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10月21日（日）大森山動物園において創立55周年記
念事業「あきたふれ愛フェスタ」～ミルヴェさ行ぐベ
～を開催いたしました。
当日は前々日からの荒れ模様の天気から一転、事業

開始時間にはすっかり雨も上がり、概ね晴天の中、事
業が開催されました。
この事業は幅広い世代との交流を通して、「ふれ愛」

「認め愛」「助け愛」の三愛精神を育み、あきたらしさ
を再発見し、市民の皆さんに郷土愛を育んでいただき
たいとの想いで開催いたしました。更にはこの事業を
市民の皆さんと共に作り上げることによってその想い

が幅広く共有できるのではないかと考え、準備の段階
から諸団体の皆様と共に行なわせていただきました。
事業当日はスタッフ含め約1,500名の市民の皆さんとふ
れ合うことができました。ご来場いただいた市民の皆
様の笑顔、設営していただいた協力団体の皆さんやＪ
Ｃメンバーの
笑顔を見て、
この事業の開
催がそれに沿
ったものと確
信できました。
この事業に

ご協力いただ
いた市民の皆
様、会場とさ
せていただい
た大森山動物
園の皆様、約10ヶ月に渡り事業を共に作り上げていた
だいた諸団体の皆様、我々の想いに歩調を合わせ、ご
協力いただき、本当にありがとうございました。
我々はこれからも「あきたに生まれ、あきたで育っ

て本当に良かった」と全ての人々が思えるような「心
豊かな社会の実現」を目指して市民の皆様と共に歩ん
でまいりたいと思います。

創立55周年記念事業部会　部会長　及川　正

10月21日（日）、多くの参加者及び協力者の皆様力を
お借りして、約1年間企画して参りました「あきたふれ
愛フェスタ」を無事終えることが出来ました。
この事業を通して、地域において薄れつつある大切

なことをどうにかしたいという理事長の「想い」を地
域の方々にお伝えすることを目指して参りましたが、
今回の事業はあくまで「きっかけつくり」であり、こ
れからこの事業に参加していただいた方々の意識が変
わり、地域を巻き込んだ運動に展開するよう、これか
らも引き続き行動していかなければなりません。

多くの方々から意見を頂戴し、多くの方々と一緒に
なって企画しました。そして、多くの方々と共に事業
を準備・実施し、幅広い世代の地域の方々に参加して
いただきました。人と人が集うことにより、大きな力
が生まれることを改めて感じました。この大きな力を
さらに大きくし、あきたが元気で明るいまちになるよ
うにこれからも行動して参ります。
本当にありがとうございました。

世代間協働推進委員会　委員長　進藤　史明
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去る10月25日（木）、秋田大学教育文化学部附属小学
校４年Ｃ組において、人間力開発プログラムを実施さ
せていただき、我々（社）秋田青年会議所から進藤理
事長を始めとする12名のメンバーが参加致しました。
「物を大切にする心」と「他人を思いやる気持ち」

を小学生に意識し、膨らませてもらいたいという趣旨
のプログラムでしたが、子供たちはDVD「学の夏休み」
を見て感じたことや自分の考えを積極的に発言するな
ど、クラス全員参加の有意義な授業となりました。
『清美はどうしてサンダルを大切にしていたの？』

という問いを通じて、人にはそれぞれ大切にしている
ものがあり、それは互いに思いやりを持って尊重しな
ければならないといったことを感じ取ってもらえたと
思います。
最後は進行役である金子委員長から“自分が大切に

している物”ということで、ガンズアンドローゼスの
LP、ライブ盤CD、ライブチケットを披露しました。
ジャケットの一部分が良い子には見せられないという

ことで紙が貼ってあるなどのご愛嬌もありましたが、
子供たちは興味津々で手に取り、この日一番の盛り上
がりとなりました。
今回のプログラムで、小学4年生の子供たちが予想以上
にしっかりとした道徳心や感じる力を持っていること
に驚いたとともに、我々大人が子供たちの良きお手本
や目標となり得ているのかということについて自らを
省みる必要を感じました。
最後になりますが、本プログラムの趣旨をご理解い

ただき、快く実施させてくださった秋田大学教育文化
学部附属小学校の佐藤校長先生、山岡副校長先生、意
見交換会とプログラム実施におきまして多大なるご協
力・ご助言をいただきました小室先生に深く感謝申し
上げます。ありがとうございました。

人間力推進委員会　池田　賢

来たる11月14日、19時より（JCメンバーは18：30～）
「手を取り合おう、活力と魅力あるまち　あきたの創造
へ向けて」をテーマとした例会を行います。
第一部の講師は、長野県小布施町の酒造メーカーの

再建にかかわった、セーラ・マリ・カミングス氏です。
セーラ氏は「まずは地域から」と、彼女が持つ卓越し
たバイタリティと人間力をもって小布施のまちづくり
に取り組み、周囲に大きな影響を与え、この地域を大
きく活性化させました。

