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去る7月7日（土）大潟村の秋田県農業研修センター
多目的ホールにおいて（社）日本青年会議所東北地区
秋田ブロック協議会　第37回秋田ブロック会員大会が
開催され、我々（社）秋田青年会議所からは、進藤理
事長をはじめ多数のメンバーが参加致しました。
『TOYP2007あきた人間力大賞』表彰式では、歴代の受
賞者紹介、審査過程紹介、エントリー者の傾向分析後、
受賞者発表となりました。県内各LOMより68名のエン
トリーがあり、当LOMからは、17名を秋田ブロック協
議会に推薦し、秋田市桜ヶ丘で「陽だまりサロン」を
開いている主婦の若松亜紀さんが二次審査（進んだの
は5名！）に進んでおりました。15時23分いよいよ受賞
者発表の時をむかえ、『TOYP2007あきた人間力大賞』
には、あきた湖東青年会議所推薦の笹尾千草さんが選

７月７日・８日に開催された秋田ブロック会員大会
は晴天に恵まれ、テーマにあった「元気」をたっぷり
と感じられた盛況の大会でした。その大会終了後にサ
ンルーラル大潟に場所をうつして7月例会を開催しまし
た。前日に会場の変更の依頼をうけて、急遽「チャペ

ばれました。笹尾さんは、自分の能力を最大限発揮で
きる場所は生まれ育った秋田であると感じ、２年半前
に秋田市大町でアートスペース「ココラボラトリー」
の運営を開始したそうです。運営当初は廃虚の様なビ
ルで１階に屋台のラーメン屋があっただけだったそう
ですが、笹尾さんの当初の夢だった“このビルを一つ
の小さな街にしたい”という願いが実現し、廃虚同然
だったビルが今では空室がなくなってしまったそうで
す。これは、笹尾さんが「ココラボラトリー」を運営
しながら得た人脈を生かし、利用者個々を結び付け、
それぞれの活動を広げる拠点とし、交流の場創造に貢
献した事の賜物と感じました。
表彰後、外部審査員である大潟村長　黒瀬喜多様、
NHK秋田放送局　放送部長　佐藤英治様、秋田魁新報
社　編集局次長　高橋則行様の3名の方々から講評をい
ただきましたが、審査委員長を務められました黒瀬村
長からは、「今回エントリーされた方々を発掘した各
LOMメンバーに、心から感謝致します」と、あたたか
いお言葉を頂戴いたしました。
最後になりますが、『TOYP2007あきた人間力大賞』

の候補者推薦、審査資料作成等に多大なるご協力をい
ただきました、松村監事、国安委員長、本当にありが
とうございました。プレゼンの重要性を改めて感じさ
せられる結果でした。｢うちのプレゼン資料と俺のプレ
ゼンをもう少しうまくやっていれななぁ・・・・。｣と
金子委員長がボソッと表彰式で洩らしておりました。

人間力推進員会　副委員長　柴田　博幸

ル」で開催することになり、いつもと違ったとっても
明るい雰囲気で行いました。
２日間で、多くのメンバーが大会に参加し、「会員同

士の絆をより強いものにし、これからの活動の中で活
かしていく」という事業目的を達成できたと思います。
参加していただいたメンバーの皆様、ありがとうござ
いました。また、ご指導いただいた時田副理事長に御
礼申し上げます。ありがとうございました。

事務局　局長　小野貴信

７月例会に引き続き、臨時総会が開催されました。
当日は午後から野球大会があり、皆様お忙しい中にも
かかわらずたくさんのメンバーに集まっていただき、
スムーズな進行で滞りなく議事を終了することができ
ました。本当にありがとうございました。
９月には定時総会も開催されますので、引き続きご

協力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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盆明けの8月17日（金）18:00～金萬ボウリング場＆
楽市にて、OBの方々をお招きし55周年に関わる行事の
慰労と会員同士の交流を図ることを目的に8月例会を開
催いたします。どんな景品が当たるかはあなたの実力
次第！！どんな景品を協賛するかもあなた次第！とい
うことで皆様から多数の協賛をいただければ楽しい会
になると思います。闇鍋的なものでも可。ごみは不可。

ご協力のほどよろしくお願いします。
どーーーーしてもボウリングに参加できない場合は楽
市の懇親会からでもOKです。みんなで後半戦に向けて
気力向上させていきましょう。
サプライズな出来事も盛りだくさん！！ええ！あの人
がこんなことをするなんて・・・。

会員拡大会議　議長　鈴木　充

去る7月7日（土）・8日
（日）、秋田県農業研修セン
ターとホテルサンルーラル
大潟において「第37回秋田
ブロック会員大会」が開催
されました。渡部ブロック

会長の挨拶から始まり、ブロックでは初めてとなる
「ＴＯＹＰ２００７あきた人間力大賞」の表彰式が行わ
れ、秋田市大町でアートスペース「ココラボラトリー」
を運営する笹尾千草さんがみごと大賞に選ばれました。
メインフォーラムでは、秋田わか杉国体に参加される
地元選手に国体に対する意気込みを語っていただき、
参加したメンバーも国体を盛り上げようという気持ち
になったと思います。また、当LOMのアカデミー出向
者12名も大懇親会ですばらしい活躍を見せてくれまし

