

記
開催日時／９月17日（日）（雨天の場合は９月18日（月）同時刻に順延）

午後１時３０分→受付開始（秋田城跡地　復元外郭東門前）
午後２時～午後５時→スタンプラリー史跡めぐり
午後５時１５分～午後６時３０分→

古代米おにぎり食事・高清水の昔話の語り部
・高清水歴史クイズ・雅楽演奏・巫女舞

集合場所／（メイン会場）秋田城跡地（復元外郭東門前）
駐車場／秋田県護國神社駐車場・秋田城跡出土品収蔵庫駐車場
スタンプラリー史跡めぐりコース／

秋田城跡地～秋田県護國神社～伊藤永之介文学碑～
古四王神社～西来院・三十三観音・仙台藩殉難碑～秋田城跡地

対象者／小学生以上（小学生は保護者同伴でお願いいたします）
服　装／歩きやすい服装・歩きやすい靴
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去 る ８ 月 1 2 日
（土）、地球温暖化防
止事業「２００６打
ち水大作戦ｉｎあき
た」を開催いたしま
した。昨年に続き２
年目の今年は、各方
面に協力を依頼し、
私たち秋田ＪＣ以外

にも以下の商店街、保育園でそれぞれ打ち水大作戦を
行うことになりました。
＜開催協力＞秋田市通町商店街振興組合(秋田ＪＣ開
催)、秋田市広小路商店街振興組合、秋田市南通商店街
振興組合、新屋商店会、旭川地区商店会、広面商工振
興会、手形中央地区商店会、土崎港中央通り商店会、
ごしょの保育園
秋田ＪＣのメイン会場である通町商店街では、草市

で賑やかな中、みんなでカウントダウンをして打ち水
大作戦を開始しました。秋田市環境キャラクターのエ
コアちゃんと一緒に参加した子供たちは楽しそうに打
ち水を行い、また、子供たちに打ち水のやり方を教え
る大人もおり、どことなく懐かしい感じがする光景も
見られました。水が撒かれるにつれて辺りには涼しい

風を感じることができました。実際に気温を測定した
結果は、打ち水開始前27.4℃だったのが打ち水開始５
分後には26.3℃(－1.1℃)まで下がり打ち水効果も確認
することができました。
私たち秋田ＪＣにとって２年目の打ち水大作戦でし

たが、まだまだ不手際な点が多く参加して戴いたメン
バー、関係者の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしま
した。また、この事業を開催するにあたりご協力を戴
きました皆様にはこの場を借りて深く御礼を申し上げ
ます。
「打ち水バンザイ！！」 ありがとうございました。

環境行動推進委員会　委員長　松本　繁

８月３日～６日まで開催された竿燈まつりに於きま
して、多大なるご支援ご協力を賜り会員一同、心より
御礼申し上げます。ありがとうございました。
本年度は、『美しき秋田の文化「竿燈まつり」発展的

継承と豊かな心を育もう』をテーマに、今一度まつり
とは何かを考えると共に、それを支えてきた方々に敬
意と感謝をすることで、日本人の持つ魂（こころ）を
再認識する場と致しました。
中でも、竿燈まつりの原点は昼のお祭りであること

に着目し、通町の妙技会・アゴラ広場での臨時出竿、
そして藤倉・杉の木園様での演技の他、そこに居られ
る方々との触れ合いを大切に、お祭りを楽しむことが
出来ました。

また、小若妙技会に初めて
参加し、目標を持つことで諦
めずに最後までやり抜く力

最近、自分が趣味として行っていることはアウトド
アでの活動です。
簡単にいってしまうと、季節に応じて屋外でイベント
をすることです。 春はお花見、夏はバーベキュー、
秋には鍋、冬にはスキー・スノーボードといったポピ
ュラーなものを行っています。 この仲間は元々、高
校のバスケ部で三年間頑張ってきた友達と、別の高校
でバスケをしていた友達です。 みんな高校を卒業し
た後も秋田に残った人や、他県の大学や専門学校に行
ってまた秋田の企業に就職で戻ってきた青年達です。
そんな仲間と秋田を楽しんでいこうといった考えで最
初は内々だけで集まっていたのですが、だんだんと仲

