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7月例会 8月例会

6月例会5月例会

津軽の食と産業まつり
10月27日・28日・29日

会長研修会出雲ご縁会議
11月30日・12月1日・2日

第15回全国YEGサッカー大会 「いしかわ七尾大会」
９月22日・23日・24日

ロボットワークショップ
９月16日・30日・10月14日・21日・28日

平成29年度  月 例 会 報 告

「歴史ある場所で
      新たな文化を知り交流を図ろう」「弘前ＹＥＧメンバーのリアリティ再生」

「商工会議所活動をもっと知ろう！」 「弘前ＹＥＧが元気になり、
   短命県を返上しよう！」

　奈良岡会長就任後、最初の例会は弘前
商工会議所会頭　清藤　哲夫氏を講師と
してお招きし、「商工会議所活動をもっ
と知ろう！」というテーマについてご講
話いただきました。
　清藤会頭は、「開かれた商工会議所」、
「会員のための商工会議所」、「地域のた
めの商工会議所」を基本目標として掲げられております。普段なんとなく
わかっているつもりでも、商工会議所の仕組みや活動内容については一部
の会員しかわからない部分が多かったのが実状でしたが、新入会員も含め、
商工会議所活動についての理解を深めることで、更に商工会議所活動に意
欲がでた会員も多かったのではないかと思います。
　また、清藤会頭ご自身の経験をもとに、我々若手経営者に必要な心構え
についてもお話しいただき、大変勉強になりました。
　今回得た学びや気付きを、それぞれの事業に生かせるよう今後も頑張っ
ていきたいと思います。　　　　　　　（広報委員会 委員長  大髙  亜弓）

我々の委員会は「農業と自然」をテーマに、
都会との関係人口拡大を図る委員会でござ
います。「農業と自然」をテーマに掲げて
いるからこそ自然の中で例会開催してみた
い。そう考え、異例の昼から例会に挑戦し
てみました。
相馬ロマントピアにあるＢＢＱハウスを
借りて、約50人でＢＢＱしながらの例会。
　食材もこだわり、採れたての野菜やサザ
エ、クロダイ、さらにタイの塩釜焼まで出
てくる贅沢なＢＢＱでした。メンバーの家
族も参加ＯＫにしたので、お子様もたくさ
ん来てくれて和気あいあいと楽しい時間を
過ごすことができました。
　例会の中では「弘前の魅力について語ろう！」をテーマに、3つにグルー
プ分けをしてグループディスカッションしていただき、代表者1名が発表
を行いました。どのグループも盛んに意見交換されていて、参考になる発

表ばかりでした。
　発表された内容は、12月の移住促
進イベントで活用させていただきま
した。協力いただきました皆様には
感謝申し上げます。本当にありがと
うございました。
（リアリティ再生委員会 委員長  三浦  和也）

　健康でなければ仕事もYEG活動も活
発に出来ません！という事で、普段なか
なか知る事がない脂肪量、筋肉量、基礎
代謝量などを体組成計で測定し、自分の
体の状態を知ってもらいました。
　続いて青森県の短命県返上活動の第一
人者である弘前大学大学院医学系研究科
社会医学講座、特任教授の中路重之先生に講話をして頂きました。
　懇親会も「減塩料理を食べながら、ゆっくり楽しくお酒を飲む」と題し
て健康について考えてもらうようにしました。
　懇親会では初めての試みとして、（株）栄研様のレシピをもとにホテルで
減塩料理をしていただきました。皆様に受け入れてもらえるかかなり心配
でしたが、たくさんの方から「美味しいよ！」の声を頂き嬉しかったです。
　今回の例会を通して、より自分の健康に関心を持って頂くのはもちろん
ですが、家族や従業員の健康に対する意識も高めてもらうきっかけになっ
ていれば幸いです。 　　　　　   　（美容と健康委員会 委員長  白戸  邦明)

　8月例会という事で、家族参加のバー
ベキューやレクリエーション的要素を盛
り込んだ例会実施を検討しましたが、い
つもとは違う8月ならではの例会にしよ
うという事で、「最勝院」での例会実施
となりました。
　普段なかなか聞く事の出来ない布施住
職による講話では、本堂という事でこれまでないくらいに真剣に耳を傾け
興味津々のメンバーが目立ちました。
　また、布施住職を囲んでの大懇親会でも参加者が積極的にお話をしに
行ったりと、非常に価値ある例会になり、当初の思惑「お盆的要素」はあ
まり見られませんでした。
　100人参加を目指し、表向き57名の参加でしたが実際は100人以上の方
がいたとか・・・いないとか。　   　  （親睦交流委員会 委員長  斉藤  香）

