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夢を叶えちゃいますプロジェクト

札幌視察～若者の地元定着について～
１月20日～21日

親子で学ぶロボットワークショップ

全国会長研修会「信濃の國ながの会議」
11月７日～9日

弘前商工会議所青年部創立30周年記念大会（11月例会）11月16日

「採用力強化①就職支援施設の支援
内容と求職者側の動向を知ろう！」

「弘前YEG祭2019 ～「ねぷた」終わった
けど「夏」はまだこれからじゃね？～（仮）」

　７月例会では人手不足や社員の職場
定着について、求職者側が求めている
状況等をお伝えし、企業の採用力強化
につながる例会を開催しました。
　第１部では求職者が利用している就職
支援施設について、県内にある就労支
援機関の方をお招きし、支援の内容に
ついて紹介をしてもらいました。
　第２部では求職者が企業へ求めている条件等について、年齢や性別に
より仕事に求めている給与・やりがい・時間等が異なることから、採用
したい年齢に合わせた対策が必要であることを確認しました。
　第３部では模擬面接を実施し、奈良岡直前会長と大高副会長に面接
官と応募者を演じてもらい、質問内容によっては弁護士からＮＧの理
由について説明をしてもらいました。これにより、普段実施している
面接を見直し、採用力の強化につながったと思います。

（資質向上委員長　三上　友子）

　津軽地域の伝統文化資源である津軽三味線を広く発信し、多くの方々へその素
晴らしさをお伝えし、文化の振興はもとよりこの地域全体の経済活性化に繋がる
事業であると信じ、これまで継続して参りました「The 津軽三味線」も、おかげ
さまで今回で１４回目の開催を向かえることができ、あらためて皆様に感謝申し
上げる次第であります。
　今回の「The 津軽三味線２０１９」も、ここでしか体感できない、全国から集
結した三味線奏者数おおよそ３００名による大合奏や、その他芸能関係者による
多彩なプログラムをご用意いたしました。
　今回も全国各地より駆け付けていただいた、来場者皆様方へ津軽の伝統文化を
心ゆくまでご堪能していただけたのではなかろうかと感じております。
　次回の「The 津軽三味線２０２０」では今までより一層の地域への経済波及
効果をもたらす為の、新たなる試みにチャレンジすると共に、来場者への満足度
溢れるイベントにするべく進めて参ります。
　この事業の益々の発展と同時に文化振興の一助となるように努めて参りますの
で、次回開催もぜひともご期待ください。
　最後に、本事業開催にご尽力いただいております関係各位の皆さまに感謝を
申し上げいたします。　　　　　     　（The 津軽三味線実行委員長　福士　圭介）

　今回は親子でプログラミングを学ぶ
という初めての取り組みを行いました。
　意欲ある子どもたちが多く、定員よ
り多くの申し込みを頂き、今回は初参
加の子供達に多く参加して頂きました。
　ワークショップでは親子で話し合
いながら試行錯誤を繰り返し、回を
重ねるごとに精度が上がっていく親子
がたくさんいました。
　今回の裏テーマとして「親子での絆を深めてもらう」という目的もあっ
た為、そういった意味ではとても有意義なワークショップになったので
はないかと思っております。
　最初から理解力が高く、課題をそつなくこなす子もいれば、中々上手
くいかず感情的になる子供もいたりと多様な性格や取り組み方があり、
青年部メンバーにとっても色 と々考えさせられ、学ぶことが多くありました。
　今回の「親子で学ぶロボットワークショップ」を通じて参加しても
らった親子のプログラミングに対しての意欲と見識がもっと広がること
があればうれしく思います。

（僕らのプログラミング創造委員長　奈良　慎太郎）

　弘前ＹＥＧ３０周年を記念して、毎年
市内の小学校５年生を対象に行っている
「夢コンクール」に応募された作品1200
点の中から、「歌手・モデル」を目指す４名
の子供を選出し、夢を体験してもらう
「夢を叶えちゃいますプロジェクト」を
実施しています。
　令和２年３月１５日、りんごミュージッ
クのボーカルユニット「ライスボール」
のライブの前座で、自分たちの夢を体験
するステージに立ちます。
　このステージに向けて、子供たちは
１１回のレッスンを重ね、挨拶の仕方や笑顔の大切さ、ダンスや歌の練
習、さらにはＭＣの組み立て方など一生懸命に取り組んでいます。
　ＹＥＧの活動を通し、大人になってからも、自分の進みたい道に向か
って努力をする大切さを知っていただくことと、地域の大人を身近に感
じ、弘前を好きになる子供たちがますます増えて行く機会につながれば
とても嬉しく思います。　　　　　　　（資質向上委員長　三上　友子）

