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ご 挨 拶
公益社団法人山形青年会議所
２０１８年度 第６３代理事長

平素より山形青年会議所の運動に対し深いご理
解とお力添えを賜っております事に心から感謝申
し上げます。
本年、山形青年会議所は「宿命に従い運命を切
り開く〜愛するやまがたのため、大切な人のため
に〜」のスローガンのもと、明るい豊かな社会の
実現に向け、地域や社会から必要とされる団体で
あり続けるためにも、会員の資質向上と組織向上
を図りながら魅力溢れる未来の山形の創造と実現
を目指し、様々な活動、運動を展開しております。
２月・４月・６月例会として、会員一人ひとり
が品格と三識（知識・見識・胆識）を兼ね備えた
地域を担うリーダーとなるよう会員向けの資質向
上例会を実施し、５月には山形市高瀬地区におき
まして、この地に古くから根付く伝統や文化に触
れていただくための公開例会を開催し、次世代を
担う子供たちとそのご家族の皆様に紅花染めや鯉
のぼり作りを体験していただきました。
そして同月末には、２０１４ＪＣＩ ＡＳＰＡＣ山
形大会から国内では４年ぶりとなりました２０１８
ＪＣＩ ＡＳＰＡＣ鹿 児 島 大 会 が 開 催 さ れ、海 外
姉妹ＪＣである香港シティ・レディーＪＣ、倉敷
ＪＣの皆様とも恒久的世界平和の実現に向け、ＵＮ
ＳＤＧｓにもコミットした３ＬＯＭ合同事業も実施

会員拡大委員会より

近 藤 英 雄

致しました。多くのメンバーで交流を図り相互
理解を深めることができたところでありますが、
今後も良き理解者、パートナーとしてより良い関
係性を築きながら引き続き共に歩みを進めて参り
たいと思います。
８月には山形の夏の風物詩として市民の皆さまに
支持され発展してきた山形大花火大会を本年も開
催致します。３９回目を迎える本大会は『満天』
～ 百 花 が 織 り な す 光 の 饗 宴 ～ を テ ー マ に 掲 げ、
安心・安全な大会運営を目指すことはもちろんの
こと、地域産業の発展や地域環境にも配慮しながら、
観覧者に大きな感動と笑顔を与え、未来の山形を
見据えた魅力溢れる大会の実現に向けて、しっかり
と準備を進めて参ります。
結びに、先輩諸兄が紡いでこられた価値ある歴史
と伝統を受け継ぎながら、今後もより良い事業や
運動を展開していくためには組織力の向上が必要
不可欠であります。年々会員数が減少している今、
７月の新入会員認証式に向け、熱い情熱と高い志を
持った新たなメンバーを一人でも多く迎えられる
よう会員拡大活動にメンバー一丸となって取り組
んでおりますので、皆様に於かれましては、山形
青年会議所に対し引き続きのご支援とご協力を
賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

