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─わだち─
ひろさき合コンリーグとは弘前の夜の繁華街である鍛冶町を中心とし
た地区の活性化を主たる目的とし、多くの人、多くの店との出会いを創
造するイベントです。
同性で３人１組のチームを組んでもらい、鍛冶町、土手町地区のいろ
んなお店で飲んで食べながら、２回参加で６組の異性のグループと合コ
ンするという企画です。
パートナー探しはもちろんのこと、気の合う新たな友達や、素敵な飲
食店とも出逢える、出逢い溢れるイベントです。
９月には「ひろさき合コンリーグ

秋期大会」が開催され、１回目の

９月９日には約900人、２回目の９月29日には1,000人を超える男女が集
まり、参加店舗も50店以上と大盛況のイベントとなりました。
来年２月に開催予定の冬期大会も冬の寒さを吹き飛ばすくらいのホッ
トなイベントになること間違いなしです！
ビジネス推進委員会委員長

葛西市長のご挨拶

小田桐

誠

永澤会頭のご挨拶

開会を伝える清藤
会長のキックオフ

名コンビによるＭＣで
会場はヒートアップ！

オープニングを盛り上げた花火

小田桐委員長の
熱のこもった説明

老若男女で溢れかえる鍛冶町

1,000人を超える参加者で会場は熱気ムンムン
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〈月例会報告〉
４月12日㈭午後５時より弘前商工会

５月例会は５月10日㈭弘前商工会議

議所２階大ホールに於いて、平成２４年

所大ホールにて弘前商工会議所の活動

度通常総会が行われました。

を理解するということで『ＪＡＰＡＮ

清藤会長が議長選出された後、議案

ブランド』について、弘前商工会議所

審議に。第１号議案平成23年度事業報告
（案）
並びに収

まちそだて課

支決算
（案）
について、第２号議案平成24年度収支補正

園』について、同所まちそだて課

予算
（案）
の２議案について、議長の清藤会長や西谷専

『函館との観光交流』について、同所まちそだて課

務、各担当者より議案説明がなされ、一部の質疑応答

木下克也係長による商工会議所の各事業をわかりやす

を経て採決の結果満場一致で可決承認されました。

くお話ししていただきました。

その後４月入会した多数の新入会員を迎え、会員一
同更なる飛躍を誓いながら無事閉会となりました。
総務委員会委員長

山岡

正典

工藤耕司主事、『ファッション甲子
瓜田留美主事、

青年部が今後商工会議所に関わるための意識が上が
り、さらなる協力体制が図れるのではないかと感じま
した。また、今回の例会では昨年に引き続き弘前商工
会議所職員の皆様に出席いただき、その後の懇親会で

６月例会は八戸商工会議所青年部直
前会長で八戸市に本社を置く株式会社
テクノス

佐々木伸夫様を講師でお招

きして講話をしていただきました。
八戸せんべい汁の全国ブランド化に向け企画・設立

も交流を深め、楽しい時間を過ごすことができまし
た。最後に例会の講師をしていただきました工藤主
事、瓜田主事、木下係長、商工会議所職員の皆様、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

