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去る６月11日（月）、秋田キャッスルホテルにおいて
6月例会が開催されました。
「戦略的な情報発信を目指して」と題して、Janis

Promptの代表　佐山さつき氏を講師にお招きし、90分
に渡りご講演をいただきました。

６月22日(金)に上期仮会員懇談会が行われ、今回は
９名の仮会員が参加しました。
理事長挨拶の後、恒例の仮会員による３分間スピー

チが行われました。「自分の性格」「本当は就きたかっ
た職業」「今、話したい事」「恋愛について」など、く
じを引いてもらったのですが、当初は３分間をどう話
そうかと考えていたようです。皆さん時間内にきちん
とまとめてスピーチされていて、自分は頭が真っ白に
なってちゃんとスピーチできなかった時と比べ、話を
することが上手な方ばかりだなぁと感じました。併せ

当日は複数のグループに別れ、進行しました。より
実践的に、より具体的に企業や団体にとって情報発信
とはどのように行えば効果的か、グループ討議を交え
進められました（例えば販売促進という企画があり、
その先に情報発信がある場合、具体的にどのように展
開すればよいかなどをグループ内で討議）。
今回は事前にアンケート等を行い、具体的にどのよ

うな情報発信を行っているかなどを調査しましたので、
そのアンケート内容などから、具体的なアドバイスな
どもいただきました。時間が足りなくなるほどのボリ
ュームで、講師から「見ることができなかった資料も
ぜひ送ってください」とのありがたい申し出もいただ
きました。
今後もより良いJC活動、そして今回の例会より得た、

より戦略的な情報発信が出来るようにと思っておりま
す。
最後になりますが、お忙しい中ご参加いただいたメ

ンバーの皆様、本当にありがとうございました。
総務広報委員会　副委員長　本田正博

て３分間にまとめて話すことにより、その人の性格や
背景などを知る良い機会になったようでした。
その後、別室で懇親会も催されました。今年は仮会

員がそれぞれの委員会に仮配属されているためか、既
に懇親を深めてきているようでしたが、３分間スピー
チの内容や同好会の話など、新たな話題で盛り上がっ
ているようでした。仮会員のみなさん、これからもよ
ろしくお願いします。

会員拡大会議　丸野内　真理子
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６月17日（日）、由利本荘市の光風園相撲場にて（社）
由利本荘青年会議所主管のもと、第11回わんぱく相撲
秋田ブロック大会が開催されました。
当日は好天に恵まれ、とても暑い日でしたが、それ

に負けない熱戦が繰り広げられました。体格の差があ
っても小柄な方が勝ったり、女の子が男の子を投げ飛
ばしたり、なかなか決着がつかない取り組みがあった

りと、見ごたえ十分な場面が所々に見られ、御父兄の
方々も熱の入った応援で大変盛り上がりました。
当日は、大会運営に御協力いただいた皆様のおかげ

で、無事に大会を終える事が出来ました。本当にあり
がとうございました。

地域環境委員会　副委員長　鈴木　亮

７月８日（日）11：45から、サンルーラル大潟にて
７月例会を開催します。
秋田ブロック会員大会二日目は、朝９時から式典が

始まり→アワード発表→次年度ブロック会長予定者発
表→次年度主管ロム発表→卒業式→閉会（11：15予定）

となります。２日間にわたる大会終了後のため、皆様
お疲れかと思いますが、秋田県農業研修センターから
移動していただき、サンルーラル大潟、2階男鹿の間ま
でおこしください。よろしくお願いします。

事務局　局長　小野貴信

公益法人三法の施行を来年に控え、私たち（社）秋
田青年会議所自身もその対応に迫られています。そこ
で、新公益法人制度の概要とともに、「公益社団法人」
格取得に向けた意義を理解し、いま私たちが感じてい
るJC活動の課題や問題点等を論じ合い、解決策を導き
たいと考えております。
当日は、（社）仙台青年会議所OBである和田剛和先

輩を講師にお招きし、セミナーとワークショップの２
部構成にて開催します。また、新制度への完全移行は
2013年であることから、現在の理事会構成メンバー及
び委員会スタッフのみならず、昭和46年生まれ以降の

「新公益法人制度を学び、
これからのJCをかんがえよう」

将来を担う若いメンバーの積極的な参加をお願いいた
します。
皆様、万障お繰り合わせのうえ、多数出席していただ
きますようよろしくお願い申し上げます。

記
日　時　　2007年７月13日（金）17:50 ～ 21:30 
場　所　　秋田キャッスルホテル４Ｆ　千秋の間
食事代　　1,500円（当日徴収／希望者のみ）