仲間を求めています！

青年会議所では仲間との様々な活動を通して、
「明るい豊かな社会を築き上げる」ことを理想としています。

http://www.yamagatajc.or.jp
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第３９回 山形大花火大会ＰＲ
山形の夏の風物詩として夜空を彩り、山形市民をはじめ県内外多くの方々から愛されて
いる山形大花火大会は本年第３９回目を迎えます。
「満天～百花が織りなす光の饗宴～」の
大会テーマのもと、今年も８月１４日に須川河畔にて開催をいたします。
花火大会特別委員会
近年の社会状況から大会運営に関する協賛金など収入の減少により、全国的に花火大会
特別委員長
の規模縮小や中止の報道がなされているなか、お陰様で本年も昨年同規模の大会運営を
安藤太一郎
目指して委員会一同活動を進めております。
皆さんと山形大花火大会の歴史を少し振り返ってみたいと思います。
ご存知のとおり、
第１回の大会は１９８０
年
（昭和５５年）
に馬見ヶ崎河畔にて開催されました。
当時の打ち上げ花火は約１，０００発。
その他に馬見ヶ崎を
渡るナイアガラ花火や仕掛け花火もあり、
小さい頃に家族と一緒に会場へ足を運んだことを私もよく覚えており
ます。
その後、１９９９年
（平成１１年）
の第２０回大会を機に現在の須川河畔へ会場を移しましたが、その頃は山
本学園様のグラウンドが観覧会場、現在の特別桟敷会場が打ち上げ場所となっていました。
そして第２５回大会
より、
現在の打ち上げ場所と観覧会場の形へと変遷を遂げてきました。
現在では打ち上げ発数で約２０，
０００発
と県内最多、
会場内収容の観覧者数は約４０，
０００名と東北でも有数の花火大会へと成長してきました。
このように、これまでの歴史の中で会場や規模の移り変わりはありましたが、この３９年間、全く変わらな
い事もあります。それは、毎年８月１４日を楽しみにしてくださっている多くの観覧者の方々がいらっしゃる
こと。
そして大会当日に向けて時間を惜しんで活動してくれているＪＣメンバー・実行委員会メンバーの熱い
気持ちは揺るぐことはなかったと確信しています。連綿と受け継がれてきているこの気持ちを胸に、観覧者の
笑顔溢れる大会を目指してまいります。
結びになりますが、本年の大会におきましてもご後援、ご協力をいただく全ての皆様、ご協賛いただく企業・
個人の皆様、
そして打ち上げ会場をご提供いただく学校法人山本学園様に改めて感謝を申し上げますとともに、
大会成功へ向けて全力で邁進いたしますことをお誓い申し上げ、特別委員長としてのご挨拶とさせていただ
きます。

総務企画部会

部会長

丹野一史

設営防災部会

部会長

白田圭一

今回の見どころは県内随一の打ち上げ発数を誇る絢爛
豪華な花火はもちろんのこと、目玉として打ち上げ会場
西側からドローンによる花火の空撮を実施します。この
映像を特別桟敷会場の高精細ビジョントラックへ投影し、
ご来場された皆様に美しい花火と山形の夜景のコラボ映
像をお届けします。
また、打ち上げ会場で３６０°カメラによる花火のラ
イブ中継を行います。会場にいらっしゃることができな
い方にも、打ち上げから開花するまでの臨場感あふれる
大輪の花火の映像をお届けします。
今回も様々な企画で、皆様に花火の感動をお伝えします。

本大会より観覧会場名称が変更となります。
観覧会場は有料会場が３会場、無料会場が２会場
となります。
●特別桟敷会場…特別桟敷席のあるメインの観覧会場
●有料Ａ会場……反田橋西側の観覧会場
●有料Ｂ会場……協同の杜グラウンドの観覧会場
●無料①会場……山本学園グラウンド南側の観覧会場
●無料②会場……無料①会場南側の観覧会場
安心安全な会場設営を徹底し、観覧者の皆様に快
適に過ごして頂ける会場づくりを行って参ります。

渉外広報部会

警備交通部会

部会長

浦山

高

山形の風物詩「山形大花火大会」を開催していくに
あたりこれまで以上に幅広く協賛金募集活動を行って
おります。青年会議所現役メンバー、シニアの諸先輩
方、多くの企業様へ協賛金額に応じた各企画を提案し、
より発信力のある大会になるよう努めて参ります。
また、ふるさと納税、ＬＩＮＥスタンプを利用した
インターネット募金、街頭募金活動を実施致します。
特別さじき席販売の先行販売を６月２３日（土）〜６月
末日まで、通常販売を７月１日（日）〜８月１３日（月）
行います。皆様のご理解とご尽力の程何卒よろしく
お願い申し上げます。

部会長

星

雄介

本年も安心安全な警備体制を構築し、ご来場の
皆さまのスムーズな交通整備を行って参ります。
駐車場・バスの運行・タクシー乗降場所の指定等、
本年も抜かりなく準備させていただき、インター
ネットで詳しい交通アクセスを掲載いたします。
また、ＬＩＮＥ＠ご登録の方は当日の交通状況が
解る情報も配信する予定になっており、会場での
混雑軽減を行います。事前の準備や当日の警備に
関して、皆様のご尽力なくして成功は成し得ません。
何卒ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。