間が増えていきました。 確かに秋田は首都圏に比べ
てレジャーやショッピングといった面では店舗が少な
いのが実状です。でも逆に首都圏にはない良さが秋田
にはあります、それは自然が沢山あるといった面です。
春には桜を楽しむ場所が駅前の千秋公園にあります。
夏には車で２０分も行けばすぐに海があります。秋に
は鍋を出来る河原や公園が近くにありますし、冬には
スキー場が車で１時間から２時間もあればいろんな所
にあります。 自分はこんなに自然に恵まれている所
はそうそう無いと思っています。これからも、秋田を
楽しんでいきたいと思っています。

人間力大賞運営委員会　運営幹事　　三浦圭介

を、子供達が感じることが出来たと思います。
その他にも、国際教養大学様のサポート、願いの短

冊・中若の出竿・そして観客とのコミュニケーション
を図り、美しき秋田の文化を発信出来ましたことなど、
数多くのこころのふれあいを実現し、お祭り四日間の
日程を無事に終了することが出来ました。
ここに重ねて御礼を申し上げますと共に、これからも
更なる精進を重ねる事をお誓い申し上げ御礼とご報告
とさせて戴きます。

秋田青年会議所竿燈会第八代目代表　青井智
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９月１３日（水）午後１８時３０分より秋田キャッスル
ホテルにおいて９月例会を開催いたします。
本例会では多様にある地域ネットワークの中で『災害発

生時のボランティア活動』への取り組みを考えることで、
地域の為に連携して行動する大切さを認識し、地域ネット
ワークの重要性を気付き得る場とすることを目的としてお
ります。
テーマは『地域活動連携実現に向けて～災害発生時の対

9月8日(金)19：00より、秋田市文化会館5F大会議室
において定時総会を開催いたします。例年とは異なり
定時総会単独開催で、時間もより多くの会員に参加し
て戴けるように19：00からとなっております。

今年度、次年度にかかわる大切な場ですので、会員
それぞれが当事者意識を高く持ち必ず出席して戴きま
すようお願い申し上げます。

総務交流委員会　委員長　小松　貴

応を地域の輪で～』ということで秋田県知事公室総合防災
課、秋田駐屯地指令第二十一普通科連隊（秋田陸上自衛隊）、
ＮＰＯ法人ディー･コレクティブよりパネリストを招き、
三者の実体験を交えながら災害発生時にはどのような連携
が必要か、我々市民に課せられた使命は何か、渡部理事長
コーディネートのもと、真剣に時には楽しくディスカッシ
ョンしていきますので乞うご期待。

地域ネットワーク開発委員会　委員長　鈴木　充

細谷　太郎
情報戦略推進委員会
S51.11.24生れ　Ａ型
御所野内科クリニック事務長

皆様はじめまして。この度新入で入会させていただきました。細谷　太郎
といいます。イオンショッピングセンターの近くの御所野内科クリニックで
事務長をしています。秋田に帰って来て早いもので７年が過ぎようとしてい
ます。高校時代から４年間イギリスにいましたので、国際交流事業の際には、
お役に立てれば幸いです。自分では若いつもりでいましたが今回の新入会員
の中では最年長でした。所属は情報戦略推進委員会で加藤委員長のご指導の
もと頑張らせていただきたいと思っていますがパソコンは独学でネットオー
クションぐらいしかできませんのでお手柔らかにお願いします。僕自身は東
京には住んだ事ないのですが東京が好きで一休や格安サイトでホテルを取っ
て車でよく行きます。残念な事に最近日経平均が１６０００円台回復したり
ゼロ金利解消で景気回復したせいか、以前のように格安でホテル取りにくく
なったので控えています。今まではネクタイしめていませんでしたが、ＪＣ
用に最近ネクタイとＹシャツ新調しました。やはりネクタイという物は身が
引き締まるのと同時に一つのファッションで選ぶ楽しみも出来ました。
ここでネクタイに関する一つのお話をしたいと思います。イスラエルの研

