
各地新年祝賀会

あおいりんご

４．子どもたちの夢をクリエイトしよう
５．子どもたちの日本文化のココロを育もう
６．弘前 JC“らしさ”の追求をしよう

１．「志」を共にする仲間に出会おう
２．青年として規律ある行動、利他のココロを持とう
３．私たちの地域の魅力を生み出そう

基本方針

ご挨拶　　第69代理事長　秋元　駿一

スローガン

基本理念 利他のココロ輝く　人が集まるまちへ

未来へ地域の“人”と共に種をまき育もう
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　アカデミー大学塾長を務める比内理佑常任理
事をはじめ、今年度は入会3年未満のフレッシュ
な新人会員6名が出向しております！各LOMの
魅力に触れ、唯一無二の同期に刺激され、たくま
しく成長してくれることを祈っています。

　１月２６日に青森県内 8 青年会議所が一同に集結す
る青森ブロック新春名刺交歓会が開催されました。各
LOM 理事長の基本理念を知り、青森がもつパワーを再
確認して参りました！
「共感溢れる地域のために　いま変化を起こせ」！

ようこそ！アカデミー大学では、地域や
組織を牽引するリーダーの育成を目的と
し、県内の新入会員の皆様に、仕事や地
域活動における今後の飛躍の糧となる機
会を提供致します。皆様の、自身の成長
への挑戦を、お待ちしております！

　2019年度は「利他のココロ輝く　人が集まるま
ち」を目指し、運動を展開しております。今年度は人
にスポットをあて、さまざまな年代の人財育成へ取
り組んで参ります。弘前では少子高齢化が叫ばれ、地
方として難しい局面を迎える時代であろうと思いま
す。必要なのは変える力、人のココロへ寄り添い、人
の為にこそ変わることができる人財の育成を考えて
まいります。弘前が何十年も思いやりあふれる利他
のココロ輝くまちになるように。私たち一人ひとり
が地域の人々と共に汗を流し、共にワクワクしなが
ら、次の世代へ繋がる行動を起こして参ります。

開校だよ！

アカデミー大学
塾長　比内　理佑  君
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第 101回通常総会 2月例会 ３月例会

　今年は2019年度LOGOの「イイネ！」
マークを雪燈籠の頂上に制作し、会員の
熱い思いがこもった雪燈籠となりまし
た！当日の会場は澄み切った空気に色と
りどりのイルミネーションが素晴らし
く、あずましいまち・弘前の四季折々見せ
てくれる自然の魅力を改めて感じる4日
間となりました。会員の体力を消耗した
制作風景はこちらです↓

雪燈籠作り＆雪明かり雪燈籠作り＆雪明かり 京都会議
松本JC、斜里JCとの交流会

　２月７日（木）に「JAYCEEのきほん」会員
が明かす新事実～実は若干クリード言えな
いんだよね～と少々刺激的な題名で、セレ
モニーに着目した例会を実施しました。創
立70周年を目前に、JAYCEEの基礎となる
JCI CREED,JCI MISSION,JCI VISIONを
会員全員が胸を張って言える弘前JCを目
指します。そして会員一丸となり秋元理事
長の思いを実現する一年にして参ります。

東北ゼミナール開講式

　２月９日（土）、仙台市において東北ゼ
ミナール開講式が開催されました。当
LOMからはゼミ生として小山田副理事
長を輩出するとともに、副委員長として
太田常任理事、運営幹事として成田志穂
委員をそれぞれ輩出しております。ＪＡ
ＹＣＥＥ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へと成長す
るべく、精一杯取り
組んで参ります。

　1月11日(金)に第101回通常総会を開
催し、2018年度の事業報告・決算の承認、
2019年度の事業計画・予算の報告を行い
ました。年2回開催される通常総会ですが
開催数が100回を超え、弘前青年会議所
の新たなページの幕開けが感じられまし
た。これまでご活躍された先輩方の歴史
を感じ、負けないよう精一杯頑張ります。

