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９月２日（日）13：30から、湯沢ロイヤルホテルに
て9月例会を開催します。
「2007年度東北青年フォーラムin湯沢」３日目とな

る当日は、湯沢文化会館で9：00からメインフォーラム
が始まり、11：45からエンディングセレモニー、12：
50終了予定で、その後車で約10分の湯沢ロイヤルホテ
ルまで移動となります。同じ会場ではありませんので
ご注意下さい。3日間にわたる大会終了後となり、皆様
お疲れかと思いますが、出席よろしくお願い致します。

事務局　局長　小野貴信

去る８月17日（金）、金萬ボウリング場＆楽市にて行
われた８月例会に多数のOB、会員の皆様に参加いただ
き有難う御座いました。会員同志の交流を図る目的で
あった例会を全うできたと思います。

当日の準備体操は、先月から丸野内さん・四津谷さ
んが練習に練習を重ねてきた内容でした。私は拝見す
る事が出来ませんでしたが、皆さんいかがでしたでし
ょうか？ボウリングでは皆さんの笑い声や歓声で盛り
上がっていました。
その後は「楽市」にて懇親会・表彰式を行いました。

多数のOBや会員の皆様からご協力いただいた協賛品の
おかげで、多数の賞を作る事が出来ました。感謝ばか
りです。表彰式では、私の（女装？）あられもない姿
を披露しましたが、こちらは反省をしております。見
苦しい点お許し下さい。
8月例会は会員拡大会議が担当で、最初は様々な面で

大変でしたが、いざ終えてみると楽しかった印象しか
残っていません。この様な例会に携わるのも貴重な経
験だったと思います。有難う御座いました。

会員拡大会議　運営幹事　米村　徹

来る９月13日（木）18:30から　協働大町ビルにおい
て、９月定時総会が開催されます。2007年度の事業に
おける進捗状況、2008年度の新体制へ向けての大事な
議案がたくさんあります、表決権を有効活用するため
にもたくさんの参加をお願いいたします。

総務広報委員会　委員長　国安忍

９月21日に合同記者会見を予定
しております。詳しくは今後の
ホームページをご覧ください。



「人と人との
係わり合いを通
じて将来の夢や
目標を持ち、生
徒たちがその実
現への第一歩を
踏み出すきっか
けづくりに」を
趣旨として学
校・地域企業・
青年会議所が連
携し、50の企
業・法人の協力
をいただき、将

軍野中学校2年生115人を対象にした職場体験事業を行
いました。
職場体験を通じて、専門的な部分について100%理解

することが出来なかったと思いますが、それぞれ職場
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去る８月19日(日)に開催された、秋田市環境行動推
進協議会主催の「市民フリーマーケット」内に、後援
参加として「打ち水大作戦2007」を開催いたしました。
当日は朝方に雨が降り開催が危ぶまれましたが、秋田
市環境部・秋田市環境行動推進協議会の皆様の願いが
通じたのか雨が上がり、時々太陽が見え隠れする天候
の中の開催となりました。
青年会議所からは理事長をはじめ13名、フリーマー

ケット参加者やセリオンに訪れていた多くの方々（約

150名）からもたくさん参加いただきました。皆さんと
地球温暖化防止について考えるきっかけになった事と
思います。
昨年までは秋田青年会議所主催として開催していた

本事業も、今回は秋田市環境行動推進協議会　地球温
暖化防止部会が主催となり、来年以降も引き続き開催
したいとのお話をいただき、我々は後援という形で今
後かかわっていければと思いました。

地球環境委員会　委員長　小松　貴　

独特の空気を感じることが出来たのではないかと思い
ます。今回の経験が高校・大学と進学するたびに具体
的な将来像の糧となるのではないかと感じます。また、
受入企業においても、改めて自分が働く職業・職場の
原点を感じることが出来たのではないかと思います。
協力いただいた皆様本当にありがとうございました。

地域連携推進委員会　伊藤　久嗣

７月18日に壮行会を開催し、意気揚々と東京へ向か
ったわんぱく力士３名が７月29日「第23回わんぱく相
撲大会（東京　両国国技館）」において熱い戦いを繰り
広げました。
当日は各地での予選を勝ち上がった417名のわんぱく

力士が全国から集まり、われら秋田中央地区代表のわ
んぱく力士たちも、普段の練習通り自分の相撲をとっ
て会場を大いに盛り上げ感動を与えてくれました。
秋田中央チームの結果は右記の通りです

