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共に心躍る未来へ 「やりましょう！」
東北の心躍る未来へ 胆識をもって挑戦し続けよう
責任と覚悟を持って挑戦しよう 夢と笑顔溢れる「やまがた」の実現に向けて
Ｂｅ Tｏｇｅｔｈｅｒ ～共に歩まん～

ご 挨 拶
公益社団法人山形青年会議所
２０１９年度 第６４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ことに心から感謝
御礼申し上げます。
本年は、「Ｂｅ Ｔｏｇｅｔｈｅｒ～共に歩まん
～」のスローガンのもと、メンバー一丸となって、
市民の皆様をはじめ、行政や関係諸団体の方々と
共に、魅力溢れる山形の実現に向けて、様々な活
動や運動を展開して参りました。
まず、７月には、次世代育成事業として、これ
までも各種事業を行ってきた飛島を舞台に「わく
わく飛島探検隊 iｎ２０１９」を開催しました。子
ども達の飛躍的成長を感じることができ、成功体
験を積み重ねていくことで挑戦することに喜びを
感じる人材の育成、他者の気持ちを理解し様々な
問題に対処できる子どもの育成に十分に寄与した
ものと考えております。
また、８月には、やまがたの夏の風物詩であり、
我々の一大事業でもあります「第４０回山形大花
火大会」を本年も市民サポーターをはじめ多くの
皆様にご協力を頂戴しながら開催致しました。当
日は晴天にも恵まれ、大会テーマ「『輪』～歴史と
ご縁をかさねがさね～」のもと、観覧者の皆様に
最高の笑顔と感動をお届けすることができました。
加えて、本年は、県内初となる地上波テレビ生中
継を行い、会場外の多くの方々に向けて、同様の

手 塚 孝 樹

笑顔と感動をお届けできたものと考えております。
そして、１０月には、公開例会として、昨年に引
き続き３回目となる「やまがたラム☆フェスタ２
０１９」を開催し、山形発祥ともいわれるジンギ
スカンを市民の皆様に食していただきながら、食
文化を通して山形の新たな魅力を発信することが
できました。
なお、メンバーの飛躍的な成長のために、本年
も会員拡大活動に力を入れてきましたが、皆様方
のご協力により２２名の新入会員を迎えることが
できました。今後の山形青年会議所を牽引する人
財として、多くの人との出会いや様々な機会のも
とで幅広い経験を積んでいくものと期待しており
ます。
結びに、２０１９年度一年間の活動を通し、行
政をはじめとする関係諸団体、多くの市民の皆様
より多大なるご協力をいただくことができました。
これもひとえにメンバーとそのご家族の深いご理
解とご協力、そしてこれまで諸先輩方が築き上げ
てこられた歴史や多くの輝かしい功績の賜物と心
から感謝を申し上げます。来年６５年目を迎える
山形青年会議所に対しましても、本年同様、引き
続きの温かいご支援を賜りますようお願い申し上
げ、御礼とさせていただきます。一年間、本当に
ありがとうございました。

http://www.yamagatajc.or.jp
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委員会事業報告

2019 年度 新入会員紹介
新入会員代表挨拶
この度山形青年会議所の一員として迎えていただき、新入会員一同
心から感謝しております。今後多くの事業に携わる中で、一つひとつ
の出会いを大切にし、地元山形が益々活力に満ち溢れるよう、仲間と
共に頑張って参る所存です。何卒、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願
い申し上げます。

2019 年度 新入会員会長

今野雄貴

第４０回 山形大花火大会 御礼

勤務先：㈱市村工務店
花火大会特別委員会
特別委員長

荒井要雄

毎年多くの観覧者で賑わう山形大花火大会ですが、本年は
「輪～歴史とご縁をかさねがさね～」のテーマのもと、晴天
にも恵まれ、事故もなく無事に開催する事が出来ました。ご
協賛を頂いた方々、その他様々な面よりご協力を頂きました
皆様に心より御礼申し上げます。今年の目玉は第４０回の節
目の大会という事もあり、例年以上に煙火代へ予算をかけ、
より迫力ある演出を行う事が出来ました。また、
ＴＶの生中
継を初めて行いましたが、こちらも大好評に終える事が出来
ました。来年以降も観覧者の笑顔のために発展していくこと
をお祈りいたします。