大会���
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ＡＳＰＡＣ鹿児島大会の報告
渉外支援委員会

委員長

鈴木

純

５月２４日（木）～２７日（日）の期間におきまして、城山ホテルを主会場に４日間の日程で
開催されました。
２０１４年ＡＳＰＡＣ山形大会開催以来、国内では４年ぶりの開催となるＡＳＰＡＣ鹿児島大会へ山形Ｊ
Ｃからは、近藤英雄理事長をはじめ、２８名で参加して参りました。
２６日には姉妹ＪＣである香港シティー・レディＪＣとの合同事業「シティハント」及び昼食会が開催され、
山形ＪＣから２１名、ベス理事長をはじめとする香港シティー・レディＪＣから１８名、三木浩一郎理事長を
はじめとする倉敷ＪＣからは７名、当日参加した他ＬＯＭメンバーが１０名ほど参加されました。スマート
フォンに頼らず班ごとにシティハント先を計画し、各ミッションを協力してクリアしておりました。昼食会で
は本事業を通じて姉妹ＪＣとさらなる友情と絆を深めてまいりました。
また、鹿児島アリーナで開催されたジャパンナイトでははながたベニちゃんが駆けつけ、つや姫、雪若丸の
試食提供を行い、多くの来場者に山形の豊かな風土が生み出したお米を体感していただきました。また、さく
らんぼーしやターポリン、ベニちゃんとの写真撮影などを通して国内外から鹿児島の地へ訪れたメンバーと
交流が盛んに行われ世界各地で活躍する数多の同志へ
「やまがた」
を広く周知できたのではないかと存じます。
さらに、ジャパンナイト終了後にはＬＯＭナイトを開催し、出向していただいているメンバーを含め１４名
が相集いで出向メンバーを労うことができました。
そして、大会最終日の総会Ⅲでは２０２０年度ＡＳＰＡＣ主管開催
地にカンボジアが決定しました。
ＡＳＰＡＣ鹿 児 島 大 会 の 参 加 に あ た り、姉 妹ＪＣで あ る 香 港 シ
ティー・レディＪＣと倉敷ＪＣとの交流を橋渡しでき、国内外の同志
たちとのふれあいを通じ、今後のＪＣ活動の糧となるような多くの学
びと気づきと得ることができました。
以上、ＡＳＰＡＣ鹿児島大会の参加報告とさせていただきます。

例会活動報告
資質向上委員会

委員長

齋藤源太

資質向上委員会の最初の担当例
会となりました２月例会では、メン
バーが地域や社会から求められる人財になるべく、
まずはＪＡＹＣＥＥとしての品格と山形青年会議所
メンバーとしての自覚を身につけていただくことを
目的に開催させていただきました。
例会では、
「委員会対抗格付けチェック」と題し、
各委員会が常識クイズやセレモニー実演形式の採点を通して、最後まで一流委員会に留まれるかを競い合い
楽しく学びました。例会を通し、代々山形青年会議所に受け継がれてきた行動規範、流儀、作法を学ぶ機会を創
出し、メンバーとして自覚を有する機会となったものと考えております。
そして、４月例会では地域や社会と共に成長するためのコミュニケーション能力の向上を目的とした例会
を実施させていただきました。メンバーには、外国人ボランティアの皆様と共に各種ゲームを通して日常使用
している日本語は使用せず、言葉の意思疎通ができない状況の中で、いかにコミュニケーションをとることが
できるかを体験しました。日本語以外の様々なコミュニケーションツールを身に付けるとともに、創意工夫次
第で意思疎通を図ることができるという自信を持つことができ、自ら進んで発信する姿勢を養うことができ
ました。
資質向上委員会では地域を担うリーダー育成のためのプログラムを、２月・４月・６月の例会に亘り実施
致します。
次回の６月例会では、地方の人口流出や地域間格差が問題となっている中、地域主導で地方創生に取り組む
ためにはどうすべきか、そして、その地方創生を牽引するリーダーとはどうあるべきかを、地方創生を牽引さ
れている「ヤマガタデザイン株式会社の山中大介様」をお招きした講師例会を開催いたします。この貴重な機
会を通じて更なる個人の成長と LOM 全体の資質向上の一助となりますよう、当委員会メンバー一同真摯に
向き合って取り組んで参りたいと思います。
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山形ＪＣじゃがいもクラブゴルフコンペのご案内

