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何事にも
挑戦する一年に
弘前商工会議所青年部
平成23年度会長

清藤

崇

平成23年度がスタート致しました。
会長所信に記載の通り、会員が自社経営の見つめ直しに重きを置く
年度となります。我々の活動は会社の存在があってこそですから、そ
の原点を忘れることなく、日々努力をし続けなければなりません。社
会情勢が刻一刻と変化するこの時代に乗り遅れない様、何事にも挑戦
する姿勢でこの１年を過ごしていければと思います。積極的な姿勢で
いることで、沢山の気付きを得、それが自社繁栄に繋がると信じてい
ます。皆で頑張りましょう。

会長指針

東日本大震災の支援について少し触れさせて頂きます。３月17日
の新旧執行部会議以降、被災した方々の受け入れに重点を置いて活動
をして参りました。数回にわたり避難所を訪問し物資の供給、弘前の

挑戦するYEG

取組の周知活動、弘前さくらまつりへのご招待等を現在まで行ってお

〜原点回帰、
そして更なる飛躍へ〜

ります。今後は５月の役員会にて承認された被災者支援対策室、福士
晃昭室長を先頭に会員一丸となり、息の長い支援をしていく所存で
す。微力ながら復興の一助となる様努力して参ります。まずは１年間
宜しくお願い致します。

元気な社会作りへの挑戦。
元気なまちづくりへの挑戦。
元気なYEG活動への挑戦。
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YEGホームページ

リ
リニ
ニュ
ュー
ーア
アル
ル！
！
今年４月にＹＥＧのホームページ「THE 津軽藩」
が新しくなりました。
今回のリニューアルでＹＥＧの様々な活動報告や弘

との連携強
化 を 進 め、
各委員会単

前のイベント情報などを今まで以上にきめ細やかに発

位でもリアルタイ

信していけるようになりました。

ムに情報が発信できる環境を

以前のサイトは、弘前にホームページが全くなかっ
た 1996 年、親会よりも早く開設されました。その後、

作っていきたいと考えております。
次に 2 つめですがこれはホームページを

弘前にも沢山のホームページが開設され、この「THE

ご覧頂いた全国の方に弘前の魅力を十分にお伝えでき

津軽藩」に当初求められていた役目の第 1 段階は達

るようにしていきたいということです。そして、より

成されました。

多くの方に弘前に訪れて頂き、地域の活性化に繋げて

以後、情報化社会の先駆けとして諸先輩方が立ち上

いきたいと思います。そのために地域の魅力あるお祭

げたこのホームページを受け継ぎ、新たに 2007 年、

りやイベントを情報コーナーで紹介したり、トップ

独自ドメイン「h − yeg.com」を取得、次のステップ

ページの写真で四季折々の美しい弘前を紹介していき

に向けて、「津軽藩士」たちがどんどん発展させてき

ます。

ました。
そして現在、情報化社会もいまや成熟期を迎え、ｉ
Phone（アイフォン）をはじめとするスマートフォン

今回のホームページリニューアルは我々の認識では
ようやくスタートラインにたった段階であると考えて
おります。

の急速な普及や iPad（アイパッド）といった次世代

今後もご覧頂いた皆様の意見を謙虚に受け止め、よ

の情報端末の登場に対応すべく、ホームページのリ

り使いやすいホームページに進化させて参りたいと考

ニューアルに着手いたしました。

えておりますので、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い

今回、我々が取り組んでいるリニューアルのポイン
トは大きく分けて 2 つあります。
まず 1 つめは当たり前の事ではありますが「リア
ルタイムにより多くの情報を発信する」ということで

申し上げます。
ＹＥＧみんなの力で、すばらしいホームページにし
ていきましょう !!
（会員 OMS 委員会

福井憲之・島和佐）

す。言うのは簡単ですがこのホームページの持つ、最
高に魅力のある機能を十分に活用できていない企業も

［URL］http://www.h-yeg.com/

多いのではないでしょうか。

［facebook］
http://ja-jp.facebook.com/hirosakiyeg

ＹＥＧのホームページはこれを達成する為に、
「簡
単に」「誰でも」更新ができるサイト構築と、ブログ

23年度広報委員会改め

新・轍を作っていきたいと思います。
年二回だけの発行となりますが、気になる情報誌と
なる事をメンバーで誓い頑張っていきたいと思います
ので、温かい目で読んでくださいませ。