１０月公開例会 ご報告

粟野健治

大久保徳朗

勤務先：社会福祉法人
山形市社会福祉協議会

勤務先：㈱大久保硝子店

奥山

卓

勤務先：㈱奥山電気工事

小関友栄
勤務先：山形日産自動車㈱

小鷹

舞

勤務先：㈱山形テレビ

地域リーダー創成委員会
委員長

髙橋将史

去る１０月６日（日）、山形ビッグウイン
グ国際交流広場にて１０月公開例会『ＹＡ
ＭＡＧＡＴＡラム☆フェスタ２０１９』を
開催いたしました。当日は３５０名を超え
る一般市民の方々よりご来場をいただき、山形市発祥とも云われる「ジンギスカン」をテー
マに、バーベキュー感覚で楽しむ「試食ブース」、ジンギスカン発祥の地とされる蔵王出
身で、オリンピック冬季競技大会の日本代表である斯波正樹様のご講演、さらに当地に
おけるジンギスカン文化の歴史的背景、現代における食文化としてのジンギスカンの形
をわかりやすくメンバーで寸劇するなど観光振興にチャレンジする事業となりました。
皆様のご協力誠にありがとうございました。

山形ＪＣシニアクラブと現役メンバーとの交流会 ご報告
小松壮一

齋藤貴洋

佐竹雄大

佐藤大奨

佐野隆志

勤務先：㈱こまつ書店

勤務先：㈱斎藤自動車解体店

勤務先：ラッキーバッグ㈱

勤務先：山形放送㈱

勤務先：㈱佐のちゃん

会員交流委員会
委員長

吉田昌平
斯波隆行

庄司里沙

進藤正和

晋道勇一

髙橋弘樹

勤務先：㈲フロムハート

勤務先：山形資源㈱

勤務先：大同生命保険㈱

勤務先：進和ラベル印刷㈱

勤務先：建板工業㈱

武田陽佑

花輪俊介

勤務先：光進産業㈱

勤務先：㈱ W r e a t h

平原万匡

松田卓也

柳堀貴史

勤務先：㈱ K a p i l i - N a 勤務先：松田卓也公認会計士事務所 勤務先：㈱エム・エス・アイ

山口

９月１９日（木）、山形グランドホテルに
て「山形ＪＣシニアクラブと現役メンバー
との交流会」を開催致しました。これまで
のＪＣの歴史や、現在の山形ＪＣの活動状況などの情報を共有する貴重な機会となりま
した。今年度は賀詞交歓会から本交流会まで、山形ＪＣシニアクラブの皆様とは多くの
交流の機会を頂戴する年となりました。山形ＪＣの歴史と伝統と想いを、過去から現在、
そして未来へとつなげる機会となったのであれば、設営委員会としては幸甚の極みです。
当日はお忙しい中、多くの方よりご参加賜り、誠にありがとうございました。今後とも
変わらぬご指導ご鞭撻をいただければ幸いです。

第６８回全国大会富山大会のご報告

礎

勤務先：蔵王めぐみ幼稚園

渉外支援委員会
委員長

小野裕史

１０月１０日（木）～１０月１３日（日）富山市にて、
第６８回全国大会富山大会が開催されました。
「新陳代謝」を大会テーマに掲げ、常に環境や状態に適応し
新しいものに変化していくことで誰もが挑戦することがで
きる社会を目指した大会として、各地の同志たちが富山の
地に一堂に会しました。山形ＪＣからは手塚孝樹理事長をはじめ、１７名のメンバーで
参加して参りました。強い大型の台風１９号が日本列島を襲い大会３日目のファンクショ
ンが全て中止となる異例の大会でしたが、参加したメンバーの絆を深め、また最終日に
開催された卒業式典では、卒業生が全国の舞台で華々しくご卒業されました。以上を持
ちましてご報告とさせていただきます。
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2019 年度 卒業生のご紹介

