Junior Chamber International Ichinoseki

TOBIRA
Let’s open the door for the future.

Team of Execute the Organization strategy

とびら
BECEMBER
Vol.

6

December 2018 Vol.6

Special Cover
2018年度 12⽉例会

卒業式
〈 Day 〉 2018年12月2日
〈 Place 〉ﾍﾞﾘｰﾉﾎﾃﾙ一関

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。
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一関ＪＣから５名が卒業
思い出巡り感謝溢れる心温まる式に
１２⽉例会「２０１８年度卒業式」

オルゴール調の音楽と数々の活動写真が流れ、
メンバーのエスコートと共に入場した５名の卒
業生。卒業生の席には、携わった事業をモチー
フにした似顔絵の記念品が並びます。
１２月２日、一関青年会議所２０１８年度１
２月例会「卒業式」がベリーノホテル一関にて、
行われました。式典は､メンバーやＯＢ先輩に
見守られる中で行われました。理事長から卒業
生がうけとった卒業証書には、一関ＪＣでの功
績や運動内容が。ＪＣで過ごした日々を振り返
り、両手で力強く受け取っていました。

２０１８年度

メンバーを代表して卒業生に向けた送辞には、
思い出話や印象的だった事業、卒業生と過ごし
た日々が綴られました。答辞には、入会のきっ
かけや蘇る思い出の数々が。笑いあり、涙あり
の一関ＪＣらしい卒業式なりました。
謝恩会では、サプライズムービーのほか、嗜
好を凝らした余興が行われ、卒業生への思いと
感謝が溢れる心温まる式となりました。
今年度を締めくくった卒業式。寂しさは募り
ますが、卒業生への感謝の気持ちでいっぱいで
す。これまで本当にありがとうございました。

平成 22 年度入会

菅原 公正

卒業生 か ら の

君
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もっちゃんらしく絶妙にいじってくれておもし
ろい送辞でした。もっちゃん的に演出で不満が
あったようですが自分的には最高でした。ありが
とうございました。
義理・人情
出来ない理由はない、出来る方法を探そう、で
きる努力をしよう、一人ひとりが前向きに行動を
起こすことで自分が変わります。自分の成⻑が会
社、地域の成⻑につながります。他人から影響受
けることも大事ですが他人に影響を与えられる力
強い地域のリーダーに成⻑さることを陰ながら応
援しています。一つ一つの出会いを大切に。

平成 25 年度入会

平成 25 年度入会

鈴木 陽介
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中村 雄介

君

私が酔っ払った時のくだりで、「ヒゲがチクチ
クして痛かった〜」という話。そうだったの
かぁぁぁ( ；∀；)・・・と気付かされました。
やったらわかる
メンバーの皆さんと、楽しく過ごした時間、考
え、悩みあった時間、多くの時間を共有し進んで
来たことを幸せに思います。そして、沢山の助力
を頂きありがとうございました。私が、卒業式の
答辞で述べさせて頂いた答辞が、皆さんに伝わり、
来年以降へ繋がって貰えれば嬉しく思います。
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まさか小野寺康君、千葉洋平君とお二人からも
温かいお言葉を頂けるとは思ってもおりませんでした。
最高の卒業式でした。ありがとうございました。
挑戦
多少の違いはあるかもしれないけれど、同じ志
をもっている仲間と、同じ目標に進む時間を過ご
せることは非常に有意義な事だと思います。
家族、仕事、JCとバランスを大切に頑張ってくだ
さい。

平成 27 年度入会

阿部 諭
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君

平成29年度入会

君

３年間という短い期間ではありましたが、私が
各委員会で活動してきた思いでぶかい、心にのこ
る送辞をいただきました。
忍耐力
事業でもこれだけの多くを学べる場所は無いと
思います。仕事の時間を割いてまでJCをやるのか
を問いかけた時に、仕事だけでは学べない事や人
とのコミュニケーション、また助けられた分、協
力する事の大切さを知ることになると思います。
JC活動、仕事、家族を両立するのは難しいと思い
ますが卒業するまでJCライフを楽しんで下さい。

小野寺
伸吾君
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２年間という短い期間ではありましたが、その
期間を振り返った感慨深い送辞をいただきました。
全部が心に残っています。
やりくり
貴重な今という時間を大切に、JCも仕事も家庭
も全力で取り組んでください。渦中は永遠に感じ
るものですが、必ず終わりは来ます。その終わり
を迎えた時にやり残したことはないと思えること
は幸せです。先に卒業を迎えたものとしてまだJC
ができる皆様に対し、尊敬と感謝と嫉妬を送りま
す。一関の未来はあなた方の肩に！

「地域の担い手を確保する事業を展開する」この大きな難しい

理 事 長 ・ 専 務

課題に対し、メンバーは、熱く議論し行動し成果をあげていただ
きました。初の試みの中で、不安が大きかったと思います。

活 動 報 告

就農人口を確保する事業、地元就職支援事業、地域の歴史
と文化を継承する事業、そして一緒にまちを盛り上げる仲間

１１⽉〜１２⽉の

活

２０１８年度

動報告 と

御礼

の拡大。事業を通して得られたものは、決して私たちのもの
ではなく、地域の皆様や関係諸団体の皆様のご協力があって
得られたのだと感じます。
「想いはカタチになる」この一年、この言葉ほど実感した

【１１月】
３日・じゃがコン ／ ６日・第5回はしご酒

言葉はありません。想いは伝播し、やがて大きな力となりま

／ ７日・一関市民憲章推進大会in花泉 ／

す。私たちがＪＣで運動を展開する意義はここにあります。

１５日・一関市まち・ひと・しごと創生有

一人では難しい事案も仲間とならやり遂げられる。

識者会議 ／ １６日・６LOM交流会 ／ １８

地域の課題を把握し、それを解決する事業を展開することを

日・浜ちゃんカップならびに芋煮会in松竹

使命とし、その活動の中でメンバーは確実に成長します。成

／ ２４日・岩手ブロック協議会「JAYCEEに

長した人材が多い組織は、地域の中で影響力をもちだすで

こそ求められる憲法学セミナー」 ／ ２４

しょう。成長した人材が多い企業やお店は地域の活力となり

日・岩手ブロック協議会2018年度役員謝恩

ます。今の一関ＪＣのメンバーならやれる。きっと一関を変えられる。
2019年度畠山武将理事長への激励と更なる一関ＪＣメン

会

バーの活躍を祈念し、そして、ここまでやり遂げられたこと
【12月】

に対して、メンバー一人ひとりに対し感謝を申し上げます。

２日・ １２月例会卒業式 ／ １９日・第８

一年間支えていただき本当にありがとうございました。

回一関もち食推進会議 ／ ２８日・二代目
時の太鼓 ご用納め式

一般社団法人 一関⻘年会議所 第63代理事⻑

美男美女

阿部

徹

JC名言・格言集
By 小野寺裕香

どっちも佳境。

（１２月例会と１月例会の委員会が重なった年末の心境）
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36歳・うお座
農家兼おいで岩手男子

若い人が夢をもてるまちに
ＮＨＫの「おいで岩手男子」にも選ばれたイ
ケメン農家の芦さんは、大東町出身。一関の魅
力は自然が多いところで、趣味はアウトドア。
休日はキャンプをして過ごしているそうです。
芦さんは、一関のおいしい野菜を広めるため、
若手農家と地域をつなぐイベントに積極的に参加
しているほか、新規就農支援などに携わってい
ます。「若い人が夢を持ち、お年寄りが安心して
暮らせる町」になってほし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

