広
報
誌

あおいりんご

2019.8.26（月） 発行

No.380

発行：公益社団法人弘前青年会議所 〒036-8343 青森県弘前市大字東長町47−2 TEL:0172-34-4458 FAX:0172-34-4497 E-mail:jcjcjc@hirosaki-jc.com

ねぷたでつなぐけやぐの絆！
！ 斜里JC×太田市新田商工会青年部×弘前JC

津軽藩士殉難慰霊祭・しれとこ斜里ねぷた

7/24〜25

尾島ねぷた祭り

8/14〜15

今年の夏もねぷたを通じて斜里JC、太田市新田商工会青年部の皆様と友好
の絆を深めて参りました。津軽藩士を大切に想ってくださる斜里の皆様のお気
持ちを感じ、太田市新田商工会青年部の皆様のおもてなしに感謝しながら、楽
しい時間を過ごさせていただきました。弘前から発信したねぷた文化が各地域
へ根付いていることや、年々深まる「けやぐ」の絆に改めて感動しました！

最優秀賞

はんてんデザイン
公募
クラウドファンディングを実施し、皆様か
らいただいたご支援で一般の参加者と気持ち
を一体にする団結のしるし「オリジナルはん
てん」を製作しました。デザインは、弘前の
地域や大太鼓の出陣、弘前ねぷたをイメージ
できる案を地域の方々から広く公募し、最優
秀作品となったデザインを実際に全員で着用
して弘前ねぷたに出陣しました！

ちびっ子ねぷたのお通りだい
８月１日（木）、５日（月）の２日間、弘前ねぷたまつりにて
昨年復活させた剛情張大太鼓を今年も出陣致しました。叩き
手の育成は７月から１ヶ月間、毎日のように練習を重ね、本
番では最高のパフォーマンスで観客を魅了し弘前ねぷたまつ
りを盛り上げました。事業に参加頂いた会員、叩き手や一般
市民の方々の達成感に満ちた笑顔を見られたことが本当に幸
せで、楽しい事業となりました。

７月28日（日）にちびっ子ねぷたのお通りだい
を開催し、市内7団体から参加をいただきまし
た。今年は熱中症対策として開催時間を午
前に変更した他、Hissatsuねぷた人のご協
力のもと「ちびっ子ねぷたのお通りだい
実行委員会ねぷた」を製作し、弘前大谷
幼稚園が初参加となりました。ねぷた
運行に先立ち、園児たちがねぷたの絵
付けや紙貼り体験を実施し、ねぷた
への愛着を深めました！
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6月7日（金）に、青森県武道館にて第35回わんぱく相撲津軽地区大
会を開催致しました。今年は3年ぶりに弘前での開催となり、53名の
選手が日頃の技を競い合いました。相撲未経験者を対象としたオープ
ン大会も同時開催したほか、今年は初となる「女子の部」を開催し、
優勝者は男子ともに全国大会へのキップを手にしました！

Cross.S
2019
今年度もアーティストをお呼びして
Cross.Sを開催致します！チケットを購入の
上、是非ライブを観にお越し下さい！

わんぱく相撲津軽地区大会
＆オープン大会

弘前まんじ札
様々な趣向を凝らしたデザイン、新規参加店
舗、裏面の弘前歴史カルタといった魅力があり、
集める・知る・楽しむことができたと思います。
また、収集者と地域の店舗、弘前JCがふれあい
を通して共に弘前の魅力を再確認し、郷土への愛
着を深めることができました。

コンプリート1号の

方に聞きました！

Ｑ1 弘前まんじ札を知ったき
っかけは何でしたか？
Ａ1 学校でもらったチラシを
見ました！
Ｑ2 弘前まんじ札の良いとこ
ろはどこですか？
Ａ2 各お店の独特な札が良い
と思います！

Ｑ3 弘前まんじ札事業にこれ
から期待することはあります
か？
Ａ3 たか丸くんの木札がまた

欲しいです！

松原小学校６年生
い し た

石田

ま さ き

晟己 くん

※コンプリート第１号にな
るのは今年で２回目！

４月例会

４月８日（月）に弘南鉄道（弘南線）貸切列
車内を会場として、初の弘前JCと黒石JC合同定
例会を開催しました。弘南鉄道職員である中田
様のご講演をいただいた他、お互いの事業紹介
や名刺交換等を通して交流し黒石JCとの絆をよ
り深めることができました。

５月例会

５月７日（火）に「ONLY ONE JAYCEE！」自分を認めよう！
と題し、自己分析や自己承認をテーマにした例会を開催しました。
ブラインドウォークやブラインドスクエア等のワークショップを通
じて自分の強みや役割を認識し、自身のリーダーシップや普段のコ
ミュニケーションについても振り返る機会となりました。それぞれ
の個性が輝く組織へ！「やりましょう！」

６月例会

６月７日（金）に次年度選挙例会を行いました。選挙を次年度に
向けた体制整備へとつなげながら、会員が真剣に当LOMや地域の
未来を考える機会を提供する例会となりました。また、開票の待ち
時間を利用し食事と健康に対しての研修を行い、正しい食事内容・
方法を学ぶ啓発の場としました。選挙の結果については改めてご報
告をさせていただきます！