出向者報告

卒業生の会会長挨拶

2019 年度卒業生の会 会長

落合康弘
入会年度：平成 25 年
勤務先：㈱東北仮設サービス

公益社団法人日本青年会議所

２０１９年度卒業生の会「羊たちの☆放牧」会長の役を仰せつか
りました落合康弘と申します。私たち１８名の卒業生は、各々のＪ
Ｃヒストリーの中で培った経験と築き上げた友情を胸に再び始まる
ドラマに向かっていきます。これまで携わっていただきました皆様
本当にありがとうございました。現役会員の皆様におかれましては
各々の素晴らしいＪＣヒストリーを刻んでいけますことをご祈念申
し上げます。本当にありがとうございました。

ＪＣ拡大会議
委 員

鈴木

純

本年、公益社団法人日本青年会議所 ＪＣ拡
大会議に出向させていただきました。ＬＯＭの会
員数増加の支援を行うとともに、運動を持続さ
せるために、社会の変化に合った入会対象者が
求める青年会議所のあり方を議論し、組織を拡大することを邁進
してまいりました。京都会議、総会及びサマーカンファレンスに
おきましては、拡大セミナー開催させていただき、多くのメンバー
から参加いただきました。本年、理事長をはじめＬＯＭメンバー
の皆様からたくさんのご支援をいただきましたことに御礼申し上
げます。1 年間、ありがとうございました。

公益社団法人日本青年会議所 東北地区協議会

會田智浩
入会年度：平成 26 年
勤務先：㈱ライフアンサージ

浅野和宏
入会年度：平成 27 年
勤務先：伊藤公認会計士事務所

荒井要雄
入会年度：平成 17
勤務先：ＴＳプラザマネジメント㈱

石川晴久
入会年度：平成 28 年
勤務先：㈱南陽総建

大沼瑞穂
入会年度：平成 25 年

東北ゼミナール委員会
ゼミナール生

鈴木健博

奥山孝行
入会年度：平成 19 年
勤務先：㈲鈴木サービス

小島重治
入会年度：平成 24 年
勤務先：㈱ジョインセレモニー

黒澤利通
入会年度：平成 19 年
勤務先：テルス㈱

小林一也
入会年度：平成 26 年
勤務先：㈲シブエ自動車販売

小林伸太郎

公益社団法人日本青年会議所東北地区 山形ブロック協議会

入会年度：平成 24 年
勤務先：㈱アイン企画

アカデミー委員会
委員

後藤寛典
入会年度：平成 26 年
勤務先：山形建設㈱

堀野卓美
入会年度：平成 24 年
勤務先：㈱日比谷花壇
山形ユニット

佐藤吉紀
入会年度：平成 27 年
勤務先：㈱カネキチ材木店

室岡雄介
入会年度：平成 28 年
勤務先：㈱山形新聞社

鈴木

純

入会年度：平成 27 年
勤務先：共和防災建設㈱

武田義晴
入会年度：平成 25 年
勤務先：千歳不動産㈱

手塚孝樹
入会年度：平成 23 年
勤務先：弁護士法人
手塚・橋本法律事務所

この度、日本青年会議所東北地区協議会東北ゼミナール委員会
のゼミ生として出向させていただきました。本年は「ＪＡＹＣＥ
Ｅとして地域を牽引する覚悟と胆識を兼ね備えた圧倒的な人材」
をテーマに、計５回の講座に参加させていただきました。また東
北青年フォーラムのメインフォーラムの
設営もゼミナール委員会で担当させてい
ただき、落合博満氏をお招きし「未来を
切り開くチカラ」と題して講演をしてい
ただきました。
出向させていただくにあたり、理事長
をはじめ多くのメンバーからのご支援頂
戴したこと、改めて感謝申し上げます。
一年間ありがとうございました。

吉田英二

本年度アカデミー委員会委員として出向させて頂きました。
4 回のアカデミープログラムが開催され、鎌田会頭公式訪問の際
は青年会議所を通じたビジネス機会についてグループワーク形式
で学びました。鶴岡ブロック大会ではフードロス削減に焦点を当
て、廃棄食材を利用したゼリーを来場者に振る舞い SDGs 推進に
取り組みました。各プログラムを通して、青年会議所の理念、信
条に気付くことができ、また一つの事業を共に作り上げることで
他 LOM の方々とも交流を深められ、有意義な 1 年間となりました。
出向に際し、手塚理事長はじめ LOM メンバーの皆様に多大なる
ご支援を頂きましたこと、深く御礼申し上げます。ありがとうご
ざいました。

