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2018年度 2⽉例会

ビジネス交流会
〈 Day 〉 2018年2月23日
〈 Place 〉ホテルサンルート一関

青年会議所（JC)は明るい豊かな社会の実現を理想と
し、責任感と情熱をもった20歳～40歳の青年団体です。
「修練」「奉仕」「友情」の三つの信条のもと、より良い社
会づくりをめざし、さまざまな活動に積極的に取り組んで
います。

Top NewS

3月例会

歴史に思いを馳せ、先人の思いを胸に刻む
「地域文化継承～田村家と時の太鼓を学ぶ」開催

3月例会「地域文化継承～田村家と時の太鼓を学
ぶ～」を３月４日、玉林山長昌寺で開催しました。
田村家57代当主田村任顯様をお招きし、時の太鼓顕
彰会、炎舞会、長昌寺の檀家の皆様など約50名が参
加し、田村家と時の太鼓に関する理解を深めました。
講師には玉林山長昌寺11世阿部泰存住職。坂上田
村麻呂と田村家の関係や、時の太鼓が幕府に許可さ
れた理由などについて、ご講義いただきました。
講義の最後には、住職が自ら安置されてある初代
時の太鼓を鳴らし、体の芯にずっしり響く音色から
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Cover story

時の太鼓が刻んできた300年の歴史の重みを感じる
ことができました。
毎年夏まつりの2日目に行われている「二代目時
の太鼓大巡行」。この例会は、田村家や時の太鼓に
関する歴史的背景に知識を深め、特別な思いをもっ
て巡行に参加出来るよう企画しました。
檀家の皆様はじめ、多くの方々の力をお借りし
て3月例会を大成功を収めることができました。皆
さまへの感謝を示す為にも、夏まつりで多くの人を
巻き込み、一関に賑わいを創出して参ります。

: ２⽉例会「第2回青年ビジネス交流会」を開催しました。
「一関を地域を良くしたい」そんな想いを持った青年が
集ま
り、２月23日に第２回青年ビジネス交流会を開催しました。
青年ビジネス交流会は、地域で働く20～39歳が様々な意見を
交換できる機会として、昨年11月に初めて開催。今回も同様に、
ビジネス交流や人脈作りのきっかけとすること、また、一関JC
の活動の紹介や魅力を発信することを目的に開きました。
当日は、20名もの皆様にご参加いただき、そのうち数名が新
たに一関JCの仲間として活動していくこととなりました。これ
からも、このまちを思う若者同士がつながり、JCの活動や運動
のほか、地元の発展に貢献できるよう事業を展開していきます。

理 事 長 ・ 専 務
活 動 報 告

Somethings !

3月〜4月の

一関の「とっておき」紹介します

活動報告
【3月】
4日・3月例会、8日・第3回常任理事会、16日・第37回一関国際
ハーフマラソン大会実行(委)総会、17日・岩手ブロック協議会ア
カデミー第１講座、24日・日本JC 第157回総会、29日・第3回理
事会、31日・岩手ブロック協議会第３回会員会議所会議
【4月】
6日・東北地区協議会第4回役員会議（オブザーブ）、9日・会頭
公式訪問、12日・第4回常任理事会、14日・岩手ブロック協議会
アカデミー第２講座、15日・OB会（観桜会）、18日・田村神社例
大祭(一関八幡神社)、18日・一関市公共施設等総合管理計画第1
期中期計画(素案)、19日・一関・平泉ﾊﾞﾙｰﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行(委)委
員の委嘱・総会、21日・4月例会、22日・一関中央ライオンズク
ラブCN40周年記念式典、24日・一関もち食推進会議 定例総会
（参加未定）、26日・第4回理事会、28日・岩手ブロック協議会
第４回会員会議所会議
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Of

Academy

きずなを深め、 No,1
JCメンバーとして
自⼰成⻑を遂げる1年に
Report by Yuka Onodera

1 ⼆⼾で開かれた第2講座には、一関JCか
ら５名が参加／2 他LOMのメンバーとの
ワークショップは、自⼰成⻑の絶好の機
会／3 上田先輩の熱い思いを拝聴

「第35期いわてアカデミー開校式・記念講演」は2月4日、
水沢で開かれました。3月17日に行われた第1講座では、岩手
県公会堂で「本質を見極めるVMVセミナー」を受講。盛岡JC第
66代理事長中野美知子君を講師に迎え、JCの歴史と「Vision
（目的） 、Mission （使命） 、Values（価値観）」について学びま
した。第2講座は4月14、15の両日、二戸で開催。JCの先輩で
もある上田博和先輩を講師に迎え、熱のこもった講演を聞か
せていただきました。
アカデミーでしか出会えない「仲間」と「学び」を自らの
糧にし、一関の未来を担う一人として成長できるよう、志を
同じうする仲間と共に目いっぱい成長して参ります。