去る7月13日（金）、秋田キャッスルホテルにて「制度
改革対応委員会オープン委員会」を開催致しました。
「新公益法人制度を学び、これからのJCを考えよう」と
いうテーマのもと、講師として（社）仙台青年会議所
OBである和田剛和先輩をお招きし、新公益法人制度の
概要そして「公益社団法人」格取得に向けた意義の理
解、LOMの問題点の発掘・解決策の模索などを、セミ
ナーとワークショップの二部構成で行いました。
新制度への完全移行は2013年という事で、今回は将

来を担う昭和46年生まれ以降の若いメンバーを中心に、
現在のLOMの問題点洗い出しや、今後の心構えなど活
発な意見交換が行われました。特にグループ毎に分か
れたワークショップでは、「公益事業が少ない」「固定費
が高い」「会員の減少」などといった問題に対して、原
因を細かい所まで掘り下げて真の原因や解決策につい

た。籠の中から進藤理
事長が出てきた時はビ
ックリしたけど・・・

て様々な意見が出ていました。
今まで「公益社団法人格取得」と聞くと、どうも難

しく考えてしまいがちで、イメージが掴めなかったの
ですが、和田先輩の分かりやすい説明や各メンバーの
考えを聞いて、向かうべき方向が見えてきた様な気が
します。また、世間に認められる団体として非常に重
要な取り組みであると強く感じました。
最後に、お忙しい中オブザーバーとしてご参加いた

だきました岩本先輩、石垣先輩（（社）酒田青年会議所
OG）、（社）鹿角青年会議所畠山理事長、色々アドバイ
スをいただき本当にありがとうございました。またご
参加いただきました会員の皆様ありがとうございまし
た。みなさん、今回学んだ事を今後のJCライフで活か
していきましょう！

制度改革対応委員会　運営幹事　岡部　徹

2日目は褒章の結果発表、そして次年度ブロック会長
として、我らが進藤文仁君の挨拶がありました。2年連
続のブロ長輩出LOMとなるわけですが、今年度同様盛
り上げていきたいと思います。会員大会を終えて感じ
たことは、この2日間にわたるすばらしい大会を主管し
たのが「あきた湖東青年会議所の9名」であったという
ことです。川村理事長のＪＣに対する熱い心が、大き
な力となって大会成功へと結びついたのだと感じまし
た。七夕の日に湖東で行われた会員大会は私にとって
心にのこる忘れられない大会になりました。

55周年運営委員会　委員　古谷昌規
（秋田ブロック協議会　事務局長）
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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？
局 長：私は秋田出身で、
みなさんの先輩で理事長
だった土方さんだとか、
全国会頭で衆議院議員だ
った佐藤敬夫さんなどと
とても親しくさせてもら
っていました。ですから、
当時のJCはよく知ってい
ますし、今でも親近感を
覚えています。実は創立
50周年の際に作成した
「HANAUTA」の映画の冒
頭部分に出演しているん
ですよ。

国 安：ええっ、そうなんですか？！　中村さんと何か繋が
りがあるんですか？

局 長：はい。新聞記者をしていた当時、彼女がカンボジア
へ行く直前にインタビューをしたことがありまし
て・・・ものすごく強烈な印象を持ったことを覚え
ています。亡くなったと聞いたときは本当に残念で
した。

国 安：そうですね。私は直接存じ上げないんですが、お話
は先輩から聞いたことがありました。

局 長：おそらく私は中村きよえさんを取材した唯一の記者
だと思います。映画撮影スタッフの中に知人がいて、
雑談中にそのことを話したら「そういう人を探して
いたんですよ！」って一も二もなく出演が決まった
んです。

国 安：そうなんですか。今度もっとじっくり見てみますね。
実は彼女はJCの事業である「人間力大賞」の第1回
受賞者なんですよ。

局 長：ええ、知っています。ああいうすばらしい方を表彰
する事業があることといい、周年の記念事業として
彼女の映画を作るっていう発想といい、JCを見直し
ましたよ（笑）。

国 安：ありがとうございます。ところで、今年JCは創立55
周年を迎えるのですが、最近のJC活動についてはご
存知ですか？

局 長：う～ん。最初に話したとおり、私の良き友はもう卒
業してだいぶ経っちゃってるでしょう？　残念なが
ら現在のJC活動は私まで届いてこないのが実状で
す。現役の若い友人から、記念式典をやったという
話は聞きました。でもその程度かな。