　３月７日（金）青森県武道館にて、３月例
会「子どものたちの夢「相撲」を追い駆け
ろ！まるで小僧のように」を開催しました。
この例会では、わんぱく相撲の所作、決まり
手及び禁じ手等を学び、相撲への造詣を深
めることができ、実りの多い例会となりま
した。また、本例会では、佐々木理事長を始
めとする五所川原青年会議所の皆様にオブ
ザーブいただきました。

　１月１８日～２０日京都会議が京都の
地にて開催されました。日本青年会議所
では2019年度SDGsの推進をすること
が総会において全会一致で可決されまし
た。弘前JCの各事業もSDGsと連動し て
運動を展開して参ります。京都会議では
松本JCとの交流会、斜里JCとの合同
LOMナイトを開催し、久しぶりのけやぐ
と再会出来、大変実りのある京都会議と
なりました。

■委員長を引き受けた理由は何でしたか？
三浦：素直に、選挙で選ばれたからですね。定款
諸規定の改定もありましたので…(笑)
三上：私も同じです…(笑)
三浦：それに理事を経験した方は皆さん明らか
に成長していますし、組織の内面や議案を学ん
でみたいなと思っていた経緯もありお受けし
ました。
下山：私は参加すればするほど成長が得られる
と思い、挑戦してみようかなと思いました。JC
の会費は決して安くはないですが、それ以上の
価値があると思っています！
木村：須藤直前理事長と前田副理事長に「絶対
に勉強になるから！」と推薦していただいたの
で、お引き受けしました。
大場：委員長を経験するのは二度目になりま
す。当初、秋元理事長から声をかけていただい
てお受けしました。剛情張大太鼓とCross.S事
業、二つともビッグ事業ですが、与えられた事
業を全うするべく頑張って参ります。

■皆さんが特に力を入れたい事業や、新しい
チャレンジなどはありますか？
下山：ちびっこねぷた事業では弘前JCの山車
を制作してより参加しやすい体制を整えてい
きたいと思っています。祭りの参加者を増や
し、ちびっこたちのパワーで今まで以上に地域
を盛り上げていきたいと思っています！わん
ぱく相撲では女子大会も開催予定です。
三浦：アテンダンスポイント事業では理事者も
評価するシステム作りをしています。そして数
年前からカルチュアロードで開催している防
災事業ですが、例年、防災グッズの紹介が市民
の方に大変好評ですので今年度は紹介だけで
なく販売の仲介も担っていけたらと思ってい
ます。
三上：私は今年度100％例会を目指します！当

たり前のことが当たり前にできるJAYCEEを
目指して、出欠返信率や事業・例会への出席率
を向上させ、弘前JCを活性化させていくこと
が当委員会の役割だと思っています。
大場：4月から小学校・中学校を対象に剛情張
太鼓で着用する半纏のデザインを公募する予
定です！クラウドファンディングも活用して
いきたいと思っています。
木村：数年後に理事が多数卒業してしまう現状
がありますので、やはり会員拡大には特に力を
入れていきたいと思っています。年内に30名
を達成します！

■委員会運営について、委員長になってみて課
題などありますか？
大場：一度目の委員長時代は、一人で委員会を
することもありました。今年はメンバーに声か
けをするように心がけています。時間が無い
中、メンバーの皆さんは参加してくれて嬉しく
思っています。
三上：当委員会は11名と人数が多いので事業
の情報共有など難しい部分があるのですが、先
先を見て、根気強く声かけや情報の共有をして
いきたいと思っています。
木村：仕事で委員会に来られないなど仕方がな
いのですが、委員会に中々メンバーが集まらな
いことは課題だと思っています。正直に言う
と、フロアメンバーでいた時は「明日の委員会、
面倒くさいから行かないかな」と思って欠席し
たりしていましたが、今年はそういう訳にはい
かず。今まで迷惑をかけていたなぁと反省して
います。
三上＆三浦：その気持ちとても良く分かります…
三浦：総務委員会は議事録の作成や議案の誤字
脱字チェックなどが主な委員会内容になりま
す。メンバーに総務経験者が多いのでとても心
強いのですが、遠慮してしまってメンバーに