した八戸せんべい汁研究所。そして、その活動の中か

漆澤

知昭

ら誕生し、日本全国にムーブメントを起こしたといわ
『ビジネスチャンスセミナー〜海外

れる八戸発祥の全国イベント「Ｂ級ご当地グルメの祭

市場が弘前の未来をきり拓く〜』と題

典！Ｂ−１グランプリ」。
広告会社として、地域の元気、日本の元気を創りだ

して、日本貿易振興機構（ジェトロ）

してきたその経験の中で、企業、地域、そしてあらゆ

から滝洋一郎氏、今野彰三氏を講師と
してお呼びしました。

る組織、個人の元気を創り出すことが使命とのことで

海外市場や事業展開、進出など会員の方々にビジネ

した。
八戸せんべい汁研究所の設立からＢ−１グランプリ

ス拡大につながる講演をして頂きました。

の企画開催に至るその経緯と、それらの経験を通じて

質疑応答の時間も会員の方から活発な質問があり例

知ることができた元気を創り出すための原則について

会の時間に収まらず、懇親会でも意見交換などがあり

熱くお話ししていただきました。

ビジネス拡大に良い刺激になったと思います。
ビジネス推進委員会委員長

皆様にも佐々木さんの熱い心が伝わったと思われま

小田桐

誠

す。佐々木伸夫様ありがとうございました。
会員研修委員会委員長

漆澤

知昭

９月例会では８月例会に引き続き
「元気な街づくりへの挑戦」をテーマ
に、「弘前の未来をしゃべらnight」

８月例会は弘前商工会議所青年部の

を開催しました。

基本方針のひとつ「元気な街づくりへ
の挑戦」をテーマに、弘前市葛西市長

ＹＥＧのみらい創造ビジョン「地域満足度∞（無限

をお招きし、街づくりのビジョンにつ

大）のまちひろさき」を具現化するべく、お酒を飲み

いてご講演いただき

ながら、よりよい弘前の未来について熱く語りあいま

ました。

した。

市長自らがパワー

皆様から出された意見は、10月例会そして役員で精

ポイントを使い、現

査をし、毎年弘前商工会議所が行う弘前市への建議活

在、そしてこれから

動に役立てられる予定です。
ビジョン推進委員会委員長

の街づくりの施策を
分かりやすくお話を
いただき、地域住民として、経済人として、青年部と
して何ができるか考えさせられる良い機会となりまし
た。
また懇親会にも市長、市職員もご出席いただきより
交流を深めることができました。
ビジョン推進委員会委員長

2

WADACHI Vol.62

中村

好孝

中村

好孝

〈イベント報告〉
弘前さ

く

らまつ
り
「声がけ隊」
「エコリサイクルステーション」

B級グルメチャレンジ

弘前さくらま

『弘前も

つり期間中の４

つけ汁』

月29日、５月

『津軽ちぢ

２・３日に、弘

れ焼きそ

前公園の下乗橋

ば』の周知

付近で声がけ隊

活動として

と、ゴミの分別

「古都ひろ

を促すエコリサイクルステーションの設置・活動を

さき花火の

行いました。

集い」「よ

今年も弘前の桜は遅咲きでしたが、震災の影響が

さこい津

あった昨年よりも観光客の皆様が多くまつりが賑わ
い、写真撮影を中心としたおもてなし活動の声がけ
隊の活動も活気があるものになりました。今年は市
役所職員の方々も撮影活動のおもてなし活動をして
いて弘前市全体でのおもてなし活動普及に向けての
動き出しを感じました。
３日は生憎の雨模様に見舞われましたが、そんな
中でも人出が凄く弘前の桜の魅力を改めて感じた年
でした。

軽」「津軽
の食と産業まつり」や、その他各イベントに出店し
ております。
「弘前にＢ級グルメを」を掛け声にはじめた事業
で昨年は認知度が低かったのですが、今年度は最初
のイベントから完売という事で認知度が上がってき
たと思われます。これからも毎回各イベントに出店
をし、市内外に広く周知してもらえる活動をしてい
きたいです。

地域振興委員会委員長

中林

將浩

高校生ビジネス
プランコンテスト

ビジネス推進委員会委員長

小田桐

誠

キッズカンパニー４
我々弘前Ｙ

ＥＧと黒石Ｙ
ＥＧ、五所川
原ＹＥＧが連
携して開催し
ている第４回
高校生ビジネ
スプランコン
テストが９月８日㈯に最終審査会が行われ、五所川
原工業高校がグランプリを受賞しました。４月に各
高校へ開催要項チラシを配布し５月に説明会「プラ