4年生の部　川尻小学校　　鈴木　　蓮君　2回戦敗退
5年生の部　五城目小学校　石川　大治君　1回戦敗退
6年生の部　井川小学校　　安田　　走君　ベスト16
6年生の安田君は順調に5回戦まで勝ち進みましたが、

ベスト16と言う結果でした。今回残念な結果となった4
年生の鈴木君・5年生の石川君も、この経験を来年につ
なげ、ぜひ来年挑戦してほしいと思います。

地域環境委員会　運営幹事　浅利太郎

9月25日に下期仮会員の面接式を予定しております。新規
拡大情報などをお持ちの方は是非拡大会議メンバーまで
お知らせください。
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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？

局 長：私は河辺出身ですが、学生時代の同級生がJCメンバ
ーだったので、当時のJCはよく知っているつもりで
す。AKTに入社してからは、放送記者だったので随
分取材させていただきました。でもやっぱり「飲み
ニケーション」が多いかな。私もよく川反にいまし
たから（笑）

国 安：秋田県人に必要不可欠なコミュニケーション方法の
ひとつですね。では最近のJC活動はご存知ないです
か？

局 長：そうですねえ。部署が変わってしまいましたし、積
極的にアンテナを張っていないせいかもしれませ
ん。

国 安：それは「届いていない」ということでしょうか。そ
の理由は何か思いつきますか？

局 長：う～ん。難しいなあ。私が考えるJCの方って経営者
の息子さんで、志しを持って何かしらやり遂げよう、
っていう方が多かったんですよ。だから事業にしろ
想いにしろ、そういうメッセージを（酒を）飲みな
がら受け取っていたんだけど、今は40歳以下の知人
が少なくて、機会に恵まれていないせいもあるかな。
実際今のJCにもそういう方がいるんですよね？　

国 安：するどい質問ですね。少なくとも私はそうそう川反
に行っていないのでアピールが足りないかもしれま
せん。

局 長：事業の宣伝はどういう方法でやっているの？
国 安：そうですね。県庁の記者クラブにリリースを投げ込

んだり、今年は私が顔をつないだ社には直接お持ち
したりしています。皆さんやはり「直接のかかわり」
「紙+＠（データ）」が何より強いとおっしゃいます。

局 長：その通りだと思いますよ。ちょっと前に「食のフォ
ーラム」みたいなことをJC主催でやってませんでし
たか？　あれはメッセージ性の強いイベントだと印
象に残っているんですが。

国 安：おそらくJCメンバーの多くがかかわったイベントで
JCの事業ではなかったと思います。

局 長：ああ、そうなんですか。中心になって動いていたの
で・・・。最近はどんな事業があるんですか？

国 安：大きなものを挙げますと、2005年のミュージカル

「なまはげのカン」、
2006年の「高清水
の丘　歴史ロマン
コースツアー」、継
続事業の「あきた
人間力大賞」とか
ですね。今年は創
立55周年記念事業
が大森山動物園で
10月21日(日)に開催
予定です。昔の遊
びや郷土かるた、
挨拶励行やザリガ
ニ釣りなどのブー
スを用意して子供
をターゲットに
「あきたらしい慣習
の継承」を目指し
た事業です。

局 長：日曜日なんですか。
おもしろそうな事業なのに、ローカルニュースの枠
が少ない曜日ですね。そこも壁のひとつかもしれま
せん。今って情報が満載で、ネットを開けば取材し
なくても一応原稿ができてしまうような時代ですよ
ね。それでは取材者として失格なんだけど・・・で
も、最終的に「情報のやりとり」は「人と人のつな
がり」なんですよ。特に「お酒」っていうアイテム
が入れば「胸襟を開いた深いおつきあい」ができる
じゃないですか（笑）

国 安：そうですね、程度を間違わなければ仲良くなれる魔
法のアイテムですね（笑）

局 長：私は、昔はしょっちゅう程度を間違えていましたけ
ど・・・でもね、せっかくのコミュニケーションが
内向きにばかりなっていたらだめだよね。若いアナ
ウンサーをみていても、外とのかかわりを持たず仲
間だけでまとまろうとする傾向があるように思えま
す。そうすると、そこで何かがあったとき自分の居
場所がなくなってしまうんだよね。会社の仲間はも
ちろん、カラオケや麻雀、趣味の仲間がいて当然で
しょう。「出会うこと」「外を向くこと」を忘れない
でほしいと思います。