中々仕事をお願い出来ずにいました。
下山：私も同じく、役割の振り分けに悩んでい
ます。私は毎回、委員会の後に、その日話し合っ
た内容をグループLINEに掲載してメンバーが
見られるようにしていました。…が、最近は議
案や事業実施が増えるにつれ出来なくなって
しまいました。(笑)委員会運営、難しいですね。
―成長の機会ですので、委員のメンバーを巻き
込みながら全員で事業を達成させていきたい
ですね！

■最後に、委員長同士が思う長所を教えて下さい。
木村：三浦委員長、すごくいい筋肉ですね！
三上：そういうことではなくて(笑)
三浦：木村委員長は絶対的に会員拡大に向いて
いますよね、人脈もあるし努力家ですし。
大場：下山委員長は仕事とJCの両立をとても
よく頑張っていると思いますね。三浦委員長は
全部の委員会の議案チェックを本当によく頑
張ってくれていると思います。
下山：三上委員長は、委員会メンバーの参加が
とても多く人徳があると思います。大場委員長
はサポート力が凄いです。
三上：大場さんは新年祝賀会で総務委員会が大
変な時に「一度、委員長全員で手伝いに行こう
よ」と誘ってくれて、思いやりがあって利他の
ココロがある方だなと思いました！
木村：さすが筆頭委員長ですね！
委員長同士の横のつながりを密に、支え合いな
がら2019年の事業を盛り上げて参ります！
広報誌あおいりんごでは、今後も弘前青年会議
所の「今」を発信して参ります！

活動報告
２０１９

地域の絆連携委員長
大場　一巧　君

JAYCEE育成委員長
三上　優香　君

子どもたちの夢創造委員長
下山　千嘉　君

総務委員長
三浦　聖吾　君

会員拡大委員長
木村　歩　君

副理事長

専務理事

工藤　靖史 君工藤　靖史 君 前田　完治 君前田　完治 君 大湯　幸世 君大湯　幸世 君 櫛引　英揮 君櫛引　英揮 君小山田允紀 君小山田允紀 君秋元　駿一 君秋元　駿一 君須藤　立也君須藤　立也君工藤　正貴君工藤　正貴君吉川　裕之君吉川　裕之君山形　昌弘君山形　昌弘君比内　理佑君比内　理佑君 太田　脩皓君太田　脩皓君 大藪　貴雄君大藪　貴雄君 三国　典央君三國　典央君工藤　順敬君工藤　順敬君

理事長常任理事 監　事公益財政局長 事務局長 直前理事長

2019
Schedull

２０１９年度　委員長対談
～JC活動の核を担う委員長5名に質問しました！～

・第101回通常総会
・新年祝賀会
・京都会議
・アカデミー大学開校式
・新春名刺交歓会

・２月例会
・雪燈籠制作＆雪明かり
・東北ゼミナール開講式
・金沢会議

・３月例会
・日本青年会議所総会

・４月例会
 （黒石JCとの合同例会）
・第1回新人研修

・５月例会
・わんぱく相撲地区大会

・６月例会
・夢創造事業（予定）
・全国城下町
 シンポジウムin豊橋

・７月例会
・青森ブロック大会in黒石
・まんじ札スタート
・斜里ねぷた祭り
・わんぱく相撲全国大会
・サマーコンファレンス

・第102回通常総会
・ちびっこねぷたのお通りだい
・剛情張大太鼓の運行
・尾島ねぷた祭り
・第2回新人研修（予定）
・アカデミー大学閉校式

・９月例会
・東北ゼミナール閉校式
・東北青年フォーラムin能代
・Cross.S開催（予定）
・防災減災に関する事業

・10月例会
・全国大会in富山

・11月例会（新人例会）
・JCI世界会議inエストニア
・夢創造事業（予定）

・卒業式
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SDGsについて

新
入
会
員
紹
介

　SDGsとは「Sustainable Development Goals（持続
可能な開発目標）」の略称です。SDGsは2015年9月の国連
サミットで採択されたもので、国連加盟193か国が2016
～2030年の15年間で達成するために掲げた目標のこと
を言います。17の大きな目標と、それらを達成するための
169のターゲットで構成されています。日本では2016年5
月20日、安倍総理が本部長、全ての国務大臣がメンバーに
なり、第1回「持続可能な開発目標推進本部会合」が開催さ
れ、続く2016年12月22日に第2回が開催されています。
弘前JCの事業もSDGsと結びつけて展開して参ります。
17の目標はこちらです→