４年目を迎えた「キッズ☆カンパニー」の今年の
テーマは「ひろさきスイーツ」。

ンの練り方講座」を開催しました。６月に書類選考

市内小学５、６年生の52名が５つのチームに分か

にて11チームが通過して７月・８月のブラッシュ

れ、それぞれが地元の農産物を使用するなどした

アップ研修で各プランを磨き上げて、９月に最終審

「弘前を連想させるお菓子」作りに挑戦します。

査会で選ばれた入賞５チームを更に９月のフォロー

講師にはパティスリー・ヴェルジェのシェフ

パ

アップ研修で実現可能性を引き出しました。このよ

ティシエ・蟻塚あらし氏をお迎えし、10月の食と産

うに随所で研修があるコンテストが高校生及び学校

業まつりに出店いたします。

関係者には好評を得ております。ご協力頂いた皆様
ありがとうございました。
明日の商人創造委員会委員長

キッズのそれぞれが、どんな商売をし、どんな思
いを抱くのかご注目ください。

島川

聖栄

未来の商人創造委員会委員長

高橋

哲史
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青森サッカー＆フットサル情報誌「AOMORI GOAL」より転載

商工会議所青年部

第10回全国サッカー大会

サッカーをやった時の無いメンバーも練
習をしながらこの大会に出場できた事が良
かったと思います。一つの目標に向かって
皆で力を合わせるという事は青年部の活動
でも大事な事だと思っています。結果予選
リーグ突破し決勝トーナメント出場出来、
良かったと思います。
弘前ＹＥＧ 会長 清藤
崇

青森大会

１〜２週間に１度は練習をして、さらに攻めや守りのそ
れぞれの練習などもメニューに取り入れ、弘前ＹＥＧ単会
としては初出場でしたが、チームとしてはいい状況で今大
会を迎えることが出来たと思っています。

弘前市としての出場は初めてでしたが、
決勝トーナメントに上がれた事は良かった
です。また青森市もこの大会を通して町が
にぎわいをみせていたので良かったと思い
ます。青森、弘前共に予選リーグ突破でき
た事と各地区の方々と交流を深められたと
思います。
弘前ＹＥＧチーム
キャプテン 棟方 成人

全国ベスト８でした。
経験者を中心にスタメンを決めましたが、両日ともにベ
ンチ入りした選手は全員試合に出場しました。
サッカーで仲良くなったメンバーもいますので、この大
会を通じて弘前ＹＥＧの絆がより深まったと思います。
ちなみに準々決勝の富山ＹＥＧさんは結果準優勝という
事で実質全国３位の実力と考えてもいいでしょう！（笑）
来年の千葉大会も頑張ります。
地域連携委員会委員長

【試合結果】
６月30日㈯

帯川

登之

第１試合 一致団結！京都府青連
第２試合 埼スタサッカー部
第３試合

1 − 1 引き分け
2−0 勝
利

やまがた米沢会議
3−0 勝
ありがとう！

利

※予選1位で決勝トーナメント進出
７月１日㈰
準々決勝 富山ＹＥＧサッカー同好会

0−1 惜

おめでとう！ 全国ベスト８!!

俺が るぜ！
キメ
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第７ 回
古都ひろさき
花火の集い
第７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。
地元経済と友好関係を少しでも円滑にするため開催いたしました古都ひろさき花火の集いは、今年も無事終
えることが出来ました。これもひとえにご協力頂いた協賛各位、地権者、スタッフ、ボランティアの皆様のお
かげと改めて痛感しております。
今回、初めて小雨に見舞われましたが、来場者５万５千人、お一人お一人に最後までお付き合い頂き感謝い
たします。
シャトルタクシーについては、
タクシー協会様と土地提供者様の協力により回転率が向上し改善できた事は、
皆様の記憶に残る事でしょう。このことは第８回と引き継ぎ、更には来る第１０回記念大会に備え新たな挑戦と
努力を惜しまず、前向きに歩を進めるようスタッフ一同頑張ってまいりたいと思います。
最後に弘前市民の皆様、そして各方面からご支援を頂いた事業者の皆様に於
かれましてはご協賛、ご協力いただきましたことに心より感謝申し上げ、今後
も未来を見すえ「花火の集い」を開催し続けたいと思いますので、どうかまた
ご協力を切にお願いいたします。
この場をお借りし、すべての方々に対しお礼申し上げます。本当にありがと
う御座いました。
古都ひろさき花火の集い実行委員会実行委員長