　令和2年1月20日～21日にかけて、
若者の地元定着について先進的な事
業を行っていると聞き、札幌圏域へ
視察に行きました。
　当委員会では、「高校生と地元企業
のダイバーシティを推進」という目
的を掲げ行動しています。青森県中
南地域県民局でも同じような目的で
活動しており、一緒に何かできない
か、そんな話の中から今回の札幌視察が決まりました。
　初日、札幌商工会議所の方から「人材確保・活用委員会」での取り組
みについて意見交換をさせて頂き、２日目は石狩振興局の方から「さっ
ぽろ圏　若者定着促進広域連携事業」という事業について意見交換をさ
せて頂きました。
　大都市札幌を中心とした札幌圏域でも若者の首都圏流出は課題となっ
ており、その課題解決の着地点は見つかっていないが、緩和に向けて、
若者定着に向けたプランを策定しており、道庁、市町村、大学、などが
連携し、そのプランに基づき活動していました。
　今回の視察で得た情報や経験を、当委員会の事業へ繋げていきたいと
思います。　　　　　　　　　　（高校生地元就職委員長　成田　圭介）

　８月例会は、メンバー同士の「絆」を深める
べく「弘前 YEG 祭２０１９～「ねぷた」終わっ
たけど「夏」はまだこれからじゃね？～（仮）」と
題し、スペース・デネガの屋内外で開催しました！
　例会当日は、飲食に携わるメンバーによる、
出店や飲食物の提供、大高副会長による「人狼
ゲーム」ブース、箱に入れて中身を予想する
アトラクション「箱の中身は何だろな？」など
を行い、会場は大変な盛り上がりでした。
　外部協力者として、ＤＪナリシンさん、ＤＪストーさん選曲によるＢＧＭや
ダイナマイト小林さんによるマジックやバルーンアートで会場をさらに盛り
上げていただきました。
　出店していただいたメンバー、外部協力者、ご参加いただいたメンバー、
大変お疲れ様でした！みなさまに感謝！  （親睦交流委員長　池田　守之）

　11月７日～９日に日本商工会議所
青年部第３７回全国会長研修会信濃
の國ながの会議「ＹＥＧ未来 ring」
～輝け！研鑽の瞬間を同志と共に～
のテーマのもと、年に一度の全国か
ら単会会長他約1600名のＹＥＧが
集まる研修会へ島川会長、奈良岡直
前会長他２名の計４名で参加させて
いただきました。
　次年度会長所信表明で次年度会長としての責務、そしてＹＥＧ活動に
対する熱い思い、また各単会会員皆さんの個々の熱い気持ちを会場にて
体感致しました。
　これを受けこれからの我々弘前ＹＥＧの会員としての責務に背中を押
された感覚になりました。分科会では６カ所の会場にて行い大懇親会で
は会場全体が一丸となった雰囲気となっておりました。
　会員一人一人の自己意識を高めた上で、弘前ＹＥＧとしてどうある
べきかを考え、弘前市、青森県、東北、日本へどんどん発信していける
ようにこれからも切磋琢磨していきたいと思っております。

（専務理事　佐藤　直）

　平成元年７月11日、弘前商工会議所青年部
が初代会長　西谷洌先輩のもと誕生いたしま
した。以来、30年という長きにわたり、地域
のため、子供たちの未来のためにと、敬愛し
てやまない先輩方の熱い思いと行動により、
今日の弘前商工会議所青年部があるのだと確
信しております。
　令和元年11月16日（土）に開催いたしまし
た記念大会、当日は多くのご来賓の皆様方を
はじめ各地商工会議所青年部同志の方々や弘
前商工会議所青年部ＯＢＯＧの方々と共に創
立３０周年記念大会を盛大にお祝いし迎える
ことが出来ました。

　ご参加頂きました皆様方に、この場をお借
りして厚く御礼申し上げます。ありがとうご
ざいました。
　記念講演では、ラッキーピエログループ会長
王　一郎氏をお迎えし、地域で 1 番になる事
の意義を自社の経験を通して分かりやすく
お話して頂き、式典では歴代会長への感謝
と敬意を表し、感謝状を贈呈し、これから
の青年部の指針となる長期ビジョンを発表
させて頂きました。
　懇親会では地域の未来をテーマに和徳小
学校合唱部の素晴らしい歌声に会場が包ま
れました。余興に関しては…。本当に反省