究グループが医者のネクタイが患者のばい菌やウィルスを拾い患者のウィル
スを拾い医者自身や他の患者に広げる為医者はネクタイをするべきではない
とのこと。なんとなく呆然とそんなものかなと納得して１ヶ月後何と今度は
アメリカの研究グループがその研究結果を否定。安全とのこと。僕はアメリ
カの研究グループに一票。ネクタイとはもっと神聖でお洒落な物だと思いま
す。高校時代は制服のネクタイの結び目をいかに小さくかを競っていました
が、これからは一社会人として大人のネクタイのを目指します。
最後になりましたが、卒業まで10年精一杯頑張りたいと思いますのでご指

導宜しくおねがいします。

筒井　崇之
魅力あるあきた推進委員会
S55.2.10生れ　Ｂ型
（株）アド秋田　常務取締役

今年７月に正会員になってから早いもので２ヶ月が経とうとしています。
仮会員の時期は時間が経つのが長く感じていましたが、今は委員会にも配属
され、皆様に支えられながら充実した時間を送っています。
面接の席で、私はJCに入会して何を望むのかという質問に、自分の成長と

答えました。正直その時はJCという団体について全くわからない状態でした
ので、仕事と両立させることができるかという不安が大きく、その自分の回
答に自信が持てませんでした。しかし委員会や例会などに参加し、皆様の
様々な意見や助言を聞いているうちに除々にその不安は少なくなり、成長で
きるという自信が大きくなりました。今現在でも例会などで議論されている
事が理解できなかったりしますが、悩んで意見を聞き、自分なりに考えて答
えを出すという過程で自分なりの成長、もしくは第三者から見た自分の成長
が出来るのではないかと改めて思います。
これからどのように自分が変化，成長できるのか。JCに入会したことでそ

の可能性は広がったと思います。あとは自分次第ですが、これまで以上に皆
様からの助言や支えのもと、大きく成長したいと思います。

浮田　　仁
地域ネットワーク開発委員会
S53.5.21生れ　Ｏ型
浮田産業交通（有） 取締役

私は浮田産業交通（有）と浮田産業輸送（株）の取締役をしております。浮田
産業交通（有）は去年出来たばかりの会社でタクシー事業をしております。ベ
ンツタクシー2台とコンフォートタクシー４台で営業しており、いずれは車の
台数を増やしていきます。浮田産業輸送（株）は解体工事、産業廃棄物収集運
搬業、一般貨物輸送、ハウスクリーニングと多岐にわたっております。
私が秋田青年会議所に入会した動機は人脈を広げるためと人を知るためで

す。実際仕事にも役立っております。酒も強くなりましたし、いろいろと教
えて戴きました。人前で話をするのが苦手で人見知りな私ですが、青年会議
所に入って克服できそうです。今地域ネットワーク開発委員会に所属してい
ますが、まったく役に立てません。早く役に立ちたいと思っています。
皆さんは私より多忙にもかかわらず仕事と秋田青年会議所を両立させてい

るのですごいと思います。時間の配分などを見習いたいと思います。一番尊
敬できるのはいきなり質問されても皆さん雄弁に答えることです。人前だと
緊張して余り話せない私にはよい見本です。普段は無口な私ですが答えるべ
きときには答えられ、且つ人に納得してもらえるようになりたいです。これ
から少しずつ成長していきますので顔は老けていますが若輩者の私を見守っ
てください。よろしくお願い致します。

北嶋　大輔
人間力開発委員会
S53.2.24生れ　Ａ型
彌高神社長　禰宜

私は高校を卒業後すぐに就職や大学などで秋田を９年ほど離れており昨年
の４月に秋田に帰ってきました、秋田に帰ってきてから長いこと離れていた
為に随分と秋田の事情が分からなくなっていて、また人脈もなかった為にこ
れから長い間秋田で暮らしていくためにはこのままではいけないと思い青年
会議所に入会を決意しました。
青年会議所は最初はもっと厳しい組織なのかと思っていましたが、最初に

仮会員として入会した時には皆さんとても親切で、厳しいところは厳しくや
るがそれだけではなく優しさも兼ね備えた組織だと感じました。今回の青年
会議所への入会を機に真に友人と呼べる人たちを増やし、またこれまでに学
んだことを生かして共によりよい秋田を作るべくＪのＩ三つの信条「奉仕・
修練・友情」を胸に努力していきたいと思います。
これから長い間よろしくお願いします。
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