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Special Cover
2018年度 9⽉例会
農業で実現する
豊かな暮らし

FARMERS FAIR
〈 Day 〉 2018年9月22日
〈 Place 〉なのはなプラザ

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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初の試みとなる政経塾開催
若者の地元就職と定着を目指す事業
10⽉例会「若手議員とJCとの政経塾 」開催

10月30日、10月例会「若手議員とJCとの政経塾～
一関の担い手不足問題をさぐる～」をなのはなプラ
ザで開催いたしました。
今回は、初の試みとなる「政経塾」を開催。講師
に当青年会議所ＯＢであり、外部監事を務める岩手
県議会議員 佐々木朋和氏と一関市議会議員 佐藤幸
淑氏を招き、県政・市政のそれぞれの観点から、こ
の地域における担い手不足問題の実情や課題、当青
年会議所へ期待することなどについて講演をいただ
きました。この地域が抱える具体的な課題を前に、
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Cover story

:

参加したメンバーやオブザーバーは、様々な思いを
巡らせながら聴講しました。
本講演は、地元就職者の増加を目的とした事業の
一環として実施。現在、並行して市内の学生に就職
や一関に対する意識調査を、一関商工会議所および
一関地区法人会の会員企業の皆様に企業ＰＲ票の記
載を行っています。
10月例会の成功が地元就職者の増加や若者の定住
の足掛かりになると考えています。学校関係者や各
団体などの皆様、引き続きご協力をお願いします。

9⽉例会「FARMERS FAIR」を開催しました。
９月22日、なのはなプラザを会場に農業就労希望者へ向けた
一関の農業経営者とのマッチングなどを目的とし、９月例会
「ファーマーズフェア」を開催しました。
当日は、就農希望者を対象に、農業経営者とのマッチングを
図るために開催。農業を生業としたい方や関心がある方など30
名が参加し、市内の芦農園、一関ミート、オヤマ、かんさい農
産、ちば農園、とんとん山、なつかわファームの全７団体を招
き、具体的にどのように農業で生計を成り立たせているかなど、
農業経営者の生の声でご説明を頂きました。一関の基幹産業で
ある農業の就労者不足解決に繋がる懸け橋になれば幸いです。

理 事 長 ・ 専 務
活 動 報 告

Somethings !

9⽉〜10⽉の

活

一関の「とっておき」紹介します

動報告

【９月】
11日・第67回一関夏まつり第３回事業部会 ／ 15日・一関
八幡神社 例大祭 ／ 15日・大船渡JC 創立50周年記念事
業 灯フェス2018 ／ 18日・一関・平泉バルーンフェス
ティバル実行委員会 ／ 29・第35期いわてJAYCEEアカデ
ミー 閉校式 ／ 30日・第10回会員会議所in久慈
【10月】
5、6日・日本青年会議所全国大会in宮崎 ／ 8日・第1回臨
時理事会 ／ 16日・第21回全国地ビールフェスティバル第
7回プロジェクト ／ 27日・事業構築セミナーin二戸

No,4
アカデミーの集大成！
Record 趣向を凝らしたプレゼンで
Of
各塾の事業の成果を発表

Academy

Report by Shotaro Ushimaru

㊤ LOMのメンバーそろって記念写真／㊨
㊤ 安部塾の発表の様子 ／㊨㊦ 福原塾の発
表の様子。それぞれの塾が趣向を凝らし
たプレゼン方法で発表しました

９月29日、久慈グランドホテルで第35期いわてJAÝCEEア
カデミー第５講座並びに閉校式が開催され、当LOMから理
事長他４名とアカデミー生６名の計11名が参加しました。
アカデミーの集大成となる第５講座では、各塾がそれぞ
れの手法で、２月の開校式から、宮古での実際の事業を行
うまでの軌跡を発表しました。閉校式では、一人ひとりが
卒業証書を受け取りました。開講式から閉校式までの活動
で得られた塾生の絆を再確認できた閉校式でした。
半年以上の事業を通じ、学び、絆をはぐくみ、今後の活
動へ生かすたくさんの気づきを得られました。