しております！
「宿命に生まれ 運命に挑み 使命に燃える」
弘前商工会議所青年部がこれからの１０年、
２０年と地域に必要とされ続ける組織である
べく、情熱色の強い絆で明日という素晴らし
い未来を築いていくことをここにお約束申し
上げます。
　最後に、実行委員会の皆さんはもちろん、
会員の皆様と同じ時間を過ごす事が出来た
こと、本当に嬉しかったし、楽しかった！
心から感謝申し上げます！ありがとうござい
ました！
（創立30周年記念大会実行委員長　奈良　第司）
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第14回古都ひろさき花火の集い
6月15日

津軽の食と産業まつり
10月18日 ～20日

第38回東北ブロック大会やまがた新庄大会
9月27日～29日

12月例会

2月例会1月例会

八戸港カッターレース
７月28日～29日

9月例会 10月例会

講師例会「置かれた場所で、誰か
の役に立つ」～アイドル達の”思い”と”行動”～

令和元年度  事 業 報 告

「交流新年会」

「令和！最初の！栄え！ある！
 第１回 弘前ＹＥＧ杯カラオケ歌合戦（仮）」

　１月例会は恒例の「新年会」という
ことで OB・OG の方もお招きし、総勢
52 名でメンバーでもあるサンパレス
秋田屋にて開催しました。
　11月の30周年記念大会から間もな
い期間での開催となり、太田ＯＢ会会
長も乾杯の挨拶で「皆の元気が足りない気がする」とおっしゃってお
りましたが、時間が経つにつれ活気が出てきました。また、アトラク
ションでは皆さん笑顔になっていただき、楽しんでいただけたのでは
ないかと思っております。
　委員の多大な協力のおかげで大きな混乱やアクシデントも無く無事
に新年会を終えることができました。　　

（ぼくらのプログラミング創造委員長　奈良　慎太郎）

　９月27日～29日に日本商工会議所
青年部第38回東北ブロック大会やま
がた新庄大会が開催されました。
東北ブロック内のＹＥＧが集結する
年に１度の大会であり「山車尽くせ！
ＹＥＧ魂‼」のテーマのもとに約
１０００名のＹＥＧが集まりました。
　うち弘前ＹＥＧは島川会長、清藤
相談役他、役員４名、事務局１名の計７名で参加させていただきました。
参加したメンバーは普段の例会等では見ることのできない記念式典、
メインフォーラムの地域を繋げる連携事業、６つの分科会、大懇親会
の運営、進行等を体験し、大変勉強になりました。
　他単会との交流も図る事ができビジネス交流に十分つながる大会とな
ったと思います。大懇親会後は山形の地にて福嶋青森県連会長を先頭に
青森県連ナイトと称し、さらなる飛躍と絆を深めることが出来ました。
　あいにくの雨模様の天気でしたが一ミリも感じさせない山形県連の最高
のおもてなしにより大成功ではないかと思いました。（専務理事　佐藤　直）

　2月例会は、講師例会としてリンゴミュージック代表取締役　樋川新
一氏を講師にお招きし、熱く語って頂きました。
　りんご娘誕生秘話や苦労話など、樋川氏が今まで経験してきた事を
面白おかしくお話しいただきました。
　なかでも、スクールに通っている生徒さんは、全てにおいて感謝の
気持ちを忘れない（３回お礼をする）など、今、自分の置かれた状況
での役割をちゃんと理解し、後輩の指導や現場の立ち振る舞いをしっ
かりやっている事や、樋川氏本人もしっかりビジョンを持ち、先の事
を見据えた行動をしている事に感動しました。
　大いに勉強になり、刺激をいただけた講師例会となりました。

（食と産業まつり委員会 副会長　石田　卓也）

　12月例会は、メンバー同士の「絆」を深めるべく「令和！最初の！栄え！ある！
第 1回 弘前 YEG杯 カラオケ歌合戦（仮）」と題し、弘前東栄ホテルで開催しました。
　島川会長、奈良岡直前会長、大高副会長、白戸監事、土岐さくらさんに審査員
として審査していただきました。ソロ部門 6 名、グループ部門 3 グループが優勝を
争い、白熱した対抗戦になりました。ソロ部門は久米田愛実さん、グループ部門は
ぼくらのプログラミング創造委員会が優勝しました！練習などの事前準備や、当日の
出演と大変お疲れ様でした。
　また、参加者全員に優勝者を予想していただき、予想が的中したメンバーには
景品を、また当たらなかったメンバー全員に参加賞をプレゼントしました！景品や
参加賞は、５０名のメンバーからいただいた、たくさんの協賛品で賄わせていただ
きました。協賛いただいたみなさま、ありがとうございました！