CHECK！

NEW★JAYCEE

理事長

秋元　駿一
やまと印刷㈱

直前理事長

須藤　立也
㈲三浦工業

監　事

工藤　順敬
㈱工藤酸素店

監　事

三國　典央
梅林寺

専務理事

櫛引　英揮
カネショウ㈱

2019年度の会員拡大目標
は30名です！組織の発展
の為に熱い想いを共有で
きる仲間を募集中！
Let’s join us！

副理事長

大湯　幸世
㈱アップルファクトリージャパン

副理事長

小山田允紀
㈱小山田建設

副理事長

工藤　靖史
㈱ユーアート

副理事長

前田　完治
前田酒類食品販売(株)

常任理事

太田　脩皓
平成ビル管理㈲

常任理事

大藪　貴雄
丸大㈱

常任理事

比内　理佑
㈱保商

常任理事

山形　昌弘
㈲山形商店

公益財政局長

吉川　裕之
吉川建設㈱

事務局長

工藤　正貴
㈲ダスキン津軽

総務委員長

三浦　聖吾
アパマンショップ弘前店

地域の絆連携委員長

大場　一巧
㈲チョウエイ

子どもたちの夢創造委員長

下山　千嘉
弘前市役所

会員拡大委員長

木村　歩
㈱木村

JAYCEE育成委員長

三上　優香
第一生命保険㈱

委　員

長内遼太郎
弘前市役所

委　員

馬場　和平
弘前市役所

委　員

石岡　伸
㈱KANAMORI

委　員

石戸谷春菜
ラウンジwith

委　員

石山　瑠衣
弘前卍蘭々

委　員

伊藤　英里
grand club TOPAZ

委　員

杉本　藍
㈱ソフトキャンパス

委　員

村山　大輔
イマジン㈱弘前パークホテル

委　員

大高　俊
アップルウェーブ㈱

委　員

小山内健将
㈱角長

委　員

葛西　晋
㈱ブレーメン

委　員

菊池　勲
青森県議会議員

委　員

木村　真悦
キムズガレージ

委　員

工藤晋一郎
㈱工藤工務所

委　員

齊藤　雄太
㈱樋川自動車

委　員

篠原　典孝
明治安田生命保険相互会社

委　員

白石　将一
㈱白石医療器

委　員

成田　志穂
㈱白神焙煎舎

委　員

成田　智崇
文ちゃんらーめん

委　員

成田　陽光
㈱成田農産

委　員

新戸部大輝
㈱ユニオンパーツ

委　員

野宮　智之
蛇　蘭

委　員

野村　太郎
弘前市議会議員

委　員

福井　啓之
㈲フクヰタクシー

委　員

福士　蔵
福士蔵土地家屋調査士事務所

委　員

福島　英一
㈱フクテイ

委　員

三上　恵美
カルチャースクールダンススタジオ

委　員

八木橋直子
ローソン弘前国吉店

委　員

山内　尚美
焼酎酒家Oz

会員紹介

鎌田　祥吾　君
㈱弘前公益社　係長
趣味特技…獅子踊り

下山　裕之　君
北星交通㈱
趣味特技…ゴルフ（スコア
100切りプレイヤーを目
指しています）

三上　祐介　君
㈲中央貨物　専務取締役
趣味特技…バスケットボール

石岡　和仁　君
弘前市役所国際広域観光課　主査

趣味特技…ラグビー

鈴木　由乃　君
弘前市役所福祉政策課　主査

趣味特技…旅番組鑑賞

弘前JC「らしさ」を創造する、個性が輝く会員です！