23、24 年度 OMS 情報委員会を蔭ながら支える担
当副会長の對馬一博です。
この OMS（以後略）は今までの広報委員会という固
定観念が定着したイメージを取り払い、情報週刊誌的
な視点で、柔軟且つ鋭い感性で記事を作る事に自己の
成長と共に仲間との信頼関係を創造していく為の（お・
O・も・M・しろ・C）情報委員会としました。
轍（わだち）発行して 20 年？先人の先輩方の想い
をしっかり引き継ぎながら新しい時代により合わせた
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（副会長

對馬一博）

〈月例会報告〉

４月 14 日㈭午後５時よりベストウェスタン

５月例会は 5 月 12 日㈭弘前商工会議所大ホールにて

ホテルニューシティー弘前に於いて、平成 23

弘前商工会議所の工藤茂起専務理事を講師でお招きして

年度通常総会が行われました。清藤会長が議長

「商工会議所とは」のテーマで講話をしていただきまし

選出された後、議案審議に。第１号議案平成

た。前回 1 月例会では時間が足りず、その続編とも言

22 年度事業報告（案）、第２号議案平成 22 年

える今回は、商工会議所の街づくりを挙げ、それを遂げ

度収支決算（案）並びに平成 23 年度収支補正

るには弘前市のことを理解することが必要ではとのこと

予算（案）の２議案ついて議長の清藤会長、西

で、会員に自分の小学校の学区や、弘前市で運営してい

谷専務、各担当者より議案説明がなされ、採決

る施設等のさまざまな問いかけをし、会員に考えてもら

の結果満場一致で可決承認されました。

いながら理解を深める形となりました。

その後の懇親会では多数の御来賓をお招き
し、卒業生並びに直前会長への感謝状贈呈や新

また、今回の

例会で初めて弘前商工会議所職員の皆様に出席いただき
ました。

入会員の紹介、今年度の主な委員会事業等を紹

その後の懇親会では青年部会員と会議所職員の皆様と

介して当青年部への支援・協力をお願いした。

の交流を深めるゲームをして、楽しい時間を過ごすこと

（総務委員会委員長

山岡正典）

ができました。また皆様から東日本大震災活動支援金と
して 57,000 円集まりました。最後に例会の講師をして
いただきました工藤専務理事、会議所職員の皆様、ご協
力いただいた皆様に感謝申し上げます。有り難うござい
ました。（会員研修委員会委員長