第二部では、秋田市都市整備部の中澤部長からもご
参加いただき、地域が連携した「あきたらしい」まち
づくりについて、JC事業の検証も含め、セーラ氏とと
もに語っていただきます。
我々の今後の活動にとって非常に参考になるお話が

聞けるかと思います。皆様のご参加をお待ちしていま
す。

地域連携推進委員会　委員長　渡辺　毅
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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？

社 長：ええ、よく目に付く事業をやっている団体だと思い
ます。若手の経済人の集まりですよね。最近の事業
を詳しく知っている訳じゃないですが、アドバルー
ンみたいに目立つ割に、骨太さが少ないような印象
を受けますね。

国 安：そうですか。具体的にどういう感じか教えて下さい。
社 長：クリーンアップ事業ってありましたよね。あの始ま

りの際に尽力した方で「きかわひろし」さんという
方がおるんです。あの当時、全国的にも初めての試
みで、画期的な事業だったと思います。そんなすば
らしい事業が、今も大事に継承されているかと言え
ば・・・残念ながら「特定の日にみんなで秋田を掃
除すればいい」というカタチだけの事業になってし
まって、当時の気概や目標が薄れてしまっている印
象があるんです。当時の関係者にとっては残念なこ
とではないでしょうか。

国 安：なるほど、そうかもしれませんね。言い訳になりま
すが、あの事業は数年前から行政に移管されていて、
秋田青年会議所はサポート役に回ってしまったんで
す。JC＝クリーンアップというイメージがある方に
とってみれば、ちょっと方向が違っているかもしれ
ません。

社 長：そうなんですか。あれは全国初の試みだったから、
秋田をアピールする絶好のチャンスだったんです
よ。大事に継続してくれれば、秋田の地域力にも役
立つアイテムだったと思います。当時の関係者は寂
しいですよね。きかわさんは保健知識もあったから、
クリーンアップ＝ゴミ拾いではなく、公衆衛生や個
人の健康管理も気を配りながら着地点を考えていま
したからね。行政は「やればいい」という傾向が強
いですから、ああいう事業はJCが継続するべきだっ
たと思います。上っ面のパフォーマンスで終わって
はいけないんですよ。

国 安：そうですね。私た
ちはイベント屋で
はないのですか
ら、目的意識を持
って継続すべき事
業をもっと検証す
べきなのですね。
実は今年「戦略的
な情報発信を」と
いう目標で動いて
いて、「まずJCを
知ってもらおう」
とPRしている部分
があるんですが、
この辺はどう思わ
れますか？

社 長：「集まれ」と言っ
て集まった人と、
「集まろう」と思
って集まった人では、全然気持ちが違うんですよ。
本当に今為すべきことがあるのなら、誰にも理解さ
れず、地味に少人数で始めても構わないと思います。
いいことは必ず誰かが見ています。またクリーンア
ップに例えてしまいますが、大きくやるイベントと
してのクリーンアップは年1回でもいいんです。集
大成として成功させるために、月1回とか、週1回と
か自分たちの周りだけでも掃除していたり、決まっ
た範囲のゴミ拾いをやってみたりしていれば、それ
だけで「ああ、いつも掃除している人たちがやるイ
ベントなんだ」という認識で人々は「集まろう」と

思って参加してくれるはずなんです。そのときに
「ところでいつも掃除している人たちって誰なん
だ？」「JCっていう団体みたいだよ」と広がってい
くんです。この方がずっとスマートですよね。上っ
面のパフォーマンスは、たとえそのとき成功して見
えても心に浸みていきません。

国 安：なるほど！　まずは宣伝、ではなく個人の地道な行
動の積み重ねですね。順番が違うということですね。
ありがとうございます。

社 長：そうそう、特に今の秋田はいろいろ大変じゃないで
すか。そんな中で、自分がやるべきことを計画を立
ててキチンと全うしておけば、おのずと結果はつい
てくると思います。「いいふりこいた見せびらかし」
はすぐにばれますよ。先ほども言いましたが、足は
遅いけれども「いいこと」は必ず伝わるんです。こ
れこそ「戦略的な情報発信」ですよ。

国 安：看板をわざわざ挙げなくても、名前を連呼しなくて
も、みんなが知りたくなるような行動を取ればオー
ルOKということですね。ものすごく参考になりまし
た。ありがとうございました。
聞き手：総務広報委員会　国安　忍



55周年記念事業第２弾『あきたふれ愛フェスタ　～
ミルヴェさ行くべ～　』皆様お疲れ様でした。世代を
越えた参加者の皆様と、我々メンバーの雨にも風にも
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負けない笑顔が凄く印象的でした。
本年度ＪＣ活動もあとわずか、団結して頑張りましょ
う！　　　　　　　　総務広報委員会　能登谷　正人

●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。

＜はじめに＞
昨今の日本経済は、長期的な

景気回復が続き、新たな成長へ
向けた基盤が確保されていると
言われています。しかし、秋田
に根を下ろして経済活動をして
いる我々のうち、どれだけの
人々がこの言葉を実感できてい
るのでしょうか。いったいどこ
の国の話なのか、言い換えれば
「秋田は日本ではないのか」と
まで思ってしまう現実に、我々
は「不安」や「憤り」を抱えて
いるのです。また、行き過ぎた