７月例会

７月８日（月）に「これからの弘前JCのビジョンを描こう！」
例会を開催しました。これからの弘前JCについて会員一人ひとり
が理解と知識を深めるきっかけとなるよう、セミナーとグループ
ディスカッションを行いました。当日はコミュニケーション例会も
兼ねており、42名の参加をいただきました！

８月総会

第102回通常総会

８月９日（金）に第102回通常総会を開催致しました。次年度理
事長候補者として比内理佑君、次年度監事候補者として秋元駿一君
が承認されました。比内次年度理事長候補者の所信表明も行われ、
いよいよ2020年度弘前青年会議所のさらなる未来へと繋がる種が
まかれます。

第49回青森ブロック大会in黒石

第38回全国城下町シンポジウムin豊橋

７月６日〜７日の２日間「#アオモ
リアップデート」をテーマに、黒石に
て青森ブロック大会が開催されまし
た。１日目は畑山隆則さんの講演と
パネルトーク、２日目は金沢JCの河
上伸之輔さんによる体験型
のSDGｓカードゲーム
が 行われました。黒
石のまちの魅力を
感じながら、多く
の学びを得た２日
間となりました。

6月28日〜30日に、第38回全国
城下町シンポジウム豊橋大会（愛知
県）に参加しました。
29日（土）には、豊橋商工会議
所に於いて、一般社団法人松本青年
会議所様と名称を新たに「松本
JC・弘前JCけやぐ協定」締結式を
無事に終え、今後の変わらぬ友情を
誓い合いました。
豊橋青年会議所の皆様、全国城下
町青年会議所連絡協議会の皆様、大
変お世話になりました！

活動

現役・OB交流ゴルフコンペ（春の部）

５月26日（日）に現役会員と特
別会員によるゴルフコンペ、交流会
（懇親会）が開催されました。最
近、現役会員との交流の機会が少な
かった特別会員、入会して間もない
新加入会員がゴルフを通して懇親を
深め合いました。今回の優勝者は、

報

齊藤勇太先輩でした！現役・OB交

告

流ゴルフコンペは、秋にも開催を予
定しております！
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勤務先：福士蔵土地家屋調査士事務所

勤務先：株式会社

＜業務内容＞
皆さんの大切な財産の一つである不
動産の表示に関する登記の手続きを
行っております。
具体的には権利の客体となる土地、
建物の測量（要するにどこにどうい
う形で存在しているか明確にする
為）をメインに行っております。

＜業務内容＞
株式会社角長は1889年（明治22年）
創業、今年で130周年を迎えます。
メインである婚礼のほか、忘新年
会、歓送迎会、謝恩会や記念式典な
どの各種宴会業務と、ケータリング
サービスを行っております。私は、
ウェディングプランナーと経理部門
の担当をしております。
＜今後の抱負＞
目標を達成出来る様働きやすい環境
をつくること、そして、150周年・
200周年を迎えられるようお客様一
人ひとりを大切にしていきます！

福士
ふく し

蔵君（39）

＜今後の抱負＞
これからも微力ではありますが皆さ
んのお力になれるよう日々、精進し
て参りますのでよろしくお願いしま
す。

き むら

真悦君（34）

まさよし

おさない やすゆき

会員紹介コーナー
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木村

小山内健将君（36）

おさむ

！
突撃！

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

働く青年たち

年
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勤務先：Kim's Garage

勤務先：株式会社

＜業務内容＞
自動車販売（新・中）主に輸入車・
一般修理・車検・コンピュータ診
断・板金塗装・特殊加工・特殊ペイ
ント・カスタマイズ・パーツ販売・
輸入販売

＜業務内容＞
弊社は葬祭サービス業として、葬祭に関
わる全てのお手伝いをさせていただい
ております。
私自身はフューネラルプランナー として
お客様とご葬儀の打ち合わせや儀式の
お手伝いをさせていただいており、限ら
れた時間の中で、その方やご家族の想
いに寄り添い、どのように表現してさし
あげるかを考え、お一人お一人にあった
形をご提案させていただいております。
＜今後の抱負＞
常にお客様目線を意識し、お客様の想
いをしっかりと受け止め、より良いご提
案ができるよう日々精進し、
１年１年しっ
かりと成長できるよう努めて参ります。

＜今後の抱負＞
お客様のニーズを真摯に受け止め、
悦んでいただけるサービスを提供す
る為、日々努力致します！
！

角長

弘前公益社

鎌田
かま た

祥吾君（32）

しょうご

新入会員紹介
●●●●●●

今井

和之君

竹内

㈱日産サティオ弘前
趣味特技…ソフトテニス

博之君

小田桐

弘前市議会議員

中村

浩樹君

趣味特技…沖縄・野球

正和君

青い森信用金庫

猪股

裕一君

㈱テクノル

ソニー生命保険㈱

趣味特技…家族・旅行

趣味特技…野球、マラソン

趣味特技…ゴルフ、野球