国 安：そういう意味ではJCメンバーは比較的得意かもしれ
ません。団体自体が異業種の集まりなんで。

局 長：ええ、すばらしい団体だと思います。事業もいろい
ろやっているようだし、今後は「このすばらしい事
業を伝える努力」を考えていけばいいんじゃないで
すか？　「1対1のつきあい」を大切にしていけばき
っと難しいことではないと思いますよ。
ところで、昔のJCには政治家を目指す人とかいた
けど、最近はどうなの？　「俺が秋田を変えてや
る！」くらいのパワーと志を持った元気な30代はい
ないのかな？

国 安：うう～ん。諸先輩が大きすぎるからなのか、その時
代と比較するとちょっと「おとなしくておりこうさ
ん」かもしれません。

局 長：出る杭は打たれる秋田だけど、ぜひがんばってくだ
さい。先日の公開討論会もJCがかかわっていたでし
ょう？　あの機動力もすごいと思いますよ。

国 安：照れますね・・・。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



三大会議も残すところ全国会員大会 帯広大会のみとな
りました。
参加できる方は是非参加しましょう。
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大懇親会ではHIROMI GOがきますよ。
総務広報委員会　委員　渋谷　守寿

●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。

野球同好会
東北大会に出場しました
平成19年8月18日（土）にシェルコム仙台にて東北ブ

ロック野球大会が開催されました。例会翌日、しかも
朝4：30出発という厳しいスケジュールでしたが、全国
大会出場を目指し、選手一丸となり気合で望みました。
しかし、初戦で岩手県代表水沢JCチームに10対2で敗
れてしまいました。東北ブロックのレベルの高さを痛
感し、今後一層の練習を重ね来年こそ全国大会出場に
向け頑張ります。

ソーラーカー同好会
私が所属してい

るソーラーカー同
好会は、今年も大
潟村で開催された
「ワールド・ソー
ラーカー・ラリー
（7月27日～29日）」
に参加してきまし
た。成績はアクシ
デントもあり、よ

秋田JC竿燈会
思いやりの心、ありがとう！
8月3日の午前5時半、なぜか目が覚めた。普段より2

時間も早い。
そう言えば、今日から竿燈まつり。毎年竿燈まつりは、
初日の3日に千秋公園にある秋田八幡神社に参拝し御幣
をいただきにいくことから始まります．我が秋田青年
会議所竿燈会でこの御幣をいただきにいくのは、代表
者を含め3名程度で、私も10年間程御幣をいただきに伺
っていました。本年、執行部から外れたので、八幡神
社に参拝しに行かなくなりましたが、どうも体は憶え
ているようです。折角なので、自宅から午前６時に八
幡神社の方向に向かって、拍手を打ちました。「今年の
竿燈まつりが事故やケガなど無く、携わる全ての人が
楽しくお祭りに参加出来ますように！」と。
夜になり、さぁ、まつり本番、なぜか風が強いよう

で、観光客もちょっと少なめ・・・。そう、台風が接

くなかったのですが、土曜の夜は例年通り大会会場に
隣接するキャンプ場にテントを張り、某先輩の手料理
に舌鼓を打ちながらの懇親会（兼反省会）を催しまし
た。
私は所用により後れての参加でしたが、絶品料理を

食し楽しいひと時を過ごしました。メンバーの大多数
はこの土曜の夜のキャンプが楽しくて毎年参加してい
ると言っても過言ではありません。でも実はこの「ワ
ールド・ソーラーカー・ラリー」は年々参加チームが
減少し、来年は開催できるかどうかもわからないのが
現状です。 出向理事　松本　繁

近しているの
だ。雨は降っ
てないようだ
が風は結構あ
る。それでも
差手（竿燈演
技者）は、風
に負けないよ
う頑張って演
技 を し て い
る。小若（子
供竿燈）も頑張っているようだ。そう、最終日6日の昼
前に、小若妙技会もあるから、力が入るのは当然かも
しれない。結局、まつり期間4日間を通じて、風の影響
から竿が折れるなどのハプニングなどもあったが、大
きな事故や参加者及び観覧者にケガもなく、無事終了。
秋田青年会議所竿燈会　直前代表　青井智

最後に皆様からの多くの御声援を賜り、厚く御礼を
申し上げます。

総務広報委員会（野球同好会） 能登谷　正人