経済至上主義が様々な社会的弱者を生み出し、大きな社会
問題となっています。
経済や社会の諸問題に立ち向かう時、「青年会議所とし

て何をすべきか」を論ずるより、時代が解決を求めている
喫緊の問題が何であるのかを真摯に受け止め、そして対立
や困難を恐れないという気概を伴った行動力こそ、青年会
議所に対して多くの人々が求めていることだと考えます。
事業の成果だけを追い求め、早急に結論を導かねばならな
いという過度の気負いからは市民の心を動かす事業は生ま
れません。むしろ結論が出し辛い社会問題に、勇気と気概
を持って真正面から立ち向かっていく姿に人は心を動かさ
れるのではないでしょうか。
いつの時代も我々青年会議所は、明るい豊かな社会の実

現のために、「現状を打破するような、現状とは異なる枠
組みの変化」、即ち「パラダイムシフト」を敏感に感じ取
り、様々な運動に反映できる団体でなくてはならないと考
えます。
＜少子・高齢化社会に向けた取組み＞
「西暦２０３５年、秋田県の人口が７８万３千人になる」
厚生労働省が発表したこの数字を皆さんはどのように受け
止めているのでしょうか。これまで我々が秋田に対して抱
いていた「郷土愛」、そして秋田人であることの「誇り」
ですら奪ってしまうことを意味してはいないでしょうか。
しかし、我々が混沌という未知の可能性を切り拓かんとす
る青年であるのならば、この数字は「秋田に生きる全ての
人々は、人口減、少子・高齢化社会の生き方を日本で最も
早く考えなさい」、と語り掛けているのだと捉えるべきで
す。扇動的な言葉や数字に惑わされず、また「時代の傍観
者」になることなく、「今の秋田は十数年後の日本の姿な
のだ」という発想の転換も求められているのです。
30年後に現出する社会の責任者は他の誰でもなく、今を

生きる我々青年であることを肝に銘じて、自らの手で未来
予想図をしっかりと描き、まずはメンバーやその企業が範
となって、来るべき「少子・高齢化社会」への明るい展望
を内外に示して行きたいと考えます。

＜身近なコミュニティーの再生
～市民・行政と連携したまちづくり～＞

近年、「地域間格差」という言葉に代表されるように、
あらゆる場面で「地域」というキーワードが使われており
ます。しかし地域の担い手の高齢化や公共心の欠如等によ
り、「町内」や「学区」といった我々にとってより身近な
存在である地域への愛情や、そのコミュニティーへの帰属
意識が薄れてきている気がしてなりません。「誇り溢れる
まちあきた」創造のためには、まず身近で小さなコミュニ
ティーの再生から始めて行くことが大切だと考えます。市
民や行政との連携を強く意識しつつ、我々が日々暮らして
いる身近な地域の「街並み」や「歴史」、そして「伝統」
を見つめ直すことで、地域愛や帰属意識向上を目指した
「身近なコミュニティー再生」運動を展開して参ります。
＜誇り溢れるまちあきたの創造＞
「コミュニティーの再生」に限らず、自らの地域にある

文化や伝統、そして歴史やその歴史を築いてきた先人達に
対する「誇り」を持つことを、時代は強く求めているので
はないでしょうか。この時代の要請に応えるべく、幅広い
世代の人々が集い生きがいや郷土愛を育むことで、日本に
生まれたこと、そして秋田に生きていることを「誇り」に
感じる運動を展開して参ります。また、地域が誇るべき自
然環境の保護運動や、五感で感じる様々な体験事業を通し
て、未来を担う子供たちの育成事業を行い、秋田にある有
形無形の「誇り」を伝えることも我々に課せられた重要な
責務だと考えます。これらの運動を継続的に展開すること
は、メンバー一人ひとりが秋田に誇りを持つことにも繋が
り、延いては「誇り溢れるまちあきた」の創造を推進する
原動力になるものと確信します。
＜新公益法人制度への対応＞
2008年、新公益法人制度に関わる法律が施行されます。

これまでに得た制度改革対応の知識や、議論を重ねてきた
組織進化のあり方を十分に踏まえたうえで、新法人格取得
申請年度の決定をも視野に入れ、より具体的な制度対応を
行って参ります。同時に、我々メンバー企業の企業力向上
を図ることで組織基盤をより安定させること、そして会員
相互の絆や友情を育むことで青年会議所運動の活力源を培
うことは「新制度対応と並列」であると捉えて、活力ある
組織づくりを行って参ります。

「経済、社会、文化等に関する諸問題を調査研究して国
内諸団体と協力し、日本経済の正しい発展を図る」・・・
これは定款第３条にある社団法人秋田青年会議所の活動目
的を定めた条文です。
我々はこの言葉を今一度強く胸に刻み、どんな困難な問

題にも青年らしく、そして青年であることを「力」に変え
て、社会変革運動を「不屈の精神」で邁進して参ります。