※17:50から食事をとっていただいた上、18:20からの
開始となります。

※終了後、講師との懇親会を予定しておりますのであわせま
してご出席くださいますようお願いいたします。

制度改革対応委員会　委員長　山陰　逸郎

例会終了後引き続き、臨時総会を開催いたします。
皆様には既にはがきでご案内しておりますが、臨時

総会の重要性と緊急性を理解していただき、たくさん

の参加をお願い申し上げます。
総務広報委員会　委員長　国安　忍
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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？

総局長：私は仙台市の隣である多賀城市の出身で、仙台JCと
河北新報社は親密な関係があるんですよ。だからJC
という組織はよく知っていました。

国 安：親密な関係ですか？　ぜひ詳しく教えてください。
総局長：仙台JCが発足する段階で、おそらく河北新報社の誰

かがその考えに賛同したんでしょうね。会員にはな
れないけど、場所の提供ならできるよ、ということ
でしばらく事務局として場所を貸していた経緯があ
るんです。だから、仙台本社は今でもJCに何かある
と必ず取材に行く体制ができあがっているんです
ね。経済取材班というデスクに「JC担当」っている
んですよ。

国 安：へえ！　それは太いパイプですね。うらやましい。
総局長：私は直接担当になったことはないんですが、経済取

材班にいたときは直接JCと記者のやりとりを見てい
ましたから、河北新報社でJCという組織（主に仙台
JCですが）を知らない者はいないと思います。特に、
夏の七夕まつりの前夜祭のときに打ち上げる花火事
業は有名で、記者へ原稿依頼にとどまらず、校正に
もチェックを入れていました。担当は必然的に仲良
くなりますよね。

国 安：そうですね。では秋田に赴任されてからはどうでし
たか？

総局長：ええ、日本JCの会頭を何名も出している県だから、
当然JCがあるだろうとは思っていましたが、残念な
がら直接のやりとりはないですね。リリースも県の
記者クラブへ投げ込みになるでしょう？　私まで届
かないんですよ。それに総局長の宛名も前任の前任
で・・・（笑）

国 安：あ～それは大変失礼いたしました。宛名が違うんじ
ゃ見る気もしないですよね。気をつけます。こちら
こそ普段のつきあいがないことがバレバレですね。

総局長：でも事業はちょくちょく拝見して、記事にしていま
すよ。サケの稚魚放流とかクリーンアップとか
TOYPとか・・・。去年やった仲小路の職場体験も
おもしろかったですよね。今年はやらないんです
か？

国 安：今年はやる予定なんですが、趣向を変えて企画して
います。リリースを今度は直参いたしますので、ぜ
ひ記事にしてくださいね！

総局長：いやあ、うちは記者の方が強いから（笑）。私よりも
記者クラブに投げ込んだ方が確実かもしれません
よ。ただね、JCの事業は基本的に掲載するといって
ても、わんぱく相撲だけは勘弁してもらっているん

ですよ。全国大会が決ま
っているから、各地の予
選が同じ時期に重なるん
です。そうすると紙面の
あちこちに同じような記
事が載ることになっちゃ
うし、あそこだけ載らな
かったでは失礼でしょ
（笑）。うちは東北全体の
出来事が載っているから
特にね。

国 安：全くそのとおりですね。河北新報社は東北全体の記
事が載るんですものね。

総局長：そういえば湯沢に松田悦子さんっていらっしゃいま
すよね。あの方はうちの新聞を購読してくださって
いるんだそうで、記者が感激していました。彼女は
「東北全部の地方紙を購読していたらお金も時間も
かかるから、東北全体を見わたせる河北さんが一番
便利なんです。」とおっしゃってくださいました。
実はこれこそがうちの長い目標なんですよ。東北紙
ってないじゃないですか。

国 安：すばらしいですね。目標と言えば、秋田JCも認知度
を上げることが目標なんですよ。仙台JCをよくご存
知の総局長から見て、秋田JCは何が必要だと思われ
ますか？

総局長：いやあ、そんなおこがましい。抱えている問題はど
こも同じだと思いますよ。継続事業を抱えているだ
けで精一杯なのに、会員拡大はしないといけないし、
新しい事業も考えなくてはいけない。私は「商工会
とJC」は年齢もありますけど、「同業者集団」と
「異業種の若者集団」という大きな違いがあると思
うんです。ということは、やっぱりネットワークを
広げたいとか自分の経営のプラスになるために、と
か考えて入会しちゃうでしょ。けどね、本当は「ま
ちづくり　ひとづくり」っていう大きな義務を達成
することによるネットワークであり経営への反映だ
と思うんですよ。