佐藤

浩之

ＹＥＧ親睦大運動会

に
暑さ
！
るな
負け

灼熱の日差しの中、第2回目となる運動会を、今年も夏
なのに克雪トレーニングセンターで開催させて頂きまし
た。参加者が２９人と多くはなかったため、全員がほぼ全て
の競技に出場するという、過酷な運動会となりました。
昨年同様、競技を行うごとに本気度はヒートアップし、
最終競技のリレーで燃え尽きるという内容になりました。
幸い、熱中症になる人もなく、大きな怪我（転倒で擦り
傷２名）もなく、無事、終了できました。
来年は、運動会は開催されるかどうかは不明ですが、多
いに盛り上がりますので、まだ参加したことのない人は、
是非参加してみて下さい。
ＹＥＧ活性化委員会委員長

菊池

孝顕
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卒 業 生 を 送 る 会

ご卒業おめでとうございます

平成23年度の締めくくりとしての卒業式。卒業生９人
のうち８名の方々に出席頂きました。初の試みとして、
卒業生の方々にビデオレター作成し、会場で放映しまし
た。23年度の卒業生は会長経験者２名、また、ＹＥＧチ
ャーターメンバーの方もいらっしゃいました。卒業生の
皆さんのコメントは感慨深いものがあり、改めてＹＥＧ
を考えさせられました。
卒業式の参加者も80名と、23年度事業で最大の参加者
となりました。
卒業生の皆様の今後のご活躍をご祈念申し上げますと
もに、
これからのＹＥＧもよろしくお願い申し上げます。

よ さ こ い 津 軽
らいすけ

今年は太宰（雷佐）も出現
今年は太宰（雷
佐）も出現 !!

６月24日㈰、今年も晴天に

を魅了していま
した。

さこい津軽」が開催されまし

の「花嵐桜組」

た。

では我が専務理

賞した「夢想漣えさし」や地

孝顕

たくさんの観客

なかでも今年

ＳＡＫＯＩソーラン大賞を受

菊池

演舞を披露し、

恵まれ土手町において、「よ

当日は、北海道より準ＹＯ

Photo by
Takamasa Mikami

ＹＥＧ活性化委員会委員長

リズムなるこ会

事西谷雷佐が太宰となり、マイクを握り盛り上げていま
した。
我がＹＥＧメンバーをはじめ、たくさんのボランティ

元「花嵐桜組」をはじめ、30チ アの方のご協力により大会はスムーズに進行し、盛会の
ームが参加され、日頃鍛えた

うちに終わりました。
ちなみに私（松宮）がエスコートし
たチームは「リズムなるこ会」（八戸
市）で、平均年齢70歳の超熟女美女軍
団。
よさこい津軽開催当初からの連続参
加の伝統チームです。
よさこい津軽も、いろいろな楽しみ
方があるんだなと実感しました。
また来年会いましょう「リズムなる
こ会」の皆さん＼(^^)／

花嵐桜組
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新入会員・メンバーチェンジ紹介

（平成 年８月〜平成 年８月まで）
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取材：会員ＯＭＳ委員会
【新入会員】

山中
小林

松宮

高木恵美子 トータルビューティサロン

崇聖 神楽

山崎

仁 こばしょぐ

ティンク

均 ㈱山崎洋服店
【メンバーチェンジ】

成田

正彦 ㈱クロベ

三宅

志保 ㈱光美容化学

森

孝志 ㈱セーフティーテック

吉村

浩幸 ㈱西村組

池田

守之 マスグレフィックス

齋藤

義孝 ㈱てる設計

前田

典子 ｐｅｔｉｔ

木村

拓生 セントラル技研㈱

三浦

和也 三浦住建

上野

勲 ㈱ホテルニューキャッスル

横山

航平 横山航平法律事務所

吉田

達彦 イマジン㈱弘前パークホテル
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