 （親睦交流委員長　池田　守之）

　第14回古都ひろさき花火の集いは６月15日（土）岩木川河川敷運動公
園にて開催されました。16時からのステージイベントでは、アカペラ・
ジャズ・ダンス・よさこいなどで会場は大いに盛り上がりました。
　全国有名花火師制作の華麗な名人技の競演、よさこい・タヒチアンダン
スと花火のコラボ、弘前市誕生１３０周年記念プログラムなど、会場のお
客様と一体となり大いに盛り上がりました。
　今年も多くの企業・個人協賛に支えられ、また新たな広告協賛のあり方
も試しながら、これからも発展的に継続してまいります。

（第14回花火の集い実行委員長　清藤　崇）

　10月18日から20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47件の出店があり、人出の方は前年に比べ17, 400人減の
56, 272人となりましたが売上の方は思っていたほど落ち込んでいなかった
ので、安堵しました。
　イベントの方では青年部別事業の「ぼくらのプログラミング創造委員会」
によるロボット教室や和菓子や蕎麦打ちの体験コーナー、小学５年生
1,276名が参加してくれた「将来の夢コンクール」の優秀作品の表彰式、
屋外でのブラバン演奏、よさこいなどで賑わっていました。
　食と産業まつりの事業的には成功しましたが、年々屋内の出店者の減少
と、コスト面での増加、それに伴う事業のマンネリ化等の課題も浮き彫り
になりました。
　来年は食産２０周年ということで、駅前開催も考慮しましたがそちらも
実施していく上で問題点が多々あり、来年度も同会場で開催する方向で決
定し、イベントなどを工夫する方向で動いています。
　青年部メンバー及び関係スタッフの皆さまご協力ありがとうございま
した。来年も皆様の協力のもと、事業に取り組んでいきたいと思いますので、
ご協力をお願いします。　　　　　（食と産業まつり委員長　吉村　俊一）

　７月28日（土）～29日（日）において
八戸港カッターレースに参加させて
頂きました。
　28日は八戸ＹＥＧさんで設えて
頂いた交流懇親会に参加し、他単会と
の交流も深められ、カッターレースの
ことだけではなく地域におけるＹＥＧ
の存在意義やその地域独特の悩みな
ども話し合い、非常に有意義な情報交換をさせて頂いたと思います。
　翌日のカッターレース開催当日、八戸港ポートアイランド第２船溜で
は朝からの猛暑に関わらず、参加者で大いに賑わっておりました。カッ
ターレースというなかなか体験することのできない種目に触れ、そして
学び、参加した我々も笑いに包まれ、その場でしか味わえない絆が生ま
れたと感じました。
　結果についてはほとんどのメンバーが初体験であったものの、総参加
チーム数７２チーム中、３０位という成績をおさめる事ができ、次年度の
開催に向けてさらなる奮起を誓いました。    　（総務委員長　角田　康浩）

「弘前ＹＥＧ創立３０周年記念大会
　　　　　総決起大会＆懇親会」

「津軽の食と産業まつりを皆に知って
もらいたい！そしてみんなで一緒にやりましょう！」

　９月例会はいつもの第２木曜日で
はなく３連休最後の９月１６日の昼か
ら弘前市りんご公園で開催しました。
　例会メインタイムでは１１月に行わ
れる弘前ＹＥＧ創立３０周年記念大会
総決起大会として島川会長、奈良実
行委員長から大会に向けての熱い気
持ちや思いを聞かせてもらいました。
　懇親会では「＃弘前ＹＥＧバズるＢＢＱ」というテーマで弘前ＹＥＧ
活動の楽しさをインスタ等で内外に発信しながら、メンバーや家族、
会議所職員と一緒にＢＢＱを実施しました。参加した子供達にはリン
ゴもぎ体験、カキ氷体験もしてもらいました。
　終日天気に恵まれメンバー、メンバー家族、会議所職員とも交流も
深まり、子供達も終始笑顔で元気いっぱい楽しんでくれたと思います。

（広報委員長　櫛引　純二）

　10月例会は、新入会員及びメンバーチェンジ等で食と産業まつりを、
よくわからない、知らないと思っているメンバーが多くなってきたと
思い、今一度、青年部全体事業である食と産業まつりについて説明
させて頂きました。
　メンバーには食産の歴史を知ってもらい、来場者数７万人と大きな
まつりに成長した事、青年部の役割・流れ等を短い時間の中で説明
出来たと思います。
　その後、例会参加者全員で、小学校５年生将来の夢コンクール約
1200枚の作品 1 枚 1 枚を丁寧に貼り付けました。
　この例会でいくらかでも興味をもってもらい、参加メンバーが増え、
より一層盛り上がる事を期待します。

（食と産業まつり委員会 副会長　石田　卓也）