　10月27日から29日までの3日間、克雪トレー
ニングセンターと屋外エントランス広場にて
「津軽の食と産業まつり」が開催されました。
　屋内は73件、屋外は49件に出店していただ
きました。
　今年は会場のイベントが重なり開催時期が例
年より2週間ほど遅れ、寒くて天候も良くな
かったですが、3日間で約68,000人と、昨年
よりも多くの方にご来場いただき、盛況に会期
を終えました。
　会期中は屋内で「ぼくらのアトム創造委員会」
によるロボットプログラミング教室や、ロボッ
トワークショップに参加してくれた子供たちの
ロボットコンテストをして賑わっていました。
　皆様のご協力のもと、来年も事業に取り組ん
でいきたいと思いますので、ご協力お願いします。

（殖産委員会 委員長  吉村  俊一）

　全国から今年度会長・次年度会長予定者・事務局員・
熱意ある会員が集い研鑽に努める会長研修会出雲ご縁会
議に参加してきました。会員総会では日本ＹＥＧの次年
度役員が全会一致で承認されスタートしました。
　次年度内田会長予定者の会長所信ではＹＥＧパッショ
ンを熱く所信表明し大ホール内1,200名の心に強く刻ま
れ、研修会では参加者それぞれが分科会へ参加しました。
　その後、大懇親会にて全国のメンバーと懇親を深め、
東北ブロック6県の青年部会員が集まり東北ブロックナイ
トも開催されました。今年度は東北ブロック大会を開催
できた事で県内外のメンバーと交流を図る事ができ今後
のビジネス交流に繋げていきたいと思います。
　翌日は出雲大社への参拝や全体事業のビジネスコンテスト
の１次審査発表、閉会式、解団式がありました。会長研修
会を通じて青森県連、東北ブロック、全国ＹＥＧメンバーと
の交流が更に強くなりご縁を感じました。

（事務局長  島川  聖栄）

　H29年度、小学4・5・6年生を
対象にロボットワークショップ（プ
ログラミング教育）を開催しました。
　文部科学省が2020年から「プロ
グラミング教育の必修化」を検討
しているとの事から、今の子供た
ちにプログラミングを体験しても
らい、将来様々な分野において活
躍するきっかけになれば！という
思いから始まりました。
　今回は弘前デザインウィークと
協力して実施する事となりました。
小学生を対象に参加者を募集し、
そして講習会を開き、食と産業まつりの中でコンテストを行いました。
　講習会が終わるたびに「もっと体験したい」、「次が楽しみ」参加した子供
たちはとにかく楽しく体験していました。また、委員会メンバーもとても楽し
そうに教えていました。
　コンテストが終わると、「来年もまた参加したい！」という子がたくさんいて、
本当にこの事業をして良かったと思いました。ご協力いただいた皆様ありがと
うございました。 　　　　        （ぼくらのアトム創造委員会 委員長  成田  圭介）

　弘前ＹＥＧサッカー部は9月
22日～24日に開催された全国
ＹＥＧサッカー大会「いしかわ
七尾大会」に総勢14名で参加
しました。
　１日目の予選では１勝１敗１分
けと惜しくもグループ2位で予選
敗退となりましたが、能登半島
の和倉温泉という素晴らしい地
でサッカーや夜の大懇親会を通
じて弘前YEGの絆はもちろんの
こと、全国のYEGメンバーとも
交流をし、絆を深めることがで
きました。
（サッカー部 主将  三浦  和也）
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平成29年度  事 業 報 告

　今回1月例会・交流新年会を担当しましたプラチナ
タウン委員会　奈良慎太郎です。
　ＯＢ・ＯＧの方々をお招きしての交流新年会という事
で現役メンバーの方々にも多数ご参加いただき、楽し
く交流を深めて頂けたのではないかと思っております。
　新春を感じて頂くアトラクションいう事で津軽三味線
の渋谷和生さん、箏の木庭袋靖子さんによる演奏に
は心に響く力強さと繊細さを感じました。

　サプライズで奈良副会長による
「奈良渕　剛」、渋谷さん、木庭袋
さんとの共演で「とんぼ」を演奏
するというYEGでなければ実現
しないであろう豪華なステージ
で盛り上げていただきました。
　佐々木副会長、漆澤委員長を
はじめとした委員会メンバーに
協力いただき、慣れない司会進行ではありましたが
ＯＢ・ＯＧをはじめとした皆様に温かくかくお声がけ
いただき、一つ成長することが出来たのではないか
と思う1月例会となりました。