12 月クリスマス家族例会のご案内
来る１２月２２日（日）ホテルメトロポリタン山形にて行われます１２月クリスマス
家族例会についてご案内させていただきます。本例会は、日頃からご協力を賜ってお
りますメンバーのご家族、関係各所の皆様へ感謝の意を表し、次年度への決意を示す
本年最後の例会となります。当日は、和やかな雰囲気の中、ご家族皆様で楽しめるア
トラクションを企画しております。メンバー並びにそのご家族様の多数のご参加をお
待ち致しております。

ＡＳＰＡＣ５周年実行委員会
委員長

小林一也
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次年度理事長挨拶
公益社団法人山形青年会議所
２０２０年度 第６5 代理事長内定者

岩田雄治

深 秋 の 候、益 々 ご 健 勝 の
こととお喜び申し上げます。
平素は山形青年会議所の運動に対し、ご理解と
ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。私は、
公益社団法人山形青年会議所第６５代理事長を
務めます岩田雄治と申します。よろしくお願い
申し上げます。
改めまして、日頃より我々の活動に対して、
ご協力、ご支援を賜っております皆様、また６
４年という長きに渡り、この山形青年会議所の
歴史と伝統を紡いでいただいた先輩諸氏の皆様
に心から感謝を申し上げます。
さて、平成の時代が幕を降ろし、新たに令和の
時代が幕を開けました。社会の変化は、年々その
速度をあげており、社会構造もより複雑化してお
ります。効率と利便性が高まる一方、社会問題も
同様に複雑化し、変化を速めております。しかし、
我々には、先輩より脈々と受け継がれてきた故

郷を愛する心があります。不変のテーマである
「明るい豊かな社会の実現」に向け、青年らしく
情熱を焦がし、山積する問題を少しでも解決で
きるよう邁進致します。また、広く社会に目を
向けると同時に、我々自身も個人の資質向上か
ら組織全体の資質向上を図ります。地域に求め
られ続ける団体として、今、青年には何が求め
られているのか、社会人として当たり前のこと
ができているか、常に自己の課題と向き合い、
修練を続けます。
次年度は創立６５周年を迎えます。これまで
の運動をしっかりと検証することで、これから
の運動をより効果的に展開するよう努めます。
２０２０年度も、急変する社会情勢に迷い溺れ
ることなく、「理想のやまがたの実現」に向けて
運動を展開していく所存ですので、今後とも変
わらぬご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い
申し上げます。

会員拡大の御礼と PR

会員拡大特別会議
議長

鈴木

純

本年度は「一致団結」をテーマに掲げメンバー一丸となり拡大活動に
取り組んで参りました。皆様のご協力のお陰をもちまして、２２名の新
入会員を迎えることができました。心から感謝申し上げます。しかし、
メンバー数が１００名を下回る可能性がある状況に変わりありません。
次年度に良い形でバトンを繋ぐためにも、引き続き候補者情報のご提供
をお願い申し上げます。また、本年度入会した新入会員に対し、温かい
ご指導・ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

編集後記
日頃より山形青年会議所の活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
手塚理事長の下、「Ｂｅ ｔｏｇｅｔｈｅｒ～共に歩まん～」をスローガンに運動を展開して参りま
した２０１９年度も残すところあと僅かとなりました。この１年間、多大なご支援、ご協力を賜りま
した関係諸団体の皆様や、敬愛してやまない山形ＪＣシニアクラブの先輩諸兄の皆様、そして、多く
の市民の皆様には、重ねて厚く御礼を申し上げます。
本誌掲載の岩田次年度理事長内定者の挨拶のとおり、山形青年会議所は、次年度も明るい豊かな社
会の実現に向けて邁進する所存です。引続き、変わらぬご支援を賜りますよう何卒よろしくお願い申
し上げます。
２０１９年１１月 １７日発行 発行責任者 手塚 孝樹 編集責任者 阿部 則裕 編集 総務広報委員会