漆澤知昭）

７月例会は八戸市に本
社を置く株式会社近田会
計事務所

近田雄一様を

講師でお招きして講話を
していただきます。会計
事務所として「関与先の
6 月例会は B 級グルメアンケート・気仙沼炊

発展が事務所の願いであ

出し報告・ご縁満開サイト説明会・西谷 BP プ

り、職員の向上が、事務

レゼンと盛り沢山の例会でした。特にラストは

所の発展である」を社訓

日本グランプリの西谷ビジネスプランが最後

にあげ関わる皆が幸せに

５・６分のとこで雷のために停電になるハプニ

なることを日々実践して

ング !! 残念です。

いらっしゃいます。今回の講話の中で助成金、地震保険、

しかし注目すべきは BP の内容はもちろん素

融資、事業再生等、実際に関与先に携わったたくさんの

晴らしいのですが、プレゼン力・トーク力を気

情報を基に事例をお話しして下さる予定です。委員会で

づいてくれましたでしょうか？

直に先生にお会いしながら、打ち合わせをこなし委員会

これから仕事や人付き合いに役に立つヒント
が沢山あり勉強になりました。

全体で取り組み、必ず会員皆様にお役に立つ情報をお届
けできる事と考えております。またこの講話から自社の

スムーズな例会運営にご協力頂き有難うござい

経営での気づきやヒントとして参考にしていただければ

ます。（ビジネス推進委員会委員長

と思っております。（会員研修委員会委員長

小田桐誠）

漆澤知昭）
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〈イベント報告〉

弘前さ

イ

く

らまつ
り
「声がけ隊」
「エコリサイクルステーション」

イ
第９回
全国YEGサッカー大会新宮大会

弘前さく

清藤会長、門前直前会長が率いる『弘前 YEG サ

らまつり期

ッカークラブ』は、新宮大会で少しでも良い成績を

間中４月 23、

収めるため、地元サッカーチームとの練習試合など

29、30 日 に

を行いながら練習に練習を重ねてきました。暑さの

おもてなし活

中、年齢…己の体力の限界と大会への不安を感じて

動の一環「声

いる一同ですが良い結果報告をお土産に、往復バ

がけ隊」とエ

ス泊で頑張ってきます。費用の捻出のために弘前

コ啓発活動

YEG のたくさんのメンバーの方にご協力をいただ

「エコリサイ

き、皆の期待を背負って和歌山県を目指しいってま

クルステーシ

いります。応援宜しくお願いします。

ョン」を弘前

※「轍」発行時には既に試合は終了しておりますが、

公園内で行い
ました。

文章は試合前のものです。ご了承下さい。
（専務理事

西谷雷佐）

大震災後の
自粛ムードで
も日本一の桜を見に弘前に来た観光客の皆様がや
さしい弘前の人・街に触れ僅かでも元気を取り戻
せればとの思いで活動しました。
活動中は桜が満開まで咲かず、また小雨が降る
時でも沢山の人達から「ありがとう」の声を頂き
逆に元気を貰いました。感謝です。
（地域振興委員会委員長

中林將浩）

弘前城築城400年祭

市民交流会

イ

５月 28 日㈯、弘前城築城 400 年式典に引き
続き、コーラスや市民交流会が弘前公園内市民広
場で開催され、弘前 YEG は会場設営、撤収作業
やドリンク販売等のお手伝いを致しました。
当日はりんご娘のライブや原口あきまさもの
まねライブ、花嵐桜組のよさこい演舞等が披露さ
れ、数千人の市民が 400 年に一度のイベントを
満喫していました。

12 月のグランドフィナーレまで続いていく
400 祭イベントを、今後も弘前 YEG は応援して
まいります。市民交流会にお手伝い頂いたメンバ
ーの皆さん、お疲れ様でした！
（専務理事
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西谷雷佐）

第６回
古都ひろさき花火の集い

第６回古都ひろさき花火の集いを開催出来ましたこと
の感謝とお礼の言葉を申し上げます。この度の震災によ

火の集いを開催したいと思います。どうかまたご協力を切
にお願いいたします。ありがとう御座いました。
最後に花火にご尽力頂いたメンバーと実行委員に心から

り中止を考えましたが、地元経済を少しでも円滑にする
ために、３月 19 日に開催を決定いたしました。今だか
ら言える事ですが、地元を元気にしながらも、少しの余
力でも

お礼申し上げます。
（古都ひろさき花火の集い実行委員会委員長

佐藤浩之）

写真／弘前 YEG 会員

皆で復興支援に「力と思い」を回すことが私達

大中実

に出来る最大の使命だと感じました。
そして、今回は追悼の意を表し弔砲 18 発を被災され
た人々にむけて弘前からの思いを捧げました。また、弘
前城築城 400 年という節目にこの花火の集いも参画で
き築城を記念するワイドスターマインは圧巻と言えたで
しょう。自然災害には生を持つものすべてが「なすすべ」
がありません。しかし、歴史のなかで幾度となく過酷な
災害に立ち向かい歩みをしたのは祖先ではないでしょう
か？今、ここに生を受け生きていることに感謝すること
が人道と言えます。この事に強く意思を持ち第７回の花

新 入 会 員 紹 介
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新入

佐

藤

学

アメリカン ライフ
インシュアランス カンパニー

1

新入

松

宮

英

寿

㈱エムエフノースジャパン

7

新入

秋田谷

英

千

㈱ユニーク

2

新入

長谷川

正

之

写真館ハセガワ

8

新入

島

和

佐

㈱青森テレビ弘前支社

3

新入

葛

西

哲

雄

㈱かさい商店

9

新入

瀬

川

勝

北新フーズ

4

変更

土

岐

さくら

㈲熊谷鈑金

10

新入

佐

藤

直

style

5

新入

兵

庫

正

青森三菱電機機器販売㈱

11

新入

常

田

あきえ

一

㈱ Wemet 根っこカフェ
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今年も大盛！

６月26日（日）、土手町において「よさこい津軽」が開催され、県外団
体のエスコートや会場運営など、30名近い弘前ＹＥＧメンバーがボラ
ンティアに汗を流しました。当日は本場札幌YOSAKOIソーラン祭り
で２連覇を達成した「夢想漣えさし」や、地元「花嵐桜組」をはじめ、28
のよさこいチームが躍動感溢れる演舞を披露。又、弘前城築城400年祭
の今年は「たか丸よさこい」も披露され、かわいらしく踊るたか丸君の
姿に会場は大いに盛り上がりました。花火大会の翌週に開催されるこ
のよさこい津軽は、例年通り青年部の熱い６月を感動的に締めくくっ
てくれました。皆様お疲れ様でした！（専務理事 西谷雷佐）
写真／会員OMS情報委員会委員 斉藤寛
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