（プラチナタウン委員会 委員長  奈良  慎太郎）

　10月、「アーティストGOMAの華麗なる例会」と
題して、例会メインタイムを開催しました。
　GOMAさんと話していると普段とは違う感覚に
なる事が度々あり、今回参加した方にもそのような
感覚を感じていただけたらと思い、講演とワーク
ショップを依頼しました。

　テーマは大人になり固くなった
脳内を、柔らかくトロトロにする。
という内容でした。久しぶりにク
レヨンを握ったり、「カワイイ」
事や物を考えたり、講演だけでな
く、ワークショップも交えて行い、
みんなが参加できるような例会で
とても良かったと思います。
　「カワイイの本質」は未だにわ
からないままでモヤモヤするとこ
ろもありますが・・・。また、急
遽取材でテレビカメラが入ったりしてバタバタすると
ころもあったのですが、無事成功出来てよかったと思
います。ご協力して頂いた方々に御礼申し上げます。
ありがとうございました。

（ぼくらのアトム創造委員会 委員長  成田  圭介）

　2018年で「弘前さくらまつり」は開催100周年
を迎えます。
　当会議所もその中核となる観桜会100周年実行
委員会のもと、様々な仕掛けを行い関係者のみな
らず市民へもお祝機運を高めようとしております。
　そんな中、我々青年部は観桜会の生い立ちや今
に至るまでの経過などをどこまで知っているの
か？実はほぼほぼ知らないのではないか？との事
で、弘前の裏のウラのうらまで知り尽す男「鹿田
智崇」氏を講師に招き、秘蔵の映像？やお宝写真
を見ながら、様々な角度から観桜会→さくらまつ
りへの今までの歩みを学ばせて頂きました。
　カッチコチのカタイ話では無く、ユーモア満点
に私たちでも分かり易い内容で、メンバー個々も
自分の子ども達や弘前を訪れる観光客へも、よも
やま話的にでも言える様な講演でありました。
　団長は路地裏だけでの男ではアリマセンでした。
今度またお願いします。

（中心市街地活性委員会 委員長  福士  圭介）

　これまでの12月例会は、家族等の参加
もＯＫのクリスマス例会が多かったですが、
今回は「青年部の忘年会！」を目的に実施
しました。
　親睦交流委員会によるオープニングアクト
のステージで会場を盛り上げたと自負する
メンバーでした。
　また、委員会対抗による「笑点＆大喜利」も非常に盛り上がり、普段の
お仕事のお付き合い忘年会とはひと味違う、笑いの絶えないこれぞ忘年会
といえる12月忘年会例会になったと思います。
きっと参加した方は、平成30年良いスタートを切れたのではないでしょ
うか？新年度もステキな一年になりますように。 

 （親睦交流委員会 委員長  斉藤  香）

　11月講師例会はホテルニューキャッス
ルにてソチ五輪銀メダリスト平野歩夢さ
んのお父様であります平野英功氏による
『トップアスリートを輩出し続けるために』
を開催致しました。世界中を合宿や試合
で転戦した平野さんの視点から弘前市近
郊は魅力あるところだとお墨付きをいた
だきました。
　平野さんのように子供への可能性を信じ『夢はきっと叶うよ』と言える
大人でありたいと強く感じました。今後も弘前のために何かできることが
ないかを考え、行動していきたいと思います。ご協力いただきました皆様
に感謝申し上げます。ありがとうございました。

（夢はるか委員会 委員長  漆澤  知昭）

　６月28日に弘前運動公園内のはるか夢
球場にてプロ野球一軍公式戦が29年ぶり
に開催されました。
　夢はるか委員会を中心に約30名程のＹ
ＥＧメンバーもプロ野球一軍戦のスタッフ
として参加しました。
　３年前の弘前市プロ野球一軍戦誘致実行
委員会が設立された当初から運営委員とし
て一軍戦誘致活動を実行委員会とともにし
てきました。楽天イースタン戦や楽天イーグルス応援バスツアーを実施し、
1,000人規模で仙台に行くなど、毎年ＹＥＧも誘致活動をしました。
　平成29年6月28日は天候にも恵まれ、観客数13，227人がはるか夢球場
に来場し、一軍戦に華を添えて頂きました。また、平成30年度もはるか夢
球場での公式戦開催が決定しており、ＹＥＧもたくさんのメンバーで支援して
いきたいと思っております。        （夢はるか委員会 担当副会長  佐々木  裕和）