Hot Spot

色鮮やかな木々が彩る

秋の厳美渓

PLACE︓⼀関市厳美町
一関の観光名所
の一つ厳美渓。秋
になると、周りの
木々は紅葉し、川
の水面に黄色や
赤く染まった落ち
葉が漂います。日
本の秋が色濃く感
色 と り ど り の じられる場所です。
木 々 が 鮮 や か に 鮭の遡上も見られ
彩る厳美渓。一
ます。
関の風物詩です。

７月にNew open︕

LivingBar Le333

For Lady
& Man

PLACE︓⼀関市⼤町
繁華街の裏路地に
今年７月オープン
した「Le333」。居心
地のいいおしゃれ
な空間と、ワインを
中心としたセンスの
いいお酒のセレクト
で話題になってい
ます。おいしいタパ
スも勢ぞろいです。

Speciality

揚げてよし、焼いてよし

秋の味覚「油」

Photo by︓小野寺伸吾
油にも旬があっ
た！それはまさに
これからの季節。
収穫の秋には、食
用油も旬を迎えま
す。寒さに備えて
油絞めの日は、旧 エネルギーの源と
暦の11月15日。今 なる油。油絞めの
年は12月21日です。 日に油料理を召し
ぜひ油料理を。
上がってみては？

Introduce
The CM

委員会紹介
「ふ る さ と 担 い 手 育 成 委 員 会」
私たちが
活動する

我々、ふるさと担い手育成委員会では「担い手の育
成」「生産年齢人口の増加」という地域課題を解決す
るため、日々活動しています。
若い世代が首都圏へ集中している昨今、学生や学
校に地元企業の情報を知ってもらい、一関にはこん
な企業があるんだ！と気づいてもらうきっかけづくりに
力を入れています。若者の地元定着を目標に、企業
と学生双方の求めている環境を探り出せるよう事業を
展開してまいります。

委

員

千葉 洋平

長

Yohei Chiba

サカイ工業㈱代表取締役
2017年度入会

やっぱり地元が元気だと嬉しい︕
楽しい︕「楽しく生きる」をモッ
トーに、先輩方がこれまで作り上
げてきたものをたくさんの人たち
に伝え、新たな発⾒を発信し続け
られるよう、残り２年。悔いのな
いよう全⼒で⻘年会議所運動をし
ていきたいと思います︕

美男美女

Member

共に活動するメンバーを紹介します。
担当副理事長

副委員長

㈱平間燃料
2011年度入会

㈲大七
専務取締役
2013年度入会

委員

委員

居酒屋 五エ門
一関店 店主
2011年度入会

ソニー生命保険㈱
ライフプランナー

委員

委員

興栄通信工業㈱
専務取締役工場⻑

2017年度入会

カントウ靴店
専務取締役
2018年度入会

委員

委員

平間正宏

中村雄介

石川 晃

千葉晴一

2015年度入会

関東禎志

村田 宰

金野裕紀

佐藤 慎

クリエーション
ハーモニー 代表
2018年度入会

佐藤工夢店㈱
取締役常務
2018年度入会

委員

委員

㈱アインズ
代表取締役
2018年度入会

雅建設
代表
2018年度入会

須田景太良

畑瀬雅人

JC名言・格言集
By 阿部徹理事長

壱岐さんの申し子か。
（清水善郎さんに対しての言葉）

Vol.5
松田 優奈

さん

27歳・一関市出身
住友生命相互会社

もっともっと活気があるまちに
住友生命相互会社の看板美女の松田さんは、
一関市出身。趣味は旅行で、日本舞踊をたしな
んでいます。好きなタイプは、年上で子供っぽ
い人だそう。
「地元はやっぱり落ち着くから好き。星が綺
麗で 自然が多 く、空気 も澄んで て癒やさ れま
す」 と話す松 田さん。 猊鼻渓が おすすめ のス
ポッ トです。 一関がも っと活気 のあるま ちに
なってほしいと願っていました。

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