国 安：ああ、入会する意味を取り違えていると。目線が内
向きなんですね。

総局長：そうです。まあこれは秋田JCだけが悪いんじゃなく
て、時代のせいでもあるんですよね。提案が二つあ
ります。
一つは、JCはJCっていうだけで、県や国、どこへで
も入って意見を言える場が作れるじゃないですか。
ここを利用しない手はないと思うんです。実は村岡
さんが会頭だった頃、「300自治体構想」という案を
総理大臣へ提言したことがあるんです。あの頃は
「何いってんだ」で終わってしまいましたが、今は
国が先立って合併を推奨していますよね。暴論も時
代が来れば常識になってくると思います。最近どう
もおりこうさんで、大胆な発想がない気がします。
もう一つは目立つ人が一人でもいること。少し前に
仙台JCには女性の理事長がいたんですが、その方が
どこへでも顔を出して、アクティブに活動していた
んです。彼女は理事長でしたが、そうじゃない人で
も「目立つ個人」がことある毎にJCの事を話してく
れれば、それだけでイメージも知名度もグン！と上
がりますよね。

国 安：そうですよね。一人がいいことをすれば全体がよく
見えますよね。逆もありますが・・・（笑）。自分
が輝かないとダメって事ですね。がんばります。今
日はありがとうございました。



今回の例会では商品を売る仕事をしている上で、業
種が違えどメンバーの商売での販促活動や困りごと、
更には２次会でも講師の佐山さんに個別にお話しいた
だき商売に繋がるいろんなヒントを得たと思います。
ありがとうございました。
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ブロック大会も残すところ僅かです。私はブロック大
会運営委員会に出向していますので只今メンバー奮闘
中！私もおもてなしの心で頑張ります。

総務交流委員会　富谷圭司　

また、我らが渡部羊三ブロック会長の挨拶に始まった
祝賀会は、前半は和やかなムードで進行しておりまし
たが、後半は雰囲気が一転、70年代か80年代にタイム
スリップしたかのような（途中流行の“ビリー”も飛
び出しましたが）熱く激しいものとなりました。個人
的にはBON JOVIとDOOBIEでいい汗かかせていただき
ました。
最後になりましたが、当日引率して下さいました渉外
委員会の塩田委員長、高橋副委員長どうもありがとう
ございました。

人間力推進委員会　委員長　金子敬司

去る6月9日（土）
大館市文化会館、
秋北ホテルにおい
て、（社）大館青年
会議所創立50周年
記念式典・祝賀会
が開催され、我々
（社）秋田青年会議
所からは、進藤理
事長はじめとして

約20名が参加しました。
記念式典では、衆議院議員野呂田芳成氏、参議院議員
金田勝年氏、鈴木陽悦氏、大館市長小畑元氏、その他
大勢の来賓の方々が出席されており、姉妹JCである韓
国は蔚州（ウルチュ）青年会議所の方々、（社）東京青
年会議所渋谷区委員会の方々も遠路はるばる駆けつけ
ておられました。
50周年という節目の年だけあって、2時間にも及ぶ力の
入った式典であり、特に記念事業として発表された｢始
めよう！スナッグゴルフ｣、｢大館の街絵画コンクール｣、
｢首都圏震災時救援大館マスタープラン｣においては、
大館を心豊かな街にしたいと願う気持ちと、渋谷区委
員会との深い友情が感じられました。

去る6月23日、北秋田市鷹巣の地にて（社）鷹巣阿仁
青年会議所創立20周年記念式典『二十歳の誓い』～新
たなる変革へ　熱き鼓動を打ち鳴らせ～　が開催され、
当秋田青年会議所からは総勢14名が参加致しました。
式典には、秋田県内の各LOMからはもちろん、北秋田
市長、各諸団体の代表等ご来賓の方々も参加されまし
た。
式典では、鷹巣阿仁青年会議所の過去の様々な事業

●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。

を拝見し、中でも創立20周年記念事業でもある「秋田
内陸縦貫鉄道　存続運動」はLOM一丸となって取り組
んでおられていると強く感じました。20周年という、
人間で言えば成人式にあたる記念の式典で、ここから
また新たな鷹巣阿仁会議所様の活動が始まる！という
意気込みが感じられました。会場を移した懇親会では、
カクテルショーやものまねショーで楽しませていただ
きました。 渉外委員会　副委員長　高橋　将行

◆平成19年5月24日(木)、秋田JCじゃがいもクラブ第1
回懇親競技会を秋田カントリークラブにて開催しまし
た

◆秋田青年会議所竿燈会の定時総会を、6月13日（水）
19：00よりユーランドホテル八橋にて開催し
ました。