　９月２・３日に開催された「日本商工会議
所青年部第36回東北ブロック大会 青森ご
しょがわら大会」に弘前ＹＥＧから奈良岡会
長をはじめ25名で参加致しました。
　ごしょがわら大会は、６年に一度しか開
催されない青森県での大会であり、青森・
八戸・弘前市以外では初めての開催でした。
隣の五所川原にて開催ということもあり弘前
ＹＥＧも全面協力致しました。
　《津軽の郷（さと）で　笑顔が躍動（おど）る　ヤッテマレ東北！　ヤッテ
マレＹＥＧ！》をテーマに開催した青森ごしょがわら大会には東北ブロック45
単会のみならず全国各地のＹＥＧメンバー、ＯＢ、ＯＧの皆様から1880名もの
登録があり、大成功の大会でした。 
　このテーマ通り、津軽の郷五所川原でたくさんの笑顔が出会い、未来へ向
けて多くの絆が繋がったと思います。　　　　   　 　（専務理事 木村  公昭）

　２月8日に当委員会が担当し、みちのく銀行
取締役会長兼取締役会議長の杉本康雄氏を
お招きしての例会を開催致しました。
　経年経験による企業の在り方をテーマとし、
青年部会員に講演していただきました。これ
からの時代の捉え方からの企業内での対処
や個人的な感情から始まった想いを企業内
で共有し、経営理念まで強く掲げた経緯な
ど大変貴重なお話を拝聴させて頂きました。
　青青森県が短命県と言われるだいぶ前から企業内では健康経営に取り組
んでいたことや、これからを見据え、女性が活躍できる場を設けてきたこ
となど、まだ若手と言われる私達では気付けなかったところに新鮮さを感
じる講演となりました。当日ご来場頂いた会員の皆様や外部関係者の皆様
にとって、よりよい企業経営の参考になったのではないかと思います。　

（企業の健康創造委員会 委員長  木村  隆之）

「交流新年会」 「みちのく銀行杉本会長講演会」

「アーティストGOMAの華麗なる例会」「観桜会100年ってどう言う事！？」

「平野英功氏講演会」 「大忘年会」

　弘前商工会議所清藤会頭の「心豊かなリー
ダーを育てたい」という想いから始まった若手
経営塾は、2017年９月、11月、2018年１月と
計３回行われました。
　「第1回の講師は、経営塾の機会を御用意し
て頂いた清藤会頭に講義をしていただきました。
第2回は、みちのく銀行の杉本会長、第3回は、
青森銀行の浜谷会長と、著名な講師陣をお招きし、大変勉強になりました。
　同じ業種の講師であっても組織が違うと考え方も違い、毎回刺激を頂いてお
ります。その中で我々若手、若手の経営者及び次世代を担う者が何を感じ、
どのように今後役立てるかが開塾の機会をくださった清藤会頭並びに講師陣の
方々への恩返しになるのではないかと思っております。
　今後も経営塾は多彩な講師陣のもと、開催を予定しております。全ての日程
が終わった時に、とても実りがあった結果に結び付けられるように運営をして
まいります。　　　　　　　　   　（企業の健康創造委員会 委員長  木村  隆之）

　Ｔｈｅ津軽三味線2017が、平成29年９月９日
（土）に弘前市民会館大ホールにおいて昼の部と夜
の部、２回に分けて開催されました。
　毎年恒例の300人大合奏に始まり津軽民謡の掛
合いや津軽手踊りや女流津軽三味線共演などで盛
り上がり、津軽漫芸の黒石八郎ショーや津軽三味
線とドラムで青森民謡の魅力を伝え、今回も大勢
のお客様に楽しんで頂く事ができました。
　Ｔｈｅ津軽三味線2018は新たな内容を企画中で
平成30年9月に開催予定でありますのでご期待下
さい。          （夢はるか委員会 副委員長  渋谷  和生）

古都ひろさき花火の集い
６月17日

　第12回古都ひろさき花火の集いを平成29年6月17日（土）岩木川
河川敷運動公園にて開催いたしました。我が弘前YEGメンバーの他、
弘前青年会議所さんをはじめとするユースサミット弘前の会員団体、
そして多くのボランティアの皆様にも支えられ、事故もなく終える
ことが出来ました。
　今回の目玉は、平成28年大曲の花火創作花火の部で準優勝した作
品の披露でした。受賞した響屋大曲煙火（株）さんは大曲YEGのメン
バーであり、花火の集いを初回から支えてくれている企業です。心
揺さぶられる作品の披露に感動し、涙がとまりませんでした。
　フィナーレでは『古都ひろさき花火の集い 明日への賛歌』と題し、
スペシャルワイドスターマインが披露され、お客様に素晴らしい
花火をお届けできたのではないかと思います。
　新たに生バンドの演奏や椅子席の設置など、様々な試みをしなが
ら更に進化を続けてまいります。ありがとうございました！

 （実行委員長 清藤   崇）


	0072_1
	0072_2