会員交流委員会
委員長

岡崎広一郎

９月２０日（木）蔵王カントリークラブにて山形ＪＣじゃがいもクラブゴルフコンペ、
また１０月中旬にはシニア交流会の開催を予定しています。入会年度の短いメンバーが
増えている中で、日頃より熱い想いや姿勢をもつ経験豊富な先輩方と交流させていただ
くことは山形青年会議所が今後事業を構築していく上でなくてはならないものでありま
す。昨年と同様に平日の開催となりますが、是非奮ってご参加いただきます様お願い申し
上げます。

サマーコンファレンス（合同ＬＯＭナイト）のご案内
７月２１日
（土）
、２２日
（日）
の２日間、パシフィコ横浜を会場としてサマーコンファレンス
２０１８が開催されます。そして、２１日（土）の夜にはべノア横浜ハマボールイアス店（横浜
駅西口から徒歩５分）にて、姉妹ＪＣである倉敷ＪＣとの合同ＬＯＭナイトを山形ＪＣ主導で
開催致します。
文化や環境が異なる地域で活動する倉敷ＪＣの同志の方々との親睦を深める
チャンスです。
皆様夏の横浜で楽しく熱い夜を共に過ごしましょう。

山形ブロック大会のご案内
第５１回山形ブロック大会が米沢ＪＣ主管のもと７月７日（土）米沢市上杉神社周辺で
開催されます。「なせば成る！地方創世！！〜米沢から広がる夢と笑顔溢れる「やまがた」
の創造〜」を大会スローガンとし、各種セレモニーをはじめ地域の若者たちが盛り上げる
山形ブロック協議会 「おしょうしなマルシェ」
等を開催致します。
ブロック大会運営委員会幹事
本年は副会長として手塚孝樹君をはじめ１２名の出向者を山形ブロック協議会へ輩出い
安部誠司
ただいております。新たな半世紀への第一歩となる重要な大会となっております。多くの
皆様のご参加をぜひお待ちしております。

東北青年フォーラムのご案内

東北地区協議会
東北青年フォーラム
運営委員会 委員

小林伸太郎

９月１日（土）２日（日）東北青年フォーラムｉｎ ＭＩＳＡＷＡが東北地区協議会主催、三沢ＪＣ
主管のもと青森県三沢市で開催されます。
「心を一つに ～飛び立とう和をもって未来へ～」を大会
スローガンに、三沢の地が織り成す精神と文化を体感することで、地方創生へ向け当事者意識を高め、
「和」と「結」の精神を兼ね備えた未来へ飛び立つ型破りな人財を創出し、結の精神溢れる東北を推し
進めることを目的としています。
本年は、会務担当副会長の庄司安宏君をはじめ８名が東北地区協議会へ出向させていただいており
ます。
「輝く東北」の実現に向け、多くのメンバーよりご参加いただきますようお願い申し上げます。

全国大会のご案内

日本青年会議所
国際会議支援委員会
委員

松本和丈

１０月４日（木）～７日（日）第６７回全国大会が宮崎ＪＣ主管のもと、宮崎県宮崎市で開催
されます。
「ひなたの心」で祖国を愛することを大会テーマに掲げ、万物に感謝する心を広げ、
感謝を以て誠を尽くし調和のとれた「個」の結集が生み出す有機的な結びつきを全国へ伝播
させ、愛と希望溢れる国 日本を創造することを目的とした大会になります。またＪＣ卒業
生の晴れ姿を全国の現役メンバーで称える記憶に残る大会になりますので、多くのメンバー
よりご参加いただけますようお願い申し上げます。
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編集後記
日頃より山形青年会議所の活動に対してご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。今年度
の活動をはじめて約半年、各々の運命を切り拓くべく活動を展開しております。山形の夏の風物詩と
なっております山形大花火大会をはじめ、各種大会開催も間近となって参りました。これからも山形
青年会議所の活動を『広報誌 蔵王』を通じて皆様にお届け致します。日々多大なるお力添えを頂戴し
ておりますが、何卒変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

２０１８年６月 ２２日発行 発行責任者 近藤 英雄 編集責任者 三浦 真守 編集 総務情報委員会