For Kids

⼤⾃然が堪能できる︕

東山の小川

PLACE︓東山町山⾕川

楽しみながら、大
自然に触れられる
隠れスポット。

夏のレジャーとい
えば「沢遊び」。東
山町には、沢ガニ
取りができるきれ
いな小川がありま
す。自然がいっぱ
いで、子供連れに
おすすめ。詳しい
場所などの情報は、
畠山副理事長へ。

花⾒の季節にぴったり

さくら菓子

For Lady

PLACE︓松栄堂
春の楽しみといえ
ば、お花見とさくら
菓子。松栄堂のさく
ら菓子は、はんなり
桃 色 で 、 一 口 かじ
れば桜の香りが口
い っ ぱ い に広 が り
ます。見ておいし
い、食べて二度お
いしい一品です。

Hot Spot

はんなりピンクと
ほんのり香る桜の
香りが⼄⼥⼼をく
すぐります。

リニューアルOPEN

和バルこじこじ蔵
PLACE︓一関市駅前

内装もますます
おしゃれに。ﾊｯﾋﾟｰｱ
ﾜｰには、ﾄﾞﾘﾝｸが半
額で楽しめます。

創作料理と日本
酒が楽しめる「和
Dinning 禅 」 が リ
ニューアルして、
駅前に帰ってきま
した。その名も
「和バルこじこじ
蔵」。一関の新名
所になること間違
いなしです。

Introduce
The CM

委員会紹介
「 事務局
」
私たちが
活動する

Jimukyoku

我々、事務局は「縁の下の力持ちになる！」を合言葉
に日々活動しております。
理事会や総会の準備をする中でJC全体の活動を理
解し運営する委員会組織であり、議案書チェックなどで
各委員会が事業にかける想いや苦労をいち早く知るこ
とができます。また、新年交賀会やお天気まつりなど対
外事業の運営もしております。
今年度の一関青年会議所が掲げるスローガン「勇往
邁進」。理事長はじめ、メンバーの歩みを力強く支えて
参ります。

熊谷 康

事務局長

Kou Kumagai

熊谷商事㈱ 専務取締役
2013年入会

新入会員が増え、大きく変わっ
ている一関JC。事務局は若いメン
バーで構成され、次⻑の2人も理事
として理事会に参加。それぞれが
責任のある職務を経験しています。
JCを⼒強く⽀えられるよう、そし
て、自分の成⻑が地域の活⼒にな
るよう精一杯成⻑して参ります。

美男美女

Member

共に活動するメンバーを紹介します。

専務理事

鈴木

(株)平野組

陽介

北上営業所所⻑ /

2013年入会

技術や知識、経験ではベテランには敵いませ
んが、チームワークではどの委員会にも負け
ません。事務局⻑を信じて一任します︕

事務局次長

熊谷

勝弥

(有)グリーン総業

取締役 /

2015年入会

ブロック出向では、LOM⽀援委員会を兼務し
ています。ブロック事業を成功させ、LOMに
持ち帰れるよう自⼰成⻑の一年にしたいです。

事務局次長

阿部

賢太郎

一関信用金庫駅前支店 /

2017年入会

会員一人ひとりのJCや地域に対する想い、そ
の思いに対する努⼒を組織全体に反映出来る
よう、寄り添った事務局運営をします。

委員

牛丸

翔太郎

日本住宅㈱北上支店 /

2017年入会

事務局として各委員会の事業が円滑に回るよ
う、事務局⻑を⽀えながら、学び多き一年と
なるよう頑張ります。

JC名言・格言集

By 理事長（JCアカデミー第1講座にて）
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熊⾕ 將彦

さん

一関出身・営業職
うお座

愛する子供たちのために豊かな街を
3人の女の子のイケメンパパの將彦さん。趣味
は映画観賞で、休みの日には家族でゆったり、温
泉や遠出をしています。ご自身も奥様も出身の一
関。その魅力は、磐井川の河川敷から見える四季
折々の風景です。
仕事の傍ら、学校や幼稚園の役員の活動を通し
て、児童の健全育成に取り組むイクメンでもある
將彦さん。一関を地域みんなで子供を育てる安心
安全な街にしたいと話してくれました。

入会のご案内

Enrollment Guidance

個人の資質を生かし、志を同じくする仲間と
切磋琢磨しながら、地域社会の発展を目指し
て活動しませんか︖
一関⻘年会議所は、地域社会の発展を真剣に
考え、様々な活動を展開している団体です。
メンバーは、経営者、一般会社員、公務員などに
よって構成されています。入会するにあたり、所属
部署や企業形態は関係はありません。
一人でも多くの入会を切に願っています。
入会に関するお問い合わせは▶

一般社団法人 一関⻘年会議所事務局
〒021-0881 一関市大町４-29なのはなプラザ４階
TEL︓0191-23-8639 / FAX︓0191-23-6451
MAIL︓ iseki78jc@mx4.et.tiki.ne.jp