国 安：やはり顔が見えないと厳しいですよね。私は取材に
協力していただいて感謝しておりますが。

局 長：国安さんとは共通の友人を通じて一度お会いしてま
すからね。広報は、どんなカタチでも、たとえ名刺
1枚でも会っておくことが大事だと思います。いろ
んな方から「○○の広報です」って電話をいただく
わけですが、顔を見知っているというだけで、コミ
ュニケーションがとりやすい。国安さんはある意味
「戦略的」だと思いますよ。

国 安：お恥ずかしい（汗）・・・ありがとうございます。
疎遠になってしまった今のJCには何が必要だと思わ
れますか？

局 長：昔の話ばっかりで申し訳ないんだけど、あの当時っ
て何か大きな動きの中心、もしくは周りに必ずJCが
いたんだよね。なんというか、秋田JCとしての活動
に「色」があったような気がします。今も様々な活
動があるようだけれど、ちょっと我々にまで届いて
こないですね。

国 安：ああ、そうなんですか。残念です。そういえば前回
渡辺総局長もおっしゃっていました。看板となる
「誰か」が必要だって。

局 長：そうなんだよね。土方さんも同世代では知られた存
在でしたから、彼らが動く＝JC活動みたいな部分も
あったりして。やはり元気がよかったってことかな。

国 安：元気もある程度必要ってことですかね（笑）。
局 長：まあ、そういう人がいれば団体のシンボルになるし、

カリスマ性みたいなものも発揮してくれるじゃな
い。今はそういう人がいないのかなあ？　JCは今も
外を向いていると思うんだけど、「外を向いている」
ということをもっと届けてほしいと感じます。これ
だけの人数で、幅広い業種の集まりで、若くて、き
ちんとしている団体なんだから、もっともっと前に
出てきてほしいですよ。

国 安：ありがとうございます。これから10月の記念事業も
ありますので、私もそういうリーダーが出現してく
れることを望みますね。9月にはリリースをお持ち
しますので、ぜひ取材にいらしてください。

局 長：ＴＶの業界用語で「絵がない」っていうのがあるん
ですよ。どれだけ重要な会議でも、会議の映像だけ
ではなかなかその重要性が視聴者に伝わりにくいん
ですね。リリースも紙切れ一枚じゃなくて経緯や写
真、データが添付されているとこちらも背景が理解
がしやすいわけで。人数も限られてますから、たく
さんのリリースがある中で、そういう資料は目に留
まりやすいですね。そういう点でココラボラトリー
のリリースなんかはとても巧いですね。

国 安：ココラボの笹尾さんも今年秋田ブロック協議会が主
催した「人間力大賞」の受賞者なんですよ。

局 長：彼女はとても頭がいいし、戦略的なのに謙虚で、何
より応援したくなるキャラだよね（笑）。カリスマ
性とは違うけど、それも重要な要素の一つかな。

国 安：なるほど。リリースにもひとひねり入れて、顔を売
って、外に出ようってことですね。

局 長：そうそう。JCだって実際内部でやる仕事はものすご
く「地味」でしょ。私たちメディアの仕事も同じで
す。けれど人の目に触れるところではなるべくカッ
コよくしていたいと思うんですよ。特に若い人に対
してはね。若い人が憧れるような「イメージ」を大
切にすることで優秀な人材も確保できると思うんで
す。だからJCも「カッコ良く」行きましょうよ。20
歳になったらJCに入りたい！　って若い人が憧れる
くらいに。

国 安：まずはイメージですね。全く以てその通りだと思い
ます。本日はありがとうございました。

聞き手：総務広報委員会　国安　忍



7月上旬の秋田ブロック大会はあきた湖東での最後の
大会ということで大変盛り上がりました。そして9月に
は湯沢の地で東北青年フォームも開かれます。
今年は例年以上に結束、団結という言葉が頭をよぎ
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ります。残り半年となりましたが、団結力を持って頑
張りましょう。

総務広報委員会　副委員長　本田　正博

●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。

明石　浩貴
あかし こうき

世代間協働推進委員会

S47.5.25生れ

（有）ベックシステム

代表取締役

池田　賢
いけだ けん

人間力推進委員会

S48.7.26生れ

（株）イケコウ

代表取締役

石倉　英樹
いしくら　ひでき

制度改革対応委員会

S48.7.22生れ

大和ハウス工業（株）秋田支店

一般職

小川　優
おがわ まさる

経営力向上委員会

S52.1.8生れ

山科建設（株）

常務取締役

高橋　英
たかはし　まさる

世代間協働推進委員会

S51.5.18生れ

（株）秋田メンテナンス

取締役部長

高橋　優
たかはし　ゆう

５５周年運営委員会

S56.4.3生れ

栄塗装（有）

塚田　大樹
つかだ だいじゅ

地域連携推進委員会

S52.8.23生れ

（株）塚田美術印刷

柳原　偉八
やなぎはら　ひでや

地域環境委員会

S49..8.5生れ

（有）コアラクリーニング

代表取締役

横山　健太郎
よこやま　けんたろう

地域環境委員会

S46.3.17生れ

学校法人横山学園　新屋幼稚園

副園長

頑張りますのでよろしくお願いします